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Foreword

On January 29, 2007, Adobe Systems Incorporated announced it’s intention to release the full Portable 
Document Format (PDF) 1.7 specification to the American National Standard Institute (ANSI) and the 
Enterprise Content Management Association (AIIM),  for the purpose of publication by the International 
Organization for Standardization (ISO).

PDF has become a de facto global standard for more secure and dependable information exchange since 
Adobe published the complete PDF specification in 1993. Both government and private industry have come to 
rely on PDF for the volumes of electronic records that need to be more securely and reliably shared, managed, 
and in some cases preserved for generations. Since 1995 Adobe has participated in various working groups 
that develop technical specifications for publication by ISO and worked within the ISO process to deliver 
specialized subsets of PDF as standards for specific industries and functions. Today, PDF for Archive (PDF/A) 
and PDF for Exchange (PDF/X) are ISO standards, and PDF for Engineering (PDF/E) and PDF for Universal 
Access (PDF/UA) are proposed standards. Additionally, PDF for Healthcare (PDF/H) is an AIIM proposed Best 
Practice Guide. AIIM serves as the administrator for PDF/A, PDF/E, PDF/UA and PDF/H. 

In the spring of 2008 the ISO 32000 document was prepared by Adobe Systems Incorporated (based upon 
PDF Reference, sixth edition, Adobe Portable Document Format version 1.7, November 2006) and was 
reviewed, edited and adopted, under a special “fast-track procedure”, by Technical Committee ISO/TC 171, 
Document management application, Subcommittee SC 2, Application issues, in parallel with its approval by the 
ISO member bodies.

In January 2008, this ISO technical committee approved the final revised documentation for PDF 1.7 as the 
international standard ISO 32000-1. In July 2008 the ISO document was placed for sale on the ISO web site 
(http://www.iso.org). 

This document you are now reading is a copy of the ISO 32000-1 standard. By agreement with ISO, Adobe 
Systems is allowed to offer this version of the ISO standard as a free PDF file on it’s web site. It is not an official 
ISO document but the technical content is identical including the section numbering and page numbering.

http://www.iso.org
http://www.iso.org
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序文

2007年1月29日には、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）は、による刊行物の目的のために、米国国家規格協会（ANSI）とエンタープライズコンテンツ管理協会（AIIM）に完全なポータブルドキュメントフォーマット（PDF）1.7仕様をリリースすることの意図を発表しました国際標準化機構（ISO）。

Adobeは1993年に政府と民間企業の両方が必要で、より安全かつ確実であることをことを電子記録のボリュームのためにPDFに頼るようになった完全なPDFの仕様を公表以来、PDFは、より安全で信頼性の情報交換のための事実上の世界標準となっています共有、管理、および世代のために保存いくつかのケースでは。 1995年以降、AdobeはISOによる刊行物の技術仕様を開発し、特定の産業や機能のための標準としてPDFの専門サブセットを提供するためにISOプロセスの中で働いていたさまざまなワーキンググループに参加しています。今日では、アーカイブ用PDF（PDF / A）およびExchangeのPDF（PDF / X）ISO規格であり、エンジニアリングのためのPDF（PDF / E）とPDFユニバーサルアクセス（PDF / UA）のために提案された標準です。また、ヘルスケア（PDF / H）のためのPDFは、AIIMは、ベストプラクティスガイドを提案しています。 AIIMは、PDF / A、PDF / E、PDF / UAおよびPDF / Hの管理者としての役割を果たす。

2008年春にはISO 32000文書は（2006年11月、PDFリファレンスに基づいて、第6版、アドビシステムズ社のPortable Document Formatバージョン1.7）Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）により調製し、見直し、編集および採用された、特別な「ファスト・トラック手続きの下で」、技術委員会ISO / TC 171、ISO会員団体によってその承認と並行して、文書管理アプリケーション、分科会SC 2、アプリケーションの問題による。

2008年1月、このISO技術委員会は、国際規格ISO 32000-1としてPDF 1.7の最終的な改訂文書を承認しました。 2008年7月にISO文書はISOのウェブサイト（http://www.iso.org）に販売のために設置しました。

あなたが今読んでいるこの文書は、ISO 32000-1標準のコピーです。 ISOとの合意により、Adobe Systemsが、それのウェブサイト上で無料のPDFファイルとしてISO規格のこのバージョンを提供することが許可されています。これは、公式のISOの文書ではなく、技術的な内容は、セクション番号とページ番号を含むと同じです。
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Introduction

ISO 32000 specifies a digital form for representing documents called the Portable Document Format or usually 
referred to as PDF. PDF was developed and specified by Adobe Systems Incorporated beginning in 1993 and 
continuing until 2007 when this ISO standard was prepared. The Adobe Systems version PDF 1.7 is the basis 
for this ISO 32000 edition. The specifications for PDF are backward inclusive, meaning that PDF 1.7 includes 
all of the functionality previously documented in the Adobe PDF Specifications for versions 1.0 through 1.6. It 
should be noted that where Adobe removed certain features of PDF from their standard, they too are not 
contained herein.

The goal of PDF is to enable users to exchange and view electronic documents easily and reliably, 
independent of the environment in which they were created or the environment in which they are viewed or 
printed. At the core of PDF is an advanced imaging model derived from the PostScript® page description 
language. This PDF Imaging Model enables the description of text and graphics in a device-independent and 
resolution-independent manner. To improve performance for interactive viewing, PDF defines a more 
structured format than that used by most PostScript language programs. Unlike Postscript, which is a 
programming language, PDF is based on a structured binary file format that is optimized for high performance 
in interactive viewing. PDF also includes objects, such as annotations and hypertext links, that are not part of 
the page content itself but are useful for interactive viewing and document interchange.

PDF files may be created natively in PDF form, converted from other electronic formats or digitized from paper, 
microform, or other hard copy format. Businesses, governments, libraries, archives and other institutions and 
individuals around the world use PDF to represent considerable bodies of important information. 

Over the past fourteen years, aided by the explosive growth of the Internet, PDF has become widely used for 
the electronic exchange of documents. There are several specific applications of PDF that have evolved where 
limiting the use of some features of PDF and requiring the use of others, enhances the usefulness of PDF. ISO 
32000 is an ISO standard for the full function PDF; the following standards are for more specialized uses. PDF/
X (ISO 15930) is now the industry standard for the intermediate representation of printed material in electronic 
prepress systems for conventional printing applications. PDF/A (ISO 19005) is now the industry standard for 
the archiving of digital documents. PDF/E (ISO 24517) provides a mechanism for representing engineering 
documents and exchange of engineering data. As major corporations, government agencies, and educational 
institutions streamline their operations by replacing paper-based workflow with electronic exchange of 
information, the impact and opportunity for the application of PDF will continue to grow at a rapid pace.

PDF, together with software for creating, viewing, printing and processing PDF files in a variety of ways, fulfils a 
set of requirements for electronic documents including: 

• preservation of document fidelity independent of the device, platform, and software,

• merging of content from diverse sources—Web sites, word processing and spreadsheet programs, 
scanned documents, photos, and graphics—into one self-contained document while maintaining the 
integrity of all original source documents,

• collaborative editing of documents from multiple locations or platforms,

• digital signatures to certify authenticity,

• security and permissions to allow the creator to retain control of the document and associated rights,

• accessibility of content to those with disabilities,

• extraction and reuse of content for use with other file formats and applications, and

• electronic forms to gather data and integrate it with business systems.

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reservedvii
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前書き

ISO 32000指定した文書を表現するためのデジタル形式は、ポータブルドキュメントフォーマットと呼ばれるか、通常はPDFと呼ばれます。 PDFは1993年に始まり、このISO規格を用意した2007年まで継続Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）によって開発され、指定されました。アドビシステムズのバージョンPDF 1.7は、このISO 32000版の基礎となっています。 PDFの仕様はPDF 1.7が以前のバージョン1.6を通じて1.0用のAdobe PDFの仕様で文書化機能のすべてが含まれていることを意味し、後方に含まれています。アドビシステムズ社が彼らの標準からPDFの一部の機能を削除したところ、彼らはあまりにも、ここに含まれていないことに留意すべきです。

PDFの目的は、交換するユーザーを有効にし、それらが作成された環境や、彼らが表示または印刷されている環境とは独立して、容易かつ確実に電子文書を表示することです。 PDFの中核は、PostScript（登録商標）、ページ記述言語から派生し、高度なイメージングモデルです。このPDFイメージングモデルは、デバイスに依存しない解像度非依存的にテキストおよびグラフィックスの記述を可能にします。インタラクティブに表示のパフォーマンスを向上させるために、PDFは、ほとんどのPostScript言語プログラムで使用されるものより構造化形式を定義します。プログラミング言語であるポストスクリプトとは異なり、PDFをインタラクティブに表示における高い性能を発揮するように最適化された構造化バイナリファイル形式に基づいています。 PDFは、ページのコンテンツ自体の一部ではなく、インタラクティブに表示し、文書交換のために有用なの注釈やハイパーテキストリンクなどのオブジェクトを含みます。

PDFファイルは、他の電子フォーマットから変換や紙、マイクロフォーム、または他のハードコピー形式からデジタル化され、PDF形式でネイティブに作成することができます。企業、政府機関、図書館、アーカイブおよび世界の利用PDFの周りに他の機関や個人の重要な情報のかなりの体を表現します。

過去14年間で、インターネットの爆発的な成長に助けられ、PDFは、広く文書の電子交換のために使用されるようになりました。 PDFの一部の機能の利用を制限し、他人の使用を必要とする場所を進化させてきたPDFのいくつかの特定のアプリケーションがありますが、PDFの有用性を高めます。 ISO 32000は、フル機能のPDFのISO標準です。次の規格は、より多くの専門用途のためのものです。 PDF / X（ISO 15930）は、現在、従来の印刷用途のための電子製版システムにおける印刷物の中間表現のための業界標準です。 PDF / A（ISO 19005）は、現在、デジタル文書のアーカイブのための業界標準です。 PDF / E（ISO 24517）技術文書とエンジニアリングデータの交換を表現するためのメカニズムを提供します。大手企業、政府機関、教育機関は、情報の電子交換機と紙ベースのワークフローを置き換えることにより、業務の合理化として、PDFの用途のための影響と機会が急速なペースで成長していきます。

PDFは、一緒にさまざまな方法でPDFファイルを作成、表示、印刷および処理するためのソフトウェアと、を含む電子文書のための一連の要件を満たしています：

•デバイス、プラットフォーム、およびソフトウェアのドキュメント忠実度の独立の保全、

•すべてのオリジナルソース文書の完全性を維持しながら、さまざまなソース・Webサイト、ワープロや表計算プログラム、スキャンした文書、写真、グラフィックに1自己完結した文書からのコンテンツのマージ、

•複数の場所やプラットフォームからのドキュメントの共同編集、

•サーティファイ信憑性へのデジタル署名は、

•セキュリティとアクセス権は、作成者が文書と関連する権利の制御を保持できるようにします

•障害者へのコンテンツのアクセス、

•他のファイル形式やアプリケーションで使用するためのコンテンツの抽出と再利用、

•データを収集し、ビジネスシステムと統合するための電子フォーム。
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The International Organization for Standardization draws attention to the fact that it is claimed that compliance 
with this document may involve the use of patents concerning the creation, modification, display and 
processing of PDF files which are owned by the following parties:

• Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California,95110-2704, USA

ISO takes no position concerning the evidence, validity and scope of these patent rights.

The holders of these patent rights has assured the ISO that they are willing to negotiate licenses under 
reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, 
the statements of the holders of these patent rights are registered with ISO. Information may be obtained from 
those parties listed above.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights other than those identified above. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent 
rights.

A repository of referenced documents has been established by AIIM (http://www.aiim.org/pdfrefdocs). Not all 
referenced documents can be found there because of copyright restrictions.

http://www.aiim.org/pdfrefdocs
PDF 32000-1：2008
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国際標準化機構は、この文書の遵守は、以下の当事者によって所有されているPDFファイルの作成、変更、表示および処理に関する特許の使用を含むことができると主張しているという事実に注意を描画します。

•Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）、345パークアベニュー、サンノゼ、カリフォルニア、95110-2704、USA

ISOは、これらの特許権の証拠、有効性及び範囲に関する一切の位置を取りません。

これらの特許権の保有者は、彼らが世界中の申請者との合理的かつ非差別条項および条件の下でライセンスを交渉する意思であることをISOを確約しています。この点で、これらの特許権の保有者のステートメントは、ISOに登録されています。情報は、上記に挙げたものの当事者から得ることができます。

注目は、この文書の一部の要素は、上記で同定されたもの以外の特許権の対象となる可能性があることに描かれています。 ISOは、いずれか、またはそのようなすべての特許権を特定する責任を負うものではありません。

参照文書のリポジトリには、AIIM（http://www.aiim.org/pdfrefdocs）によって設立されました。すべての文書が原因で著作権の制限のあっ見つけることができます参照されていません。
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Document management — Portable document format — 
Part 1: 
PDF 1.7

IMPORTANT — The electronic file of this document contains colours which are considered to be useful 
for the correct understanding of the document. Users should therefore consider printing this document 
using a colour printer.

1 Scope

This International Standard specifies a digital form for representing electronic documents to enable users to 
exchange and view electronic documents independent of the environment in which they were created or the 
environment in which they are viewed or printed. It is intended for the developer of software that creates PDF 
files (conforming writers), software that reads existing PDF files and interprets their contents for display and 
interaction (conforming readers) and PDF products that read and/or write PDF files for a variety of other 
purposes (conforming products). 

This standard does not specify the following:

• specific processes for converting paper or electronic documents to the PDF format;

• specific technical design, user interface or implementation or operational details of rendering;

• specific physical methods of storing these documents such as media and storage conditions;

• methods for validating the conformance of PDF files or readers;

• required computer hardware and/or operating system.

2 Conformance

2.1 General

Conforming PDF files shall adhere to all requirements of the ISO 32000-1 specification and a conforming file is 
not obligated to use any feature other than those explicitly required by ISO 32000-1.

NOTE 1 The proper mechanism by which a file can presumptively identify itself as being a PDF file of a given version 
level is described in 7.5.2, "File Header".

2.2 Conforming readers

A conforming reader shall comply with all requirements regarding reader functional behaviour specified in 
ISO 32000-1. The requirements of ISO 32000-1 with respect to reader behaviour are stated in terms of general 
functional requirements applicable to all conforming readers. ISO 32000-1 does not prescribe any specific 
technical design, user interface or implementation details of conforming readers. The rendering of conforming 
files shall be performed as defined by ISO 32000-1.

2.3 Conforming writers

A conforming writer shall comply with all requirements regarding the creation of PDF files as specified in 
ISO 32000-1. The requirements of ISO 32000-1 with respect to writer behaviour are stated in terms of general 
functional requirements applicable to all conforming writers and focus on the creation of conforming files. 
ISO 32000-1 does not prescribe any specific technical design, user interface or implementation details of 
conforming writers. 
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重要 - この文書の電子ファイルは、文書の正しい理解のために有用であると考えられている色が含まれています。したがって、ユーザーは、カラープリンタを使用して、この文書を印刷する検討すべきです。

1つの適用範囲

この規格は、交換するユーザーを有効にし、それらが作成された環境や、彼らが表示または印刷されている環境の独立した電子文書を表示する電子文書を表現するためのデジタル形式を指定します。これは、さまざまな読み取りおよび/または書き込みPDFファイルというPDFファイル（準拠作家）、既存のPDFファイルを読み込み、表示との相互作用のためにその内容を解釈するソフトウェア（読者準拠）およびPDFの製品を作成するソフトウェアの開発者を対象としてい他の目的（良品）。

この規格は、次のように指定していません。

PDF形式に紙や電子文書を変換するための•特定のプロセス。

•特定の技術的なデザイン、ユーザーインターフェースまたは実装やレンダリングの動作の詳細;

•このような媒体および保管条件として、これらの文書を格納する特定の物理的方法は、

•PDFファイルや読者の適合性を検証するための方法は、

•必要なコンピュータハードウェアおよび/またはオペレーティングシステム。

2適合性

2.1一般

準拠したPDFファイルは、ISO 32000-1規格のすべての要件を遵守するものとし、準拠したファイルは、明示的にISO 32000-1で必要とされるもの以外のすべての機能を使用する義務を負いません。

注1ファイルは、推定的所与のバージョンレベルのPDFファイルであるとして自分自身を識別することが可能な適切な機構は、「ファイルヘッダ」、7.5.2に記載されています。

2.2適合読者

準拠した読者は、ISO 32000-1に指定されたリーダーの機能の動作に関するすべての要件に適合しなければなりません。リーダ挙動に関してISO 32000-1の要求は全て適合読者に適用される一般的な機能要件の用語で記述されています。 ISO 32000-1は、読者に準拠した任意の特定の技術的なデザイン、ユーザーインターフェースや実装の詳細を規定していません。 ISO 32000-1で定義されている準拠したファイルのレンダリングが行われなければなりません。

2.3準拠の作家

ISO 32000-1に指定されている準拠ライターは、PDFファイルの作成に関するすべての要件に適合しなければなりません。ライターの挙動に関してISO 32000-1の要求事項は、すべての適合作家やファイルを準拠の創出に注力して適用される一般的な機能要件の用語で記述されています。 ISO 32000-1は、準拠した作家のいずれかの特定の技術的なデザイン、ユーザーインターフェースや実装の詳細を規定していません。
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2.4 Conforming products

A conforming product shall comply with all requirements regarding the creation of PDF files as specified in 
ISO 32000-1 as well as comply with all requirements regarding reader functional behavior specified in 
ISO 32000-1. 

3 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated 
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document 
(including any amendments) applies. 

ISO 639-1:2002, Codes for the representation of names of languages -- Part 1: Alpha-2 code.

ISO 639-2:1998, Codes for the representation of names of languages -- Part 2: Alpha-3 code.

ISO 3166-1:2006, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 1: Country 
codes.

ISO 3166-2:1998, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: Country 
subdivision code.

ISO/IEC 8824-1:2002, Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation.

ISO/IEC 10918-1:1994, Digital Compression and Coding of Continuous-Tone Still Images (informally known as 
the JPEG standard, for the Joint Photographic Experts Group, the ISO group that developed the standard).

ISO/IEC 15444-2:2004, Information Technology—JPEG 2000 Image Coding System: Extensions.

ISO/IEC 11544:1993/Cor 2:2001, Information technology—Coded representation of picture and audio 
information—Progressive bi-level image compression (JBIG2).

IEC/3WD 61966-2.1:1999, Colour Measurement and Management in Multimedia Systems and Equipment, Part 
2.1: Default RGB Colour Space—sRGB.

ISO 15076-1:2005, Image technology colour management - Architecture, profile format and data structure - 
Part 1:Based on ICC.1:2004-10.

ISO 10646:2003, Information technology -- Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS).

ISO/IEC 9541-1:1991, Information technology -- Font information interchange -- Part 1: Architecture.

ANSI X3.4-1986, Information Systems - Coded Sets 7-Bit American National Standard Code for Information 
Interchange (7-bit ASCII).

NOTE 1 The following documents can be found at  AIIM at http://www.aiim.org/pdfrefdocs as well as at the Adobe 
Systems Incorporated Web Site http://www.adobe.com/go/pdf_ref_bibliography.

PDF Reference, Version 1.7, – 5th ed., (ISBN 0-321-30474-8), Adobe Systems Incorporated.

JavaScript for Acrobat API Reference, Version 8.0, (April 2007), Adobe Systems Incorporated. 

Acrobat 3D JavaScript Reference, (April 2007), Adobe Systems Incorporated. 

Adobe Glyph List, Version 2.0, (September 2002), Adobe Systems Incorporated. 

OPI: Open Prepress Interface Specification 1.3, (September 1993), Adobe Systems Incorporated.

http://adobe.com/go/pdf_ref_bibliography
http://adobe.com/go/pdf_ref_bibliography
http://www.adobe.com/go/pdf_ref_bibliography
http://www.adobe.com/go/pdf_ref_bibliography
PDF 32000-1：2008

2©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

2.4適合品

3つの引用規格

以下の参照文書は、本文書の適用のために不可欠です。日付の参照のために、版のみが適用されます。日付のない参照については、（追補を含む）、参照文書の最新版が適用されます。

ISO 639-1：2002、言語の名前の表現のためのコード - パート1：アルファ2コード。

ISO 639-2：1998、言語の名前の表現のためのコード - パート2：アルファ3コード。

ISO 3166-1：2006、国及びその下位区分の名前の表現のためのコード - 第1部：国コード。

ISO 3166-2：1998、国及びその下位区分の名前の表現のためのコード - 第2部：国のサブディビジョンコード。

ISO / IEC 8824から1：2002、抽象構文記法1（ASN.1）：基本的な記法の仕様。

ISO / IEC 10918-1：1994、デジタル圧縮及び（共同写真専門家グループ、標準を開発したISOグループの非公式JPEG標準として知られる、）連続階調静止画像のコーディング。

ISO / IEC 15444から2：2004、情報技術-JPEG符号化システム2000画像：拡張機能。

ISO / IEC 11544：1993 /コリント2：画像2001、情報技術符号化された表現とオーディオ情報プログレッシブ2値画像圧縮（JBIG2）。

IEC / 3WD 61966から2.1：1999、マルチメディアシステムおよび機器、パート2.1での色の測定と管理：デフォルトのRGB色空間、sRGBの。

ISO 15076から1：2005、画像技術のカラーマネジメント - アーキテクチャ、プロファイル形式とデータ構造 - パート1：ICC.1に基づい：2004-10。

ISO 10646：2003、情報技術 - ユニバーサルマルチオクテット符号化文字セット（UCS）。

ISO / IEC 9541から1：1991、情報技術 - フォント情報交換 - パート1：アーキテクチャ。

ANSI X3.4-1986、情報システム - 情報交換用符号化を設定し、7ビットの米国標準コード（7ビットASCII）。

注1以下のドキュメントがhttp://www.aiim.org/pdfrefdocsでだけでなく、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のWebサイトhttp://www.adobe.com/go/pdf_ref_bibliographyでAIIMで見つけることができます。

PDFリファレンス、バージョン1.7、 - 第5版、（ISBN 0-321-30474-8）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

AcrobatのAPIリファレンス、バージョン8.0、（2007年4月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のためのJavaScript。

Acrobat 3D JavaScriptのリファレンス、（2007年4月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

アドビグリフ一覧、バージョン2.0、（2002年9月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

OPI：オープンプリプレスインタフェース仕様1.3、（1993年9月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。
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PDF Signature Build Dictionary Specification v.1.4, (March 2008), Adobe Systems Incorporated.

Adobe XML Architecture, Forms Architecture (XFA) Specification, version 2.5, (June 2007), Adobe Systems 
Incorporated.

Adobe XML Architecture, Forms Architecture (XFA) Specification, version 2.4, (September 2006), Adobe 
Systems Incorporated.

Adobe XML Architecture, Forms Architecture (XFA) Specification, version 2.2, (June 2005), Adobe Systems 
Incorporated.

Adobe XML Architecture, Forms Architecture (XFA) Specification, version 2.0, (October 2003), Adobe Systems 
Incorporated.

NOTE 2 Beginning with XFA 2.2, the XFA specification includes the Template Specification, the Config Specification, 
the XDP Specification, and all other XML specifications unique to the XML Forms Architecture (XFA).

Adobe XML Architecture, XML Data Package (XDP) Specification, version 2.0, (October 2003), Adobe 
Systems Incorporated.

Adobe XML Architecture, Template Specification, version 2.0, (October 2003), Adobe Systems Incorporated.

XML Forms Data Format Specification, version 2.0, (September 2007), Adobe Systems Incorporated.

XMP: Extensible Metadata Platform, (September 2005), Adobe Systems Incorporated. 

TIFF Revision 6.0, Final, (June 1992), Adobe Systems Incorporated.

NOTE 3 The following Adobe Technical Notes can be found at the AIIM website at http://www.aiim.org/pdfnotes as well 
as at the Adobe Systems Incorporated Web Site (http://www.adobe.com) using the general search facility, 
entering the Technical Note number.

Technical Note #5004, Adobe Font Metrics File Format Specification, Version 4.1, (October 1998), Adobe 
Systems Incorporated.

NOTE 4 Adobe font metrics (AFM) files are available through the Type section of the ASN Web site.

Technical Note #5014, Adobe CMap and CID Font Files Specification, Version 1.0, (June 1993), Adobe 
Systems Incorporated.

Technical Note #5015, Type 1 Font Format Supplement, (May 1994), Adobe Systems Incorporated. 

Technical Note #5078, Adobe-Japan1-4 Character Collection for CID-Keyed Fonts, (June 2004), Adobe 
Systems Incorporated.

Technical Note #5079, Adobe-GB1-4 Character Collection for CID-Keyed Fonts, (November 2000), Adobe 
Systems Incorporated. 

Technical Note #5080, Adobe-CNS1-4 Character Collection for CID-Keyed Fonts, (May 2003), Adobe Systems 
Incorporated.

Technical Note #5087, Multiple Master Font Programs for the Macintosh, (February 1992), Adobe Systems 
Incorporated.

Technical Note #5088, Font Naming Issues, (April 1993),  Adobe Systems Incorporated. 

Technical Note #5092, CID-Keyed Font Technology Overview, (September 1994), Adobe Systems 
Incorporated. 

http://www.aiim.org/pdfnotes
http://www.adobe.com
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PDF署名ビルド辞書仕様v1.4に、（2008年3月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

アドビXMLアーキテクチャ、フォームアーキテクチャ（XFA）仕様、バージョン2.5、（2007年6月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

アドビXMLアーキテクチャ、アーキテクチャ（XFA）仕様、バージョン2.4、（2006年9月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）は、フォーム。

アドビXMLアーキテクチャ、フォームアーキテクチャ（XFA）仕様、バージョン2.2（2005年6月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

アドビXMLアーキテクチャ、アーキテクチャ（XFA）仕様、バージョン2.0、（2003年10月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）は、フォーム。

注2 XFA 2.2以降では、XFA仕様は、テンプレートの仕様、コンフィグ仕様、XDP仕様、およびXMLフォームアーキテクチャ（XFA）に固有の他のすべてのXML仕様が含まれています。

アドビXMLアーキテクチャ、XMLデータパッケージ（XDP）仕様、バージョン2.0、（2003年10月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

アドビXMLアーキテクチャ、テンプレートの仕様、バージョン2.0、（2003年10月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

XMLフォームデータフォーマット仕様、バージョン2.0、（2007年9月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

XMP：拡張可能なメタデータ・プラットフォーム、（2005年9月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

TIFFリビジョン6.0、決勝、（1992年6月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

注3、以下アドビシステムズ社のテクニカルノートはhttp://www.aiim.org/pdfnotesでだけでなく、一般的に使用してAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のWebサイト（http://www.adobe.com）でAIIMのウェブサイトで見つけることができますテクニカルノート番号を入力、施設を検索します。

テクニカルノート＃5004は、Adobeフォントメトリックファイルフォーマット仕様、バージョン4.1、（1998年10月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

注4つのアドビのフォントメトリック（AFM）ファイルは、ASN、Webサイトの種類]セクションから入手できます。

テクニカルノート＃5014、アドビシステムズ社のCMapとCIDフォントファイル仕様、バージョン1.0、（1993年6月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

テクニカルノート＃5015、タイプ1フォントフォーマットサプリメント、（1994年5月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

テクニカルノート＃5078、CIDフォント、（2004年6月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のためのAdobe-Japan1-4キャラクターコレクション。

CIDフォント、（2000年11月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のためのテクニカルノート＃5079は、Adobe-GB1-4キャラクターコレクション。

CIDフォント、（2003年5月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のためのテクニカルノート＃5080、アドビCNS1-4キャラクターコレクション。

テクニカルノート＃5087、Macintosh用のマルチプルマスターフォントプログラム、（1992年2月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

テクニカルノート＃5088、フォントの名前付けの問題、（1993年4月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

テクニカルノート＃5092、CID-キー付きのフォントテクノロジの概要、（1994年9月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。
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Technical Note #5093, Adobe-Korea1-2 Character Collection for CID-Keyed Fonts, (May 2003), Adobe 
Systems Incorporated. 

Technical Note #5094, Adobe CJKV Character Collections and CMaps for CID-Keyed Fonts, (June 2004), 
Adobe Systems Incorporated.

Technical Note #5097, Adobe-Japan2-0 Character Collection for CID-Keyed Fonts, (May 2003), Adobe 
Systems Incorporated.

Technical Note #5116, Supporting the DCT Filters in PostScript Level 2, (November 1992), Adobe Systems 
Incorporated.

Technical Note #5176, The Compact Font Format Specification, version 1.0, (December 2003), Adobe 
Systems Incorporated. 

Technical Note #5177, The Type 2 Charstring Format, (December 2003), Adobe Systems Incorporated. 

Technical Note #5411, ToUnicode Mapping File Tutorial, (May 2003), Adobe Systems Incorporated. 

Technical Note #5620, Portable Job Ticket Format, Version 1.1, (April 1999), Adobe Systems Incorporated.

Technical Note #5660, Open Prepress Interface (OPI) Specification, Version 2.0, (January 2000), Adobe 
Systems Incorporated.

NOTE 5 The following documents are available as Federal Information Processing Standards Publications.

FIPS PUB 186-2, Digital Signature Standard, describes DSA signatures, (January 2000), Federal Information 
Processing Standards.

FIPS PUB 197, Advanced Encryption Standard (AES), (November 2001), Federal Information Processing 
Standards.

NOTE 6 The following documents are available as Internet Engineering Task Force RFCs.

RFC 1321, The MD5 Message-Digest Algorithm, (April 1992), Internet Engineering Task Force (IETF). 

RFC 1738, Uniform Resource Locators, (December 1994), Internet Engineering Task Force (IETF). 

RFC 1808, Relative Uniform Resource Locators, (June 1995), Internet Engineering Task Force (IETF). 

RFC 1950, ZLIB Compressed Data Format Specification, Version 3.3, (May 1996), Internet Engineering Task 
Force (IETF). 

RFC 1951, DEFLATE Compressed Data Format Specification, Version 1.3, (May 1996), Internet Engineering 
Task Force (IETF). 

RFC 2045, Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies, 
(November 1996),  Internet Engineering Task Force (IETF). 

RFC 2046, Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two: Media Types, (November 1996), Internet 
Engineering Task Force (IETF).

RFC 2083, PNG (Portable Network Graphics) Specification, Version 1.0, (March 1997), Internet Engineering 
Task Force (IETF). 

RFC 2315, PKCS #7: Cryptographic Message Syntax, Version 1.5, (March 1998), Internet Engineering Task 
Force (IETF). 
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テクニカルノート＃5093、CIDフォント、（2003年5月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のためのAdobe-Korea1-2キャラクターコレクション。

テクニカルノート＃5094、CIDフォント、（2004年6月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のためのAdobe CJKV文字コレクションとCMapを。

テクニカルノート＃5097、CIDフォント、（2003年5月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のためのAdobe-Japan2-0キャラクターコレクション。

テクニカルノート＃5116、PostScriptレベル2、（1992年11月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）にDCTフィルタをサポートします。

テクニカルノート＃5176、コンパクトフォントフォーマット仕様、バージョン1.0、（2003年12月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

テクニカルノート＃5177、タイプ2 Charstringフォーマット、（2003年12月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

テクニカルノート＃5411、のToUnicodeマッピングファイルチュートリアル、（2003年5月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

テクニカルノート＃5620、ポータブルジョブチケットフォーマット、バージョン1.1、（1999年4月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

テクニカルノート＃5660、オープンプリプレス・インタフェース（OPI）仕様、バージョン2.0、（2000年1月）、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）。

注5以下の文書は、連邦情報処理標準出版物として利用可能です。

FIPS PUB 186-2の、デジタル署名標準は、DSA署名、（2000年1月）、連邦情報処理規格について説明します。

FIPS PUB 197、のAdvanced Encryption Standard（AES）、（2001年11月）、連邦情報処理規格。

注6次のドキュメントは、IETF（Internet Engineering Task Force）のRFCとしてご利用いただけます。

RFC 1321、MD5メッセージダイジェストアルゴリズム、（1992年4月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 1738、ユニフォームリソースロケータ、（1994年12月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 1808、相対的なユニフォームリソースロケータ、（1995年6月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 1950、ZLIB圧縮データフォーマット仕様、バージョン3.3、（1996年5月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 1951、DEFLATE圧縮データフォーマット仕様、バージョン1.3、（1996年5月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 2045、多目的インターネットメール拡張（MIME）第一部：インターネットメッセージ本体のフォーマット、（1996年11月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 2046、多目的インターネットメール拡張（MIME）パート2：メディアタイプ、（1996年11月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 2083、PNG（ポータブルネットワークグラフィックス）仕様、バージョン1.0、（1997年3月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 2315、PKCS＃7：暗号メッセージ構文、バージョン1.5、（1998年3月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。
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RFC 2396, Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax, (August 1998), Internet Engineering Task 
Force (IETF). 

RFC 2560, X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol—OCSP, (June 1999),
Internet Engineering Task Force (IETF). 

RFC 2616, Hypertext Transfer Protocol—HTTP/1.1, (June 1999),  Internet Engineering Task Force (IETF). 

RFC 2898, PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.0, (September 2000), Internet 
Engineering Task Force (IETF). 

RFC 3066, Tags for the Identification of Languages, (January 2001),  Internet Engineering Task Force (IETF). 

RFC 3161, Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP), (August 2001), Internet 
Engineering Task Force (IETF). 

RFC 3174, US Secure Hash Algorithm 1 (SHA1), (September 2001),  Internet Engineering Task Force (IETF). 

RFC 3280, Internet X.509 Public Key Infrastructure, Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile, 
(April 2002), Internet Engineering Task Force (IETF). 

NOTE 7 The following documents are available from other sources.

Adobe Type 1 Font Format., Version 1.1, (February 1993), Addison-Wesley, ISBN 0-201-57044-0.

OpenType Font Specification 1.4, December 2004, Microsoft. 

TrueType Reference Manual, (December 2002), Apple Computer, Inc.

Standard ECMA-363, Universal 3D File Format, 1st Edition (U3D), (December 2004), Ecma International.

PANOSE Classification Metrics Guide, (February 1997), Hewlett-Packard Corporation.

ICC Characterization Data Registry, International Color Consortium (ICC). 

Recommendations T.4 and T.6, Group 3 and Group 4 facsimile encoding, International Telecommunication 
Union (ITU). 

TrueType 1.0 Font Files Technical Specification, Microsoft Corporation. 

Client-Side JavaScript Reference, (May 1999), Mozilla Foundation. 

The Unicode Standard, Version 4.0, Addison-Wesley, Boston, MA, 2003, Unicode Consortium.

Unicode Standard Annex #9, The Bidirectional Algorithm, Version 4.0.0, (April 2003),  Unicode Consortium.

Unicode Standard Annex #14, Line Breaking Properties, Version 4.0.0, (April 2003),  Unicode Consortium.

Unicode Standard Annex #29, Text Boundaries, Version 4.0.0, (March 2005),  Unicode Consortium.

Extensible Markup Language (XML) 1.1, World Wide Web Consortium (W3C).
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RFC 2396、統一資源識別子（URI）：一般的な構文、（1998年8月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 2560、X.509インターネットの公開鍵暗号基盤のオンライン証明書状態プロトコルOCSP、（1999年6月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 2616、ハイパーテキスト転送プロトコル -  HTTP / 1.1、（1999年6月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 2898、PKCS＃5：パスワードベースの暗号化仕様バージョン2.0（2000年9月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 3066、言語識別のためのタグ、（2001年1月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 3161、インターネットX.509公開鍵インフラストラクチャタイムスタンププロトコル（TSP）、（2001年8月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 3174、米国セキュアハッシュアルゴリズム1（SHA1）、（2001年9月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

RFC 3280、インターネットX.509公開鍵インフラストラクチャ、証明書と証明書失効リスト（CRL）プロフィール（2002年4月）、インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF）。

注7以下の文書は、他の供給源から入手可能です。

アドビタイプ1フォントフォーマット。、バージョン1.1（1993年2月）、アディソン・ウェズリー、ISBN 0-201-57044-0。

OpenTypeフォント仕様1.4、2004年12月、マイクロソフト。

TrueTypeフォントリファレンスマニュアル、（2002年12月）、アップルコンピュータ社

標準ECMA-363、ユニバーサル3Dファイルフォーマット、第1版（U3D）、（2004年12月）、Ecmaインターナショナル。

PANOSE分類メトリックガイド（1997年2月）、ヒューレット・パッカード（株）。

ICCキャラデータレジストリ、ICC（International Color Consortium）の。

勧告T.4及びT.6、グループ3とグループ4ファクシミリの符号化、国際電気通信連合（ITU）。

TrueTypeフォントファイル1.0技術仕様、マイクロソフトコーポレーション。

クライアント側のJavaScriptリファレンス、（1999年5月）、Mozilla Foundationは。

Unicode標準、バージョン4.0、アディソン・ウェズリー、ボストン、MA、2003、ユニコードコンソーシアム。

Unicode規格附属書＃9、双方向アルゴリズム、バージョン4.0.0（2003年4月）、ユニコードコンソーシアム。

Unicode規格附属書＃14、行分割のプロパティ、バージョン4.0.0（2003年4月）、ユニコードコンソーシアム。

Unicode規格附属書＃29、テキストの境界、バージョン4.0.0（2005年3月）、ユニコードコンソーシアム。

拡張マークアップ言語（XML）1.1、ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム（W3C）。
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4 Terms and definitions

For the purposes of this document, these terms and definitions apply.

4.1
… (ellipsis)
An ellipsis is used within PDF examples to indicate omitted detail. Pairs of ellipses are also used to bracket 
comments, in italic, about such omitted detail.

4.2
8-bit value
(see byte)

4.3
array object
a one-dimensional collection of objects arranged sequentially and implicitly numbered starting at 0

4.4
ASCII
the American Standard Code for Information Interchange, a widely used convention for encoding a specific set 
of 128 characters as binary numbers defined in ANSI X3.4-1986

4.5
binary data
an ordered sequence of bytes

4.6
boolean objects
either the keyword true or the keyword false

4.7
byte
a group of 8 binary digits which collectively can be configured to represent one of 256 different values and 
various realizations of the 8 binary digits are widely used in today's electronic equipment

4.8
catalog
the primary dictionary object containing references directly or indirectly to all other objects in the document with 
the exception that there may be objects in the trailer that are not referred to by the catalog

4.9
character
numeric code representing an abstract symbol according to some defined character encoding rule 

NOTE 1 There are three manifestations of characters in PDF, depending on context:

• A PDF file is represented as a sequence of 8-bit bytes, some of which are interpreted as char-
acter codes in the ASCII character set and some of which are treated as arbitrary binary data 
depending upon the context.

• The contents (data) of a string or stream object in some contexts are interpreted as character 
codes in the PDFDocEncoding or UTF-16 character set.

• The contents of a string within a PDF content stream in some situations are interpreted as char-
acter codes that select glyphs to be drawn on the page according to a character encoding that 
is associated with the text font.

4.10
character set
a defined set of symbols each assigned a unique character value

PDF 32000-1：2008
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4つの用語と定義

このドキュメントの目的のために、これらの用語及び定義を適用します。

4.1 ...（省略記号）省略記号は省略して、詳細を示すために、PDFの例の中で使用されます。楕円のペアはまた、省略詳細については、イタリックでは、ブラケットコメントに使用されています。

4.28ビット値（バイト参照）

オブジェクトの4.3array ObjectAに一次元のコレクションが順次配置され、暗黙的に0から始まる番号が付け

情報交換、ANSI X3.4-1986で定義された進数として128文字の特定のセットを符号化するために広く使用されている大会のため4.4ASCIIthe米国標準コード

4.5binary dataanは、バイトのシーケンスを命じました

キーワード真または偽のキーワードobjectseither 4.6boolean

集合的に256個の異なる値のいずれかを表すように構成することができ、8進数の種々の実現が広く、今日の電子機器に使用される8バイナリ桁の4.7bytea基

カタログで参照されていないトレーラ内のオブジェクトが存在する可能性があることを除いて、ドキュメント内の他のすべてのオブジェクトに直接または間接的に参照を含む4.8catalogthe主要辞書オブジェクト

注1文脈に応じて、PDFの文字、の3つの症状があります。

•PDFファイルは、ASCII文字セット内の文字コードとして解釈され、そのうちのいくつかは、文脈に応じて任意のバイナリデータとして扱われるいくつかの8ビット・バイトのシーケンスとして表される。•コンテンツ（データ）いくつかの状況では、文字列またはストリームオブジェクトのは、PDFDocEncodingで文字コードまたはUTF-16文字セットとして解釈されます。•いくつかの状況でPDFコンテンツストリーム内の文字列の内容を文字コードとして解釈されているものに選択グリフテキストフォントに関連付けられている文字エンコーディングに従ってページ上に描画します。

ユニークな文字値を割り当てられたシンボル毎の4.10characterの剛毛定義されたセット
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4.11
conforming reader
software application that is able to read and process PDF files that have been made in conformance with this 
specification and that itself conforms to requirements of conforming readers specified here [ISO 32000-1]

4.12
conforming product
software application that is both a conforming reader and a conforming writer

4.13
conforming writer
software application that is able to write PDF files that conform to this specification [ISO 32000-1]

4.14
content stream
stream object whose data consists of a sequence of instructions describing the graphical elements to be 
painted on a page

4.15
cross reference table
data structure that contains the byte offset start for each of the indirect objects within the file

4.16
developer
Any entity, including individuals, companies, non-profits, standards bodies, open source groups, etc., who are 
developing standards or software to use and extend ISO 32000-1.

4.17
dictionary object
an associative table containing pairs of objects, the first object being a name object serving as the key and the 
second object serving as the value and may be any kind of object including another dictionary

4.18
direct object
any object that has not been made into an indirect object

4.19
electronic document
electronic representation of a page-oriented aggregation of text, image and graphic data, and metadata useful 
to identify, understand and render that data, that can be reproduced on paper or displayed without significant 
loss of its information content

4.20
end-of-line marker (EOL marker)
one or two character sequence marking the end of a line of text, consisting of a CARRIAGE RETURN 
character (0Dh) or a LINE FEED character (0Ah) or a CARRIAGE RETURN followed immediately by a LINE 
FEED

4.21
FDF file
File conforming to the Forms Data Format containing form data or annotations that may be imported into a PDF 
file (see 12.7.7, “Forms Data Format”)

4.22
filter
an optional part of the specification of a stream object, indicating how the data in the stream should be decoded 
before it is used
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読み込んで処理この仕様に準拠して行われたPDFファイルを、それ自体は、ここで指定した読者に準拠の要件に適合することが可能である4.11conforming readersoftwareアプリケーション[ISO 32000-1]

準拠リーダーと準拠ライターでもある4.12conforming productsoftwareアプリ

この仕様に準拠したPDFファイルを書き込むことができる4.13conforming writersoftwareアプリケーション[ISO 32000-1]

そのデータはグラフィック要素を記述する一連の命令から成るページに塗布する4.14content streamstreamオブジェクト

ファイル内の間接的なオブジェクトの各バイトの開始オフセットが含まれている4.15cross参照TABLEDATA構造

ISO 32000-1を使用して拡張するための基準やソフトウェアを開発しているなど、個人、企業、非営利団体、標準化団体、オープンソースのグループ、を含む4.16developerAnyエンティティ、、。

オブジェクトのペアを含む4.17dictionary objectan連想テーブルは、第一の目的は、キーと値としての第二の目的として名前オブジェクトであり、かつ他の辞書を含むオブジェクトの任意の種類であってもよいです

間接目的に行われていない4.18direct objectanyオブジェクト

紙の上に再現またはその情報内容の重大な損失なしに表示することができ、テキスト、画像やグラフィックデータのページ指向の凝集の4.19electronic documentelectronic表現、および、特定理解し、そのデータをレンダリングするメタデータに便利、

4.20endオブラインマーカー（EOLマーカー）は、1つのまたは2つの文字列は、Aの直後に、テキストの行の終わりをマーク改行文字（0DH）または改行文字（0AH）またはキャリッジリターンからなりますLINEのFEED

4.21FDF fileFileは、PDFファイルにインポートすることができる形式のデータや注釈を含むフォームデータ形式に準拠（12.7.7、「フォームデータ形式」を参照します）

それが使用される前に、ストリーム内のデータが復号化されるべきかを示すストリームオブジェクトの仕様のオプション部分4.22filteran
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4.23
font
identified collection of graphics that may be glyphs or other graphic elements [ISO 15930-4]

4.24
function
a special type of object that represents parameterized classes, including mathematical formulas and sampled 
representations with arbitrary resolution

4.25
glyph
recognizable abstract graphic symbol that is independent of any specific design [ISO/IEC 9541-1]

4.26
graphic state
the top of a push down stack of the graphics control parameters that define the current global framework within 
which the graphics operators execute

4.27
ICC profile
colour profile conforming to the ICC specification [ISO 15076-1:2005]

4.28
indirect object
an object that is labeled with a positive integer object number followed by a non-negative integer generation 
number followed by obj and having endobj after it

4.29
integer object
mathematical integers with an implementation specified interval centered at 0 and written as one or more 
decimal digits optionally preceded by a sign

4.30
name object
an atomic symbol uniquely defined by a sequence of characters introduced by a SOLIDUS (/), (2Fh) but the 
SOLIDUS is not considered to be part of the name

4.31
name tree
similar to a dictionary that associates keys and values but the keys in a name tree are strings and are ordered

4.32
null object
a single object of type null, denoted by the keyword null, and having a type and value that are unequal to those 
of any other object

4.33
number tree
similar to a dictionary that associates keys and values but the keys in a number tree are integers and are 
ordered

4.34
numeric object
either an integer object or a real object

4.35
object
a basic data structure from which PDF files are constructed and includes these types: array, Boolean, 
dictionary, integer, name, null, real, stream and string

PDF 32000-1：2008
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グリフまたは他のグラフィック要素[ISO 15930から4]かもしれグラフィックスの4.23fontidentifiedコレクション

任意の解像度の数式とサンプリング後表現を含むパラメータ化されたクラスを表すオブジェクトの4.24functiona特殊タイプ

任意の特定の設計とは無関係です4.25glyphrecognizable抽象的なグラフィックシンボル[ISO / IEC 9541から1]

グラフィックスオペレータが実行その中で、現在のグローバルなフレームワークを定義するグラフィック制御パラメータのスタックダウンプッシュの4.26graphic statetheトップ

ICC仕様に準拠4.27ICCのprofilecolourプロフィール[ISO 15076から1：2005]

4.28indirect正の整数オブジェクト番号で標識さobjectanオブジェクトOBJは、続いて、それの後endobjを有する非負の整数の世代番号が続きます

実装と4.29integer objectmathematical整数は0を中心とし、必要に応じて符号が先行する一つまたはそれ以上の桁として書き込ま間隔を指定しました

4.30name objectan元素記号を一意SOLIDUS（/）によって導入された文字の配列によって定義される、（2Fhを）しかしSOLIDUSは、名前の一部であるとは考えられません

仲間のキーと値が、名前ツリー内のキーは文字列であると注文していることを辞書に4.31nameのtreesimilar

4.32null ObjectAに単一キーワードヌルで表さ型ヌルのオブジェクト、および他のオブジェクトのものに等しくないタイプ及び値を有します

仲間のキーと値が、数ツリー内のキーは整数であり、順序付けられていることを辞書に4.33numberのtreesimilar

4.34numeric objecteither整数オブジェクト又は実オブジェクト

PDFファイルを構築し、これらの型が含まれているから4.35objecta基本的なデータ構造：配列、ブール、辞書、整数、名前、ヌル、本物の、ストリームと文字列
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4.36
object reference
an object value used to allow one object to refer to another; that has the form “<n> <m> R” where <n> is an 
indirect object number, <m> is its version number and R is the uppercase letter R

4.37
object stream
a stream that contains a sequence of PDF objects

4.38
PDF
Portable Document Format file format defined by this specification [ISO 32000-1]

4.39
real object
approximate mathematical real numbers, but with limited range and precision and written as one or more 
decimal digits with an optional sign and a leading, trailing, or embedded PERIOD (2Eh) (decimal point)

4.40
rectangle
a specific array object used to describe locations on a page and bounding boxes for a variety of objects and 
written as an array of four numbers giving the coordinates of a pair of diagonally opposite corners, typically in 
the form [ llx lly urx ury ] specifying the lower-left x, lower-left y, upper-right x, and upper-right y coordinates of 
the rectangle, in that order

4.41
resource dictionary
associates resource names, used in content streams, with the resource objects themselves and organized into 
various categories (e.g., Font, ColorSpace, Pattern)

4.42
space character
text string character used to represent orthographic white space in text strings

NOTE 2 space characters include HORIZONTAL TAB (U+0009), LINE FEED (U+000A), VERTICAL TAB (U+000B), 
FORM FEED (U+000C), CARRIAGE RETURN (U+000D), SPACE (U+0020), NOBREAK SPACE (U+00A0), 
EN SPACE (U+2002), EM SPACE (U+2003), FIGURE SPACE (U+2007), PUNCTUATION SPACE (U+2008), 
THIN SPACE (U+2009), HAIR SPACE (U+200A), ZERO WIDTH SPACE (U+200B), and IDEOGRAPHIC 
SPACE (U+3000)

4.43
stream object
consists of a dictionary followed by zero or more bytes bracketed between the keywords stream and endstream

4.44
string object
consists of a series of bytes (unsigned integer values in the range 0 to 255) and the bytes are not integer 
objects, but are stored in a more compact form

4.45
web capture
refers to the process of creating PDF content by importing and possibly converting internet-based or locally-
resident files. The files being imported may be any arbitrary format, such as HTML, GIF, JPEG, text, and PDF

4.46
white-space character
characters that separate PDF syntactic constructs such as names and numbers from each other; white space 
characters are HORIZONTAL TAB (09h), LINE FEED (0Ah), FORM FEED (0Ch), CARRIAGE RETURN (0Dh), 
SPACE (20h); (see Table 1 in 7.2.2, “Character Set”)
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1つの目的は、相互に参照できるようにするために使用4.36object referenceanオブジェクト値。 <n>は間接オブジェクト番号、<M>は、そのバージョン番号であり、Rは、大文字のRであるフォーム「<N> <M> R」を有します

PDFオブジェクトの配列を含む4.37object streamaストリーム

この仕様で定義されて4.38PDFPortableドキュメントフォーマットのファイルフォーマット[ISO 32000-1]

4.39real objectapproximate、限られた範囲と精度と1つ以上の小数点オプションの符号付き数字とつながる、末尾、または埋め込み期間（2EH）（小数点）のように書くと、数学的実数

4.40rectanglea特定の配列オブジェクトのオブジェクトの様々なページ上の位置と境界ボックスを記述するために使用される典型的形態で、対角の対の座標を与える4つの数字の配列として書き込ま[LLX LLY URXユリィ]特定左下X、矩形の左下Y、右上X、および右上のy座標、そのために

リソースは、オブジェクト自体と、コンテンツストリームに使用され、様々なカテゴリに分類さ4.41resource dictionaryassociatesリソース名、（例えば、フォント、ColorSpaceであるパターン）

4.42space charactertext文字列の文字は、テキスト文字列内の正射投影ホワイトスペースを表すために使用されます

注記2空白文字は、水平タブ（U + 0009）、改行（U + 000A）、垂直タブ（U + 000B）、FORMフィード（U + 000C）、キャリッジリターン（U + 000D）、SPACE（U + 0020を含みます）、NOBREAK SPACE（U + 00A0）、EN SPACE（U + 2002）、EM SPACE（U + 2003）、図SPACE（U + 2007）、句読点SPACE（U + 2008）、THIN SPACE（U + 2009）、 HAIR SPACE（U + 200A）、ZERO WIDTH SPACE（U + 200B）、及びIDEOGRAPHIC SPACE（U + 3000）

辞書の4.43streamのobjectconsistsキーワードストリームとendstream間括弧ゼロ以上のバイトが続きます

（範囲0〜255の符号なし整数値）バイトの一連のobjectconsistsを4.44stringとバイトは、オブジェクト整数ではなく、よりコンパクトな形式で格納されています

インターネットベースまたはローカルに常駐ファイルをインポートし、おそらく変換することにより、PDFコンテンツを作成するプロセスに4.45webのcapturerefers。インポートされるファイルは、HTML、GIF、JPEG、テキスト、PDFなどの任意のフォーマットであってもよく、

別PDFの構文は、互いに名前と番号として構成すること4.46white空間charactercharacters。空白文字は、水平タブ（09H）、ラインフィード（0AH）、FORMフィード（0CH）、キャリッジリターン（0DH）、SPACE（20H）です。 （「文字セット」、7.2.2の表1を参照）
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4.47
XFDF file
file conforming to the XML Forms Data Format 2.0 specification, which is an XML transliteration of Forms Data 
Format (FDF)

4.48
XMP packet
structured wrapper for serialized XML metadata that can be embedded in a wide variety of file formats

5 Notation

PDF operators, PDF keywords, the names of keys in PDF dictionaries, and other predefined names are written 
in bold sans serif font; words that denote operands of PDF operators or values of dictionary keys are written in 
italic sans serif font.

Token characters used to delimit objects and describe the structure of PDF files, as defined in 7.2, "Lexical 
Conventions", may be identified by their ANSI X3.4-1986 (ASCII 7-bit USA codes) character name written in 
upper case in bold sans serif font followed by a parenthetic two digit hexadecimal character value with the suffix 
“h”.

Characters in text streams, as defined by 7.9.2, "String Object Types", may be identified by their ANSI X3.4-
1986 (ASCII 7-bit USA codes) character name written in uppercase in sans serif font followed by a parenthetic 
four digit hexadecimal character code value with the prefix “U+” as shown in EXAMPLE 1 in this clause.

EXAMPLE 1 EN SPACE (U+2002). 

6 Version Designations

For the convenience of the reader, the PDF versions in which various features were introduced are provided 
informatively within this document. The first version of PDF was designated PDF 1.0 and was specified by 
Adobe Systems Incorporated in the PDF Reference 1.0 document published by Adobe and Addison Wesley. 
Since then, PDF has gone through seven revisions designated as: PDF 1.1, PDF 1.2, PDF 1.3, PDF 1.4, PDF 
1.5, PDF 1.6 and PDF 1.7. All non-deprecated features defined in a previous PDF version were also included in 
the subsequent PDF version. Since ISO 32000-1 is a PDF version matching PDF 1.7, it is also suitable for 
interpretation of files made to conform with any of the PDF specifications 1.0 through 1.7. Throughout this 
specification in order to indicate at which point in the sequence of versions a feature was introduced, a notation 
with a PDF version number in parenthesis (e.g., (PDF 1.3)) is used. Thus if a feature is labelled with (PDF 1.3)
it means that PDF 1.0, PDF 1.1 and PDF 1.2 were not specified to support this feature whereas all versions of 
PDF 1.3 and greater were defined to support it.

PDF 32000-1：2008
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フォームデータ形式（FDF）のXMLの音訳であるXMLフォームデータ形式2.0仕様に準拠filefile 4.47XFDF

4.48XMPは、ファイル形式のさまざまに埋め込むことができる直列化されたXMLメタデータのためのラッパーをpacketstructured

5記法

PDF事業者、PDFのキーワード、PDF辞書内のキーの名前、およびその他の事前に定義された名前は、太字サンセリフフォントで書かれています。 PDF事業者や辞書のキーの値を示すオペランドがイタリックサンセリフフォントで書かれていることを言葉。

トークンの文字は範囲を定めるオブジェクトに使用してPDFファイルの構造を記述し、7.2で定義されているように、「字句規則」、彼らのANSI X3.4-1986（ASCII 7ビットUSAコード）によって識別することができるで大文字で書かれた文字の名前太字サンセリフ字体は接尾語「H」の括弧2桁の16進数の文字値が続きます。

7.9.2で定義されたテキストの文字は「文字列オブジェクトの種類」、小川、そのANSI X3.4-1986（ASCII 7ビットUSAコード）によって識別することができるサンセリフフォントで大文字で書かれた文字の名前は、括弧内に続きますこの句の例1に示すように、接頭辞「U +」を有する4桁の16進文字コード値。

6つのバージョン呼称

読者の便宜のため、様々な特徴が導入されたPDFバージョンは、この文書内informatively設けられています。 PDFの最初のバージョンはPDF 1.0と命名したとAdobeとアディソンウェズリーによって公開されたPDFリファレンス1.0文書にAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）により指定されました。 PDF 1.1、PDF 1.2、PDF 1.3、PDF 1.4、PDF 1.5、PDF 1.6とPDF 1.7：それ以来、PDFはと指定さ7回の改定を経験してきました。以前のPDF版で定義されたすべての非廃止予定の機能も、その後のPDF版に含まれていました。 ISO 32000-1は、PDF版マッチングPDF 1.7であるので、それはまた、PDFの仕様1.7を通じて1.0のいずれかに適合するように作られたファイルの解釈に適しています。機能が導入されたバージョンのシーケンスのどの時点で示すために本明細書を通して、括弧内のPDFバージョン番号（例えば、（PDF 1.3））との表記が使用されます。機能は（PDF 1.3）で標識されている場合したがって、PDF 1.3以上のすべてのバージョンは、それをサポートするために定義されたのに対し、PDF 1.1とPDF 1.2がこの機能をサポートするように指定されていない、そのPDF 1.0を意味します。
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7 Syntax

7.1 General

This clause covers everything about the syntax of PDF at the object, file, and document level. It sets the stage 
for subsequent clauses, which describe how the contents of a PDF file are interpreted as page descriptions, 
interactive navigational aids, and application-level logical structure. 

PDF syntax is best understood by considering it as four parts, as shown in Figure 1: 

• Objects. A PDF document is a data structure composed from a small set of basic types of data objects. 
Sub-clause 7.2, "Lexical Conventions," describes the character set used to write objects and other 
syntactic elements. Sub-clause 7.3, "Objects," describes the syntax and essential properties of the objects. 
Sub-clause 7.3.8, "Stream Objects," provides complete details of the most complex data type, the stream 
object. 

• File structure. The PDF file structure determines how objects are stored in a PDF file, how they are 
accessed, and how they are updated. This structure is independent of the semantics of the objects. Sub-
clause 7.5, "File Structure," describes the file structure. Sub-clause 7.6, "Encryption," describes a file-level 
mechanism for protecting a document’s contents from unauthorized access. 

• Document structure. The PDF document structure specifies how the basic object types are used to 
represent components of a PDF document: pages, fonts, annotations, and so forth. Sub-clause 7.7, 
"Document Structure," describes the overall document structure; later clauses address the detailed 
semantics of the components. 

• Content streams. A PDF content stream contains a sequence of instructions describing the appearance of 
a page or other graphical entity. These instructions, while also represented as objects, are conceptually 
distinct from the objects that represent the document structure and are described separately. Sub-clause 
7.8, "Content Streams and Resources," discusses PDF content streams and their associated resources. 

Figure 1 –  PDF Components

In addition, this clause describes some data structures, built from basic objects, that are so widely used that 
they can almost be considered basic object types in their own right. These objects are covered in: 7.9, 
"Common Data Structures"; 7.10, "Functions"; and 7.11, "File Specifications."

NOTE Variants of PDF’s object and file syntax are also used as the basis for other file formats. These include the 
Forms Data Format (FDF), described in 12.7.7, "Forms Data Format", and the Portable Job Ticket Format 
(PJTF), described in Adobe Technical Note #5620, Portable Job Ticket Format. 

7.2 Lexical Conventions

7.2.1 General

At the most fundamental level, a PDF file is a sequence of bytes. These bytes can be grouped into tokens
according to the syntax rules described in this sub-clause. One or more tokens are assembled to form higher-

Objects

File
structure

Document
structure

Content
stream
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7構文

7.1一般

この句は、オブジェクト、ファイルのPDFの構文、およびドキュメントレベルについてのすべてをカバーしています。これは、PDFファイルの内容がページ記述、インタラクティブナビゲーションエイズ、およびアプリケーションレベル論理構造として解釈される方法を説明し、後続の節のための段階を設定します。

図1に示すように、PDFの構文は最高の、四つの部分としてそれを考慮することによって容易に理解されています。

•オブジェクト。 PDFドキュメントには、データ・オブジェクトの基本的なタイプの小さなセットから構成されたデータ構造です。サブ句7.2、「字句規則は、」ライト・オブジェクトと他の構文要素に使用する文字セットを示します。サブ句7.3には、「オブジェクトは、」構文およびオブジェクトの本質的な特性を示します。サブ節7.3.8、「ストリームオブジェクトは、」最も複雑なデータ型、ストリームオブジェクトの完全な詳細を提供します。

•ファイル構造。 PDFファイルの構造は、オブジェクトは、それらがどのようにアクセスされるか、PDFファイルに格納され、それらがどのように更新されている方法を決定します。この構造は、オブジェクトのセマンティクスとは無関係です。サブ句7.5には、「ファイルの構造は、」ファイル構造を説明しています。サブ句7.6は、「暗号化は、」不正アクセスからの文書の内容を保護するために、ファイルレベルのメカニズムを説明しています。

•ドキュメントの構造。等々ページ、フォント、注釈、および：PDF文書の構造は、基本的なオブジェクトタイプは、PDFドキュメントのコンポーネントを表すために使用されている方法を指定します。サブ句7.7、「文書構造は、」全体的な文書構造を記述する。以降の節は、コンポーネントの詳細なセマンティクスを扱います。

•コンテンツのストリーム。 PDFコンテンツストリームは、ページまたは他のグラフィックエンティティの外観を記述する一連の命令が含まれています。これらの命令は、また、オブジェクトとして表現しつつ、文書構造を表し、別々に記載されているオブジェクトから概念的に区別されます。サブ句7.8、「コンテンツのストリームやリソース、」PDFコンテンツストリーム説明し、それに関連するリソース。

図1  -  PDFコンポーネント

また、この句は、彼らはほとんど自分の右に、基本的なオブジェクトタイプを考慮することができるように広く使用されている基本的なオブジェクトから構築されたいくつかのデータ構造を、説明しています。 「共通データ構造」、7.9;：これらのオブジェクトはで覆われています7.10、「機能」。および7.11、「ファイル仕様。」

PDFのオブジェクトやファイルの構文の注意変異体はまた、他のファイル形式のための基礎として使用されています。これらは、12.7.7で説明したフォームデータ形式（FDF）、「フォームデータ形式」、およびポータブルジョブチケットフォーマット（PJTF）、アドビシステムズ社のテクニカルノート＃5620で説明した、ポータブルジョブチケットフォーマットが含まれます。

7.2字句規則

7.2.1一般的な

最も基本的なレベルでは、PDFファイルには、一連のバイトです。これらのバイトは、この副節で説明した構文規則にtokensaccordingに分類することができます。一つ以上のトークンがhigher-形成するように組み立てられ

オブジェクト

Filestructure

Documentstructure

Contentstream
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level syntactic entities, principally objects, which are the basic data values from which a PDF document is 
constructed. 

A non-encrypted PDF can be entirely represented using byte values corresponding to the visible printable 
subset of the character set defined in ANSI X3.4-1986, plus white space characters. However, a PDF file is not 
restricted to the ASCII character set; it may contain arbitrary bytes, subject to the following considerations: 

• The tokens that delimit objects and that describe the structure of a PDF file shall use the ASCII character 
set. In addition all the reserved words and the names used as keys in PDF standard dictionaries and 
certain types of arrays shall be defined using the ASCII character set.

• The data values of strings and streams objects may be written either entirely using the ASCII character set 
or entirely in binary data. In actual practice, data that is naturally binary, such as sampled images, is 
usually represented in binary for compactness and efficiency.

• A PDF file containing binary data shall be transported as a binary file rather than as a text file to insure that 
all bytes of the file are faithfully preserved. 

NOTE 1 A binary file is not portable to environments that impose reserved character codes, maximum line lengths, end-
of-line conventions, or other restrictions

NOTE 2 In this clause, the usage of the term character is entirely independent of any logical meaning that the value 
may have when it is treated as data in specific contexts, such as representing human-readable text or 
selecting a glyph from a font. 

7.2.2 Character Set

The PDF character set is divided into three classes, called regular, delimiter, and white-space characters. This 
classification determines the grouping of characters into tokens. The rules defined in this sub-clause apply to 
all characters in the file except within strings, streams, and comments. 

The White-space characters shown in Table 1 separate syntactic constructs such as names and numbers from 
each other. All white-space characters are equivalent, except in comments, strings, and streams. In all other 
contexts, PDF treats any sequence of consecutive white-space characters as one character.

The CARRIAGE RETURN (0Dh) and LINE FEED (0Ah) characters, also called newline characters, shall be 
treated as end-of-line (EOL) markers. The combination of a CARRIAGE RETURN followed immediately by a 
LINE FEED shall be treated as one EOL marker. EOL markers may be treated the same as any other white-
space characters. However, sometimes an EOL marker is required or recommended—that is, preceding a 
token that must appear at the beginning of a line. 

NOTE The examples in this standard use a convention that arranges tokens into lines. However, the examples’ use of 
white space for indentation is purely for clarity of exposition and need not be included in practical use. 

Table 1 –  White-space characters  

Decimal Hexadecimal  Octal Name

0 00 000 Null (NUL)

9 09 011 HORIZONTAL TAB (HT)

10 0A 012 LINE FEED (LF)

12 0C 014 FORM FEED (FF)

13 0D 015 CARRIAGE RETURN (CR)

32 20 040 SPACE (SP)
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レベルの構文要素は、主にPDF文書が構築される基本的なデータ値である、オブジェクト。

非暗号化されたPDFは完全にANSI X3.4-1986で定義された文字セットの可視印刷可能なサブセットに対応するバイト値、プラスの空白文字を使って表現することができます。ただし、PDFファイルは、ASCII文字セットに限定されるものではありません。それは、次の考慮事項の対象を任意のバイトが含まれる場合があります。

•その範囲を定めるオブジェクトをトークンとASCII文字セットを使用しなければならないPDFファイルの構造を記述しています。また、すべての予約語とPDF標準辞書や配列の特定の種類のキーとして使用される名前は、ASCII文字セットを使用して定義されなければなりません。

•データ列の値とストリームオブジェクトは、どちらか完全にバイナリデータでASCII文字セットまたは完全にを使用して書き込むことができます。実際に、そのようなサンプリングされた画像のような自然にバイナリデータは、通常、小型化と効率のためにバイナリ形式で表現されます。

注1 Aバイナリファイルが予約文字コード、最大線長、行末規則、又は他の制限を課す環境に移植可能ではありません

注この句2インチ、用語の文字の使用は、それが、このような人間が読めるテキストを表すか、フォントからグリフを選択するなど、特定のコンテキスト内のデータとして扱われたときに値が有していてもよい任意の論理的な意味の完全に独立しています。

7.2.2文字セット

PDFの文字セットは、通常、区切り文字、および空白文字と呼ばれる3つのクラスに分けています。この分類には、トークンに文字のグループ化を決定します。このサブ句で定義されたルールは、文字列、ストリーム、およびコメント内を除いて、ファイル内のすべての文字に適用されます。

空白文字の表に、このような互いから名前と番号として1別個の構文構造を示します。すべての空白文字は、コメント、文字列、およびストリームを除いて、同じです。他のすべてのコンテキストでは、PDFは、1つの文字として連続した空白文字の任意のシーケンスを扱います。

また、改行文字と呼ばれるキャリッジリターン（0DH）とラインフィード（0AH）文字は、エンドオブライン（EOL）マーカーとして扱われなければなりません。キャリッジリターンの組み合わせ改行一個のEOLマーカーとして扱われなければならない直後。 EOLマーカーは、他の空白文字と同様に処理することができます。しかし、時々EOLマーカーが必要とされるまたは推奨 - その行の先頭に指定する必要がありますトークンの前に、あります。

並べは、行にトークンことに注意してください、この標準的な使用の例では大会。しかし、インデントのための空白の例使用がexpositionを明確にするための純粋で、実用化に含める必要はありません。

10進数16進数オクタル・名前

0 00 000ヌル（NUL）

9 09 011水平タブ（HT）

10 0A 012ラインフィード（LF）

12 0C 014 FORMフィード（FF）

13 0D 015キャリッジリターン（CR）

32 20 040 SPACE（SP）
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The delimiter characters (, ), <, >, [, ], {, }, /, and % are special (LEFT PARENTHESIS (28h), RIGHT 
PARENTHESIS (29h), LESS-THAN SIGN (3Ch), GREATER-THAN SIGN (3Eh), LEFT SQUARE BRACKET 
(5Bh), RIGHT SQUARE BRACKET (5Dh), LEFT CURLY BRACE (7Bh), RIGHT CURLY BRACE (07Dh), 
SOLIDUS (2Fh) and PERCENT SIGN (25h), respectively). They delimit syntactic entities such as arrays, 
names, and comments. Any of these characters terminates the entity preceding it and is not included in the 
entity. Delimiter characters are allowed within the scope of a string when following the rules for composing 
strings; see 7.3.4.2, “Literal Strings”. The leading ( of a string does delimit a preceding entity and the closing ) of 
a string delimits the string’s end.

All characters except the white-space characters and delimiters are referred to as regular characters. These 
characters include bytes that are outside the ASCII character set. A sequence of consecutive regular 
characters comprises a single token. PDF is case-sensitive; corresponding uppercase and lowercase letters 
shall be considered distinct. 

7.2.3 Comments

Any occurrence of the PERCENT SIGN (25h) outside a string or stream introduces a comment. The comment 
consists of all characters after the PERCENT SIGN and up to but not including the end of the line, including 
regular, delimiter, SPACE (20h), and HORZONTAL TAB characters (09h). A conforming reader shall ignore 
comments, and treat them as single white-space characters. That is, a comment separates the token preceding 
it from the one following it. 

EXAMPLE The PDF fragment in this example is syntactically equivalent to just the tokens abc and 123. 
 
abc% comment ( /% ) blah blah blah 
123

Comments (other than the %PDF–n.m and %%EOF comments described in 7.5, "File Structure") have no 
semantics. They are not necessarily preserved by applications that edit PDF files. 

7.3 Objects

7.3.1 General

PDF includes eight basic types of objects: Boolean values, Integer and Real numbers, Strings, Names, Arrays, 
Dictionaries, Streams, and the null object.

Table 2 –  Delimiter characters

Glyph Decimal Hexadecimal  Octal Name

( 40 28 50 LEFT PARENTHESIS

) 41 29 51 RIGHT PARENTHESIS

< 60 3C 60 LESS-THAN SIGN

> 62 3E 62 GREATER-THAN SIGN

[ 91 5B 133 LEFT SQUARE BRACKET

] 93 5D 135 RIGHT SQUARE BRACKET

{ 123 7B 173 LEFT CURLY BRACKET

} 125 7D 175 RIGHT CURLY BRACKET

/ 47 2F 57 SOLIDUS

% 37 25 45 PERCENT SIGN
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区切り文字（、）、<、>、[、]、{、}、/、及び％は、（特別な左括弧（28H）であり、右括弧（29H）、小なり記号（3CH）、大なり記号（3EH）、左角括弧（5BH）、右角カッコ（5DH）は、左波括弧（7BH）、RIGHT中括弧（07Dh）、SOLIDUS（2Fhを）およびパーセントSIGN（25H）、それぞれ）。彼らはそのようなアレイ、名前、コメントなどの構文要素を区切ります。これらの文字は、それに先行するエンティティを終了し、エンティティに含まれていません。区切り文字は、文字列を構成するための規則次の文字列の範囲内で許可されています。 7.3.4.2、「リテラル文字列」を参照してください。先頭の文字列（文字列では、先行するエンティティと終了を区切るない）文字列の終わりを区切ります。

7.2.3コメント

文字列またはストリーム外側パーセント記号（25H）のいずれかの発生は、コメントを導入します。コメントは、パーセント記号の後にすべての文字で構成され、最大でなく、定期的に、区切り文字、SPACE（20H）を含む行の最後に、含めない、とHORZONTAL TAB文字（09H）。準拠した読者は、コメントを無視して、単一の空白文字として扱うものとします。これは、コメントがそれを以下のいずれかから、それを前のトークンを分離、です。

例この例でPDF断片だけトークンABCと123 ABC％コメント（/％）何とか何とか何とか123に構文的に等価です

（％のPDF-n.m以外と%% EOFのコメントは、「ファイル構造」、7.5で説明）コメントには意味を持ちません。これらは必ずしも編集PDFファイルをそのアプリケーションによって保持されません。

7.3オブジェクト

7.3.1一般的な

ブール値、整数や実数、文字列、名前、配列、辞書、ストリーム、およびヌルオブジェクト：PDFは、オブジェクトの8つの基本タイプが含まれています。

表2  - 区切り文字

グリフ10進数16進数オクタル・名前

（40 28 50左括弧

）41 29 51右括弧

<60 3C 60 LESS THAN-のSIGN

> 62 3E 62より大のSIGN

[91 5B 133左角括弧

] 93 5D 135右角カッコ

{123 7B 173 LEFT中かっこ

} 125 7D 175 RIGHT中かっこ

/ 47 2F 57 SOLIDUS

％37 25 45パーセント記号
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Objects may be labelled so that they can be referred to by other objects. A labelled object is called an indirect 
object (see 7.3.10, "Indirect Objects"). 

Each object type, their method of creation and their proper referencing as indirect objects is described in 7.3.2, 
"Boolean Objects" through 7.3.10, "Indirect Objects." 

7.3.2 Boolean Objects

Boolean objects represent the logical values of true and false. They appear in PDF files using the keywords 
true and false. 

7.3.3 Numeric Objects

PDF provides two types of numeric objects: integer and real. Integer objects represent mathematical integers. 
Real objects represent mathematical real numbers. The range and precision of numbers may be limited by the 
internal representations used in the computer on which the conforming reader is running; Annex C gives these 
limits for typical implementations. 

An integer shall be written as one or more decimal digits optionally preceded by a sign. The value shall be 
interpreted as a signed decimal integer and shall be converted to an integer object.

EXAMPLE 1 Integer objects 
 
123  43445  +17  -98  0

A real value shall be written as one or more decimal digits with an optional sign and a leading, trailing, or 
embedded PERIOD (2Eh) (decimal point). The value shall be interpreted as a real number and shall be 
converted to a real object. 

EXAMPLE 2 Real objects 
 
34.5  -3.62  +123.6  4.  -.002  0.0

NOTE 1 A conforming writer shall not use the PostScript syntax for numbers with non-decimal radices (such as 
16#FFFE) or in exponential format (such as 6.02E23).

NOTE 2 Throughout this standard, the term number refers to an object whose type may be either integer or real. 
Wherever a real number is expected, an integer may be used instead. For example, it is not necessary to write 
the number 1.0 in real format; the integer 1 is sufficient. 

7.3.4 String Objects

7.3.4.1 General

A string object shall consist of a series of zero or more bytes. String objects are not integer objects, but are 
stored in a more compact format. The length of a string may be subject to implementation limits; see Annex C. 

String objects shall be written in one of the following two ways: 

• As a sequence of literal characters enclosed in parentheses ( ) (using LEFT PARENTHESIS (28h) and 
RIGHT PARENThESIS (29h)); see 7.3.4.2, "Literal Strings."

• As hexadecimal data enclosed in angle brackets < > (using LESS-THAN SIGN (3Ch) and GREATER-
THAN SIGN (3Eh)); see 7.3.4.3, "Hexadecimal Strings."

NOTE In many contexts, conventions exist for the interpretation of the contents of a string value. This sub-clause 
defines only the basic syntax for writing a string as a sequence of bytes; conventions or rules governing the 
contents of strings in particular contexts are described with the definition of those particular contexts.
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14©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

彼らは他のオブジェクトによって参照できるように、オブジェクトは、標識することができます。ラベルされたオブジェクトは、間接的なオブジェクト（7.3.10を参照してください、「間接オブジェクト」）と呼ばれています。

各オブジェクトタイプ、作成の彼らの方法と間接オブジェクトとしての適切な参照は、7.3.2で説明され、7.3.10から「ブーリアンオブジェクト」、「間接オブジェクト。」

7.3.2ブールオブジェクト

7.3.3数値オブジェクト

整数は、必要に応じて符号が先行する一つまたはそれ以上の桁のように記述されなければなりません。値は、符号付き10進整数として解釈されるものと整数オブジェクトに変換しなければなりません。

実施例1整数123 43445 +17 -98 0オブジェクト

実際の値は、オプションの符号と先頭、末尾、または埋め込み期間（2EH）（小数点）を有する1つ以上の桁のように記述されなければなりません。値は実数として解釈されるものとし、実際のオブジェクトに変換されなければなりません。

【実施例2つの】実オブジェクト34.5 -3.62 123.6 4. -.002 0.0

注1A準拠したライターは、（6.02E23など）のPostScript非進基数と数値の構文（例えば16＃のFFFE）または指数形式でを使用してはなりません。

この標準を通して注2、用語の数は、そのタイプのいずれかの整数または実数であり得る物体を指します。実数が期待されている限り、整数を用いてもよいです。例えば、本当の形式で数1.0を書き込む必要はありません。整数1で十分です。

7.3.4文字列オブジェクト

7.3.4.1一般的な

文字列オブジェクトは、ゼロ以上のバイトの一連の構成されなければなりません。文字列オブジェクトは、オブジェクトの整数ではなく、よりコンパクトな形式で格納されています。文字列の長さは、実装の制限を受けることができます。附属書Cを参照してください。

•（左括弧（28H）と右括弧（29H）を使用して）（括弧で囲まれたリテラル文字）のシーケンスとして。 7.3.4.2は、「リテラル文字列を。」

•16進データは、角括弧で囲まれたように、<>（SIGN未満-（3CH）と大なり記号（3EH）を使用して）。 7.3.4.3は、「進文字列を。」

多くの状況でNOTE、規則は、文字列値の内容の解釈のために存在します。このサブ句は、バイトの配列として文字列を書き込むための基本的な構文を定義します。規則または特定のコンテキスト内の文字列の内容を管理する規則は、それらの特定のコンテキストの定義と説明されています。
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7.9.2, "String Object Types," describes the encoding schemes used for the contents of string objects.

7.3.4.2 Literal Strings

A literal string shall be written as an arbitrary number of characters enclosed in parentheses. Any characters 
may appear in a string except unbalanced parentheses (LEFT PARENHESIS (28h) and RIGHT 
PARENTHESIS (29h)) and the backslash (REVERSE SOLIDUS (5Ch)), which shall be treated specially as 
described in this sub-clause. Balanced pairs of parentheses within a string require no special treatment. 

EXAMPLE 1 The following are valid literal strings: 
( This is a string ) 
( Strings may contain newlines 
and such . ) 
( Strings may contain balanced parentheses ( ) and 
special characters ( * ! & } ̂  % and so on ) . ) 
( The following is an empty string . ) 
( ) 
( It has zero ( 0 ) length . )

Within a literal string, the REVERSE SOLIDUS is used as an escape character. The character immediately 
following the REVERSE SOLIDUS determines its precise interpretation as shown in Table 3. If the character 
following the REVERSE SOLIDUS is not one of those shown in Table 3, the REVERSE SOLIDUS shall be 
ignored. 

A conforming writer may split a literal string across multiple lines. The REVERSE SOLIDUS (5Ch) (backslash 
character) at the end of a line shall be used to indicate that the string continues on the following line. A 
conforming reader shall disregard the REVERSE SOLIDUS and the end-of-line marker following it when 
reading the string; the resulting string value shall be identical to that which would be read if the string were not 
split. 

EXAMPLE 2 ( These \ 
two strings \ 
are the same . ) 
( These two strings are the same . )

An end-of-line marker appearing within a literal string without a preceding REVERSE SOLIDUS shall be treated 
as a byte value of (0Ah), irrespective of whether the end-of-line marker was a CARRIAGE RETURN (0Dh), a 
LINE FEED (0Ah), or both. 

Table 3 –  Escape sequences in literal strings  

Sequence Meaning

\n LINE FEED (0Ah)  (LF)

\r CARRIAGE RETURN (0Dh)  (CR)

\t HORIZONTAL TAB (09h) (HT)

\b BACKSPACE (08h) (BS)

\f FORM FEED (FF)

\( LEFT PARENTHESIS (28h) 

\) RIGHT PARENTHESIS (29h) 

\\ REVERSE SOLIDUS (5Ch) (Backslash)

\ddd Character code ddd (octal)
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7.9.2、「文字列オブジェクトの種類は、」文字列オブジェクトの内容のために用いられる符号化スキームを説明します。

7.3.4.2リテラル文字列

文字列リテラルは括弧で囲まれた文字の任意の数のように記述されなければなりません。任意の文字は、この副節で説明したように特別に処理されなければならない不平衡括弧（LEFT PARENHESIS（28H）と右括弧（29H））とバックスラッシュ（REVERSE SOLIDUS（5CH））以外の文字列で表示されてもよいです。文字列内の括弧のバランスのとれたペアは、特別な治療を必要としません。

例1次の有効なリテラル文字列である：（！。（*文字列は（バランス括弧を含んでいてもよい）と特殊文字＆} ^％など））（これは文字列です）（。文字列は改行が含まれており、このような場合があります）（次の空の文字列である。）の長さ（）（これはゼロ（0を有します））。

文字列リテラル内では、REVERSE SOLIDUSはエスケープ文字として使用されています。 REVERSE SOLIDUS次の文字が表3に示されているものの一つでない場合は、表3に示すように、すぐにREVERSE SOLIDUSを次の文字が、その正確な解釈を決定し、REVERSE SOLIDUSは無視されなければなりません。

実施例2（これらの\ 2つの文字列が\同じです。）（これらの2つの文字列が同じです。）

先行REVERSE SOLIDUSことなくリテラル文字列内に現れるエンドオブラインマーカー（0AH）のバイト値として扱われなければならない、行末マーカーはキャリッジリターン（0DH）、改行されたかどうかに関わらず（0AH）、またはその両方。

シーケンス意味

\ nラインフィード（0AH）（LF）

\ Rキャリッジリターン（0DH）（CR）

\トン水平タブ（09H）（HT）

\ BACKSPACE（08H）（BS）B

\ F FORMのFEED（FF）

\\ REVERSE SOLIDUS（5CH）（バックスラッシュ）

\ DDD文字コードDDD（8進数）
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EXAMPLE 3 ( This string has an end-of-line at the end of it . 
) 
( So does this one .\n )

The \ddd escape sequence provides a way to represent characters outside the printable ASCII character set. 

EXAMPLE 4 ( This string contains \245two octal characters\307 . )

The number ddd may consist of one, two, or three octal digits; high-order overflow shall be ignored. Three octal 
digits shall be used, with leading zeros as needed, if the next character of the string is also a digit. 

EXAMPLE 5 the literal 
( \0053 ) 

denotes a string containing two characters, \005 (Control-E) followed by the digit 3, whereas both  
( \053 ) 

and  
( \53 ) 

denote strings containing the single character \053, a plus sign (+). 

Since any 8-bit value may appear in a string (with proper escaping for REVERSE SOLIDUS (backslash) and 
unbalanced PARENTHESES) this \ddd notation provides a way to specify characters outside the ASCII 
character set by using ASCII characters only. However, any 8-bit value may appear in a string, represented 
either as itself or with the \ddd notation described.

When a document is encrypted (see 7.6, “Encryption”), all of its strings are encrypted; the encrypted string 
values contain arbitrary 8-bit values. When writing encrypted strings using the literal string form, the conforming 
writer shall follow the rules described. That is, the REVERSE SOLIDUS character shall be used as an escape 
to specify unbalanced PARENTHESES or the REVERSE SOLIDUS character itself. The REVERSE SOLIDUS 
may, but is not required, to be used to specify other, arbitrary 8-bit values.

7.3.4.3 Hexadecimal Strings

Strings may also be written in hexadecimal form, which is useful for including arbitrary binary data in a PDF file. 
A hexadecimal string shall be written as a sequence of hexadecimal digits (0–9 and either A–F or a–f) encoded 
as ASCII characters and enclosed within angle brackets (using LESS-THAN SIGN (3Ch) and GREATER-
THAN SIGN (3Eh)).

EXAMPLE 1 < 4E6F762073686D6F7A206B6120706F702E >

Each pair of hexadecimal digits defines one byte of the string. White-space characters (such as SPACE (20h), 
HORIZONTAL TAB (09h), CARRIAGE RETURN (0Dh), LINE FEED (0Ah), and FORM FEED (0Ch)) shall be 
ignored. 

If the final digit of a hexadecimal string is missing—that is, if there is an odd number of digits—the final digit 
shall be assumed to be 0. 

EXAMPLE 2 < 901FA3 > 
is a 3-byte string consisting of the characters whose hexadecimal codes are 90, 1F, and A3, but  
< 901FA > 
is a 3-byte string containing the characters whose hexadecimal codes are 90, 1F, and A0. 

7.3.5 Name Objects

Beginning with PDF 1.2 a name object is an atomic symbol uniquely defined by a sequence of any characters 
(8-bit values) except null (character code 0). Uniquely defined means that any two name objects made up of 
the same sequence of characters denote the same object. Atomic means that a name has no internal structure; 
although it is defined by a sequence of characters, those characters are not considered elements of the name. 
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【実施例3は、（この文字列は、行末それの終わりを持っている。）（だから、このいずれかを行います。\ n）を

【実施例4（この文字列は\ 245two進文字が含まれて\ 307。）

番号DDDは、1つ、2つまたは3進数字からなることができます。上位オーバーフローは無視されなければなりません。三進数字は、文字列の次の文字も数字であれば、必要に応じて先行ゼロで、使用しなければなりません。

実施例5（\ 0053）リテラルは2つの文字を含む文字列、\ 005（制御-E）は、両方の（\ 053）と単一の文字\ 053、プラスを含む（\ 53）を示す文字列に対し、数字3に続く意味記号（+）。

任意の8ビット値（REVERSE SOLIDUS（バックスラッシュ）とアンバランスPARENTHESESための適切なエスケープを有する）文字列で表示されてもよいので、この\ DDD表記はASCII文字のみを使用して、ASCII文字セット以外の文字を指定する方法を提供します。しかし、任意の8ビット値は、文字列に表示されることがあり、それ自体として、または説明\ DDD表記のいずれかで表されます。

文書は（7.6、「暗号化」を参照してください）暗号化されている場合は、その文字列のすべてが暗号化されています。暗号化された文字列の値は、任意の8ビット値を含んでいます。リテラル文字列形式を使用して暗号化された文字列を書くとき、適合するライターは説明のルールに従わなければなりません。つまり、REVERSE SOLIDUS文字がアンバランスなカッコ、REVERSE SOLIDUS文字自体を指定するためのエスケープとして使用されなければなりません。 REVERSE SOLIDUSできるが、他の、任意の8ビット値を指定するために使用することが、必要とされません。

7.3.4.3進数文字列

ストリングはまた、PDFファイル内の任意のバイナリデータを含むために有用である16進形式で書かれてもよいです。進文字列（0-9およびA-FまたはA-Fのいずれか）の16進数字の列として書かれたASCII文字として符号化さSIGN未満-（3CH）と大なり記号（使用（角括弧で囲まれなければなりません3EH））。

実施例1 <4E6F762073686D6F7A206B6120706F702E>

16進数の各ペアはストリングの1つのバイトを定義します。 （例えばSPACE（20H）、水平タブ（09H）、キャリッジリターン（0DH）、ラインフィード（0AH）、およびFORMのFEED（0CH）など）空白文字は無視されなければなりません。

進文字列の最後の桁が欠落することである場合の奇数がある場合であり、数字は、最終桁が0であると仮定しなければなりません。

実施例2 <901FA3>は、その進コード90であり、1F、及びA3文字からなる3バイトの文字列であるが、<901FAは>進コード90、1F、及びA0である文字を含む3バイト文字列です。

7.3.5名前のオブジェクト

PDF 1.2で始まる名前のオブジェクトは、一意のヌル（文字コード0）を除く任意の文字（8ビット値）の配列により定義される元素記号です。同じ文字シーケンスで構成された任意の2つの名前のオブジェクトが同じオブジェクトを表すことを一意に定義された意味。名前が無い内部構造を持っていることをアトミック手段と、それは、文字のシーケンスによって定義されているが、これらの文字は、名前の要素を考慮されていません。
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When writing a name in a PDF file, a SOLIDUS (2Fh) (/) shall be used to introduce a name. The SOLIDUS is 
not part of the name but is a prefix indicating that what follows is a sequence of characters representing the 
name in the PDF file and shall follow these rules: 

a) A NUMBER SIGN (23h) (#) in a name shall be written by using its 2-digit hexadecimal code (23), preceded 
by the NUMBER SIGN. 

b) Any character in a name that is a regular character (other than NUMBER SIGN) shall be written as itself or 
by using its 2-digit hexadecimal code, preceded by the NUMBER SIGN.

c) Any character that is not a regular character shall be written using its 2-digit hexadecimal code, preceded 
by the NUMBER SIGN only.

NOTE 1 There is not a unique encoding of names into the PDF file because regular characters may be 
coded in either of two ways.

White space used as part of a name shall always be coded using the 2-digit hexadecimal notation and no white 
space may intervene between the SOLIDUS and the encoded name.

Regular characters that are outside the range EXCLAMATION MARK(21h) (!) to TILDE (7Eh) (~) should be 
written using the hexadecimal notation. 

The token SOLIDUS (a slash followed by no regular characters) introduces a unique valid name defined by the 
empty sequence of characters.

NOTE 2 The examples shown in Table 4 and containing # are not valid literal names in PDF 1.0 or 1.1.

In PDF, literal names shall always be introduced by the SOLIDUS character (/), unlike keywords such as true, 
false, and obj. 

NOTE 3 This standard follows a typographic convention of writing names without the leading SOLIDUS when they 
appear in running text and tables. For example, Type and FullScreen denote names that would actually be 
written in a PDF file (and in code examples in this standard) as /Type and /FullScreen. 

The length of a name shall be subject to an implementation limit; see Annex C. The limit applies to the number 
of characters in the name’s internal representation. For example, the name /A#20B has three characters (A, 
SPACE, B), not six. 

Table 4 –  Examples of literal names

Syntax for Literal name Resulting Name

/Name1 Name1

/ASomewhatLongerName ASomewhatLongerName

/A;Name_With-Various***Characters? A;Name_With-Various***Characters?

/1 . 2 1 . 2

/$$ $$

/@pattern @pattern

/. notdef . notdef

/lime#20Green Lime Green

/paired#28#29parentheses paired( )parentheses

/The_Key_of_F#23_Minor The_Key_of_F#_Minor

/A#42 AB
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PDFファイルに名前を書くとき、SOLIDUS（2Fhを）は（/）の名前を導入するために使用されなければなりません。 SOLIDUSは、名前の一部ではありませんが、次にくるものがPDFファイルに名前を表す文字列であり、これらのルールに従うものとしていることを示す接頭辞です。

A）名前にA番号記号（23H）（＃）は、番号記号が先行の2桁の16進コード（23）を使用して書かなければなりません。

b）は、番号記号以外（他の通常の文字である名前の任意の文字）は、それ自体として、またはナンバー記号が先行の2桁の16進コードを使用して書かなければなりません。

C）通常の文字ではない任意の文字のみ番号記号が先行の2桁の16進コードを使用して書かなければなりません。

注1通常の文字は、次の2つの方法のいずれかで符号化することができるので、名前のユニークなエンコーディングは、PDFファイルにありません。

名前の一部として使用される空白は常にSOLIDUSとエンコードされた名前との間に介在していてもよい2桁の16進表記なしホワイトスペースを使用して符号化されなければなりません。

トークンSOLIDUS（なし、通常の文字に続くスラッシュ）は、文字の空のシーケンスで定義された独自の有効な名前を紹介します。

注2、表4に示した例と＃を含むが、PDF 1.0または1.1で有効なリテラル名ではありません。

PDFでは、リテラル名は、常に、このような真、偽、およびOBJなどのキーワードとは異なり、固相線文字（/）によって導入されなければなりません。

注3この規格では、彼らは、テキストや表を実行するには表示されたときにリードSOLIDUSせずに名前を書くのタイポグラフィの慣習に従っています。例えば、タイプ及びフルスクリーンは、実際にはPDFファイルに（この標準のコード例では）/タイプおよび/フルスクリーンのように記述される名前を示します。

名前の長さは、実装の制限に従うもの。制限は名前の内部表現の文字数に適用される附属書Cを参照してください。例えば、名前/ A＃20Bは、三の文字（A、SPACE、B）ではなく6を有しています。

表4  - リテラル名の例

名前を結果のリテラル名の構文

/名1名1

/ ASomewhatLongerName ASomewhatLongerName

/ A; ***文字Name_With、様々な？ ; ***文字Name_With、様々な？

/ 1。 2 1。 2

/ $$ $$

/ @パターン@pattern

/。 notdef。 notdef

/ライム＃20Greenライムグリーン

ペア/ペア＃28＃29parentheses（）括弧

/ The_Key_of_F＃23_Minor The_Key_of_F＃_minor

/＃42 AB
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As stated above, name objects shall be treated as atomic within a PDF file. Ordinarily, the bytes making up the 
name are never treated as text to be presented to a human user or to an application external to a conforming 
reader. However, occasionally the need arises to treat a name object as text, such as one that represents a font 
name (see the BaseFont entry in Table 111), a colorant name in a separation or DeviceN colour space, or a 
structure type (see 14.7.3, "Structure Types"). 

In such situations, the sequence of bytes (after expansion of NUMBER SIGN sequences, if any) should be 
interpreted according to UTF-8, a variable-length byte-encoded representation of Unicode in which the 
printable ASCII characters have the same representations as in ASCII. This enables a name object to 
represent text virtually in any natural language, subject to the implementation limit on the length of a name. 

NOTE 4 PDF does not prescribe what UTF-8 sequence to choose for representing any given piece of externally 
specified text as a name object. In some cases, multiple UTF-8 sequences may represent the same logical 
text. Name objects defined by different sequences of bytes constitute distinct name objects in PDF, even 
though the UTF-8 sequences may have identical external interpretations. 

7.3.6 Array Objects

An array object is a one-dimensional collection of objects arranged sequentially. Unlike arrays in many other 
computer languages, PDF arrays may be heterogeneous; that is, an array’s elements may be any combination 
of numbers, strings, dictionaries, or any other objects, including other arrays. An array may have zero 
elements.

An array shall be written as a sequence of objects enclosed in SQUARE BRACKETS (using LEFT SQUARE 
BRACKET (5Bh) and RIGHT SQUARE BRACKET (5Dh)).

EXAMPLE [ 549 3.14 false ( Ralph ) /SomeName ]

PDF directly supports only one-dimensional arrays. Arrays of higher dimension can be constructed by using 
arrays as elements of arrays, nested to any depth. 

7.3.7 Dictionary Objects

A dictionary object is an associative table containing pairs of objects, known as the dictionary’s entries. The first 
element of each entry is the key and the second element is the value. The key shall be a name (unlike 
dictionary keys in PostScript, which may be objects of any type). The value may be any kind of object, including 
another dictionary. A dictionary entry whose value is null (see 7.3.9, "Null Object") shall be treated the same as 
if the entry does not exist. (This differs from PostScript, where null behaves like any other object as the value 
of a dictionary entry.) The number of entries in a dictionary shall be subject to an implementation limit; see 
Annex C. A dictionary may have zero entries.

The entries in a dictionary represent an associative table and as such shall be unordered even though an 
arbitrary order may be imposed upon them when written in a file. That ordering shall be ignored.

Multiple entries in the same dictionary shall not have the same key.

A dictionary shall be written as a sequence of key-value pairs enclosed in double angle brackets (<< … >>) 
(using LESS-THAN SIGNs (3Ch) and GREATER-THAN SIGNs (3Eh)). 

EXAMPLE << /Type /Example 
 /Subtype /DictionaryExample 
 /Version 0 . 01 

/IntegerItem 12 
 /StringItem ( a string ) 
 /Subdictionary << /Item1 0 . 4 

 /Item2 true 
 /LastItem ( not ! ) 
 /VeryLastItem ( OK ) 

  >> 
>>
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上述のように、名前のオブジェクトは、PDFファイル内の原子として扱われなければなりません。テキストは人間のユーザまたは準拠した読者への外部アプリケーションに提示するよう通常、名前を構成するバイト扱われることはありません。しかし、時折必要はフォント名（テーブル111にBASEFONTエントリを参照）、分離またはDeviceNのカラースペース、または構造式中の着色剤の名前を表すものとして、テキストのような名前のオブジェクトを治療するために生じる（14.7を参照0.3、「構造タイプ」）。

そのような状況では、（もしあれば、番号記号配列の拡張後）バイトのシーケンスは、UTF-8に記載の印刷可能なASCII文字と同じ表現を持ったユニコードの可変長のバイト符号化された表現が解釈されるべきですASCII。これは、実質的に任意の自然言語で名前の長さに実装制限の対象テキストを表すために、名前のオブジェクトを可能にします。

注4 PDFは、UTF-8シーケンスが名前のオブジェクトとして外部から指定されたテキストの任意の部分を表現するために選択するかを規定していません。いくつかのケースでは、複数のUTF-8の配列は、同じ論理テキストを表すことができます。名前は、UTF-8配列が同一の外部の解釈を有することができるにもかかわらず、PDFに異なる名前オブジェクトを構成するバイトの異なる配列によって定義されるオブジェクト。

7.3.6 Arrayオブジェクト

配列オブジェクトが順次配置されるオブジェクトの一次元集合です。他の多くのコンピュータ言語の配列とは異なり、PDFアレイは、異種であってもよく、つまり、配列の要素は、他の配列を含む数値、文字列、辞書、または任意の他のオブジェクトの任意の組み合わせであってもよいです。アレイはゼロ要素を有していてもよいです。

アレイ（左括弧（5BH）と右括弧（5DH）を使用して）、角括弧で囲まれたオブジェクトの列として書かなければなりません。

【実施例】【549 3.14偽（ラルフ）/ somenameの]

PDFは直接のみ1次元配列をサポートしています。より高い次元の配列は、任意の深さまでネストされた配列の要素として、配列を用いて構築することができます。

7.3.7辞書オブジェクト

辞書オブジェクトは、辞書のエントリとして知られている、オブジェクトのペアを含む連想テーブルです。各エントリの最初の要素はキーであり、第二の要素の値です。キーは、（任意の型のオブジェクトでもポストスクリプトで辞書のキーとは異なります）の名前でなければなりません。値は、別の辞書を含むオブジェクトの任意の種類であってもよいです。その値（7.3.9、「ヌル・オブジェクト」を参照）ヌルであるエントリが存在しない場合と同じように扱われなければならない辞書エントリ。 （ポストスクリプトからこの異なり、辞書エントリの値などの任意の他のオブジェクトのようなヌル振る舞う。）辞書内のエントリの数は、実装限界に従うもの。附属書C. Aの辞書がゼロのエントリを有することができる参照してください。

辞書内のエントリは連想テーブルを表し、そのようなものとして、ファイルに書き込まれたときに任意の順序でそれらに課されていても順不同でなければなりません。その順序は無視されなければなりません。

同じ辞書内の複数のエントリが同じ鍵を持っていてはなりません。

例<< /タイプ/例/サブタイプ/ DictionaryExample /バージョン0。 01 / IntegerItem 12 / StringItemの（列）/副辞書<< /アイテム1 0。 4 /アイテム2真/ LastItem（ない！）/ VeryLastItem（OK）>>
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NOTE Do not confuse the double angle brackets with single angle brackets (< and >) (using LESS-THAN SIGN (3Ch) 
and GREATER-THAN SIGN (3Eh)), which delimit a hexadecimal string (see 7.3.4.3, "Hexadecimal Strings"). 

Dictionary objects are the main building blocks of a PDF document. They are commonly used to collect and tie 
together the attributes of a complex object, such as a font or a page of the document, with each entry in the 
dictionary specifying the name and value of an attribute. By convention, the Type entry of such a dictionary, if 
present, identifies the type of object the dictionary describes. In some cases, a Subtype entry (sometimes 
abbreviated S) may be used to further identify a specialized subcategory of the general type. The value of the 
Type or Subtype entry shall always be a name. For example, in a font dictionary, the value of the Type entry 
shall always be Font, whereas that of the Subtype entry may be Type1, TrueType, or one of several other 
values. 

The value of the Type entry can almost always be inferred from context. The value of an entry in a page's font 
resource dictionary, for example, shall be a font object; therefore, the Type entry in a font dictionary serves 
primarily as documentation and as information for error checking. The Type entry shall not be required unless 
so stated in its description; however, if the entry is present, it shall have the correct value. In addition, the value 
of the Type entry in any dictionary, even in private data, shall be either a name defined in this standard or a 
registered name; see Annex E for details. 

7.3.8 Stream Objects

7.3.8.1 General

A stream object, like a string object, is a sequence of bytes. Furthermore, a stream may be of unlimited length, 
whereas a string shall be subject to an implementation limit. For this reason, objects with potentially large 
amounts of data, such as images and page descriptions, shall be represented as streams. 

NOTE 1 This sub-clause describes only the syntax for writing a stream as a sequence of bytes. The context in which a 
stream is referenced determines what the sequence of bytes represent. 

A stream shall consist of a dictionary followed by zero or more bytes bracketed between the keywords stream 
(followed by newline) and endstream: 

EXAMPLE dictionary 
stream 
… Zero or more bytes … 
endstream

All streams shall be indirect objects (see 7.3.10, "Indirect Objects") and the stream dictionary shall be a direct 
object. The keyword stream that follows the stream dictionary shall be followed by an end-of-line marker 
consisting of either a CARRIAGE RETURN and a LINE FEED or just a LINE FEED, and not by a CARRIAGE 
RETURN alone. The sequence of bytes that make up a stream lie between the end-of-line marker following the 
stream keyword and the endstream keyword; the stream dictionary specifies the exact number of bytes. There 
should be an end-of-line marker after the data and before endstream; this marker shall not be included in the 
stream length. There shall not be any extra bytes, other than white space, between endstream and endobj.

Alternatively, beginning with PDF 1.2, the bytes may be contained in an external file, in which case the stream 
dictionary specifies the file, and any bytes between stream and endstream shall be ignored by a conforming 
reader.

NOTE 2 Without the restriction against following the keyword stream by a CARRIAGE RETURN alone, it would be 
impossible to differentiate a stream that uses CARRIAGE RETURN as its end-of-line marker and has a LINE 
FEED as its first byte of data from one that uses a CARRIAGE RETURN–LINE FEED sequence to denote end-
of-line. 

Table 5 lists the entries common to all stream dictionaries; certain types of streams may have additional 
dictionary entries, as indicated where those streams are described. The optional entries regarding filters for the 
stream indicate whether and how the data in the stream shall be transformed (decoded) before it is used. 
Filters are described further in 7.4, "Filters."
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NOTEドは16進数の文字列を区切る、（LESS-THANのSIGN（3CH）と大なり記号（3EH）を使用して）（<と>）、単一の角括弧と二重の角括弧を混同しない（7.3.4.3、「進文字列を参照してください「）。

辞書オブジェクトは、PDF文書の主なビルディングブロックです。それらは一般に、属性の名前と値を指定する辞書内の各エントリに、そのようなフォントまたは文書のページのような複雑なオブジェクトの属性を、収集し、一緒に結ぶために使用されます。慣例、辞書が記述するオブジェクトのような辞書は、存在する場合、識別タイプのタイプエントリによって。いくつかのケースでは、（時にはS略す）サブタイプのエントリは、さらに一般的なタイプの特殊なサブカテゴリを識別するために使用されてもよいです。タイプまたはサブタイプのエントリの値は常に名前でなければなりません。サブタイプのエントリのすなわちタイプ1、TrueTypeフォント、またはいくつかの他の値のいずれかとすることができるのに対し、例えば、フォント辞書に、タイプ項目の値は常に、フォントでなければなりません。

タイプエントリの値は、ほとんどの場合、文脈から推測することができます。ページのフォントリソースディクショナリのエントリの値は、例えば、フォントオブジェクトでなければなりません。従って、フォント辞書を入力項目は、主にドキュメントとして及びエラーチェックのための情報となります。ため、その説明に記載のない限りタイプのエントリが必要とされてはなりません。エントリが存在している場合しかし、それは正しい値を持たなければなりません。また、任意の辞書を入力項目の値が、でもプライベートデータに、この標準で定義された名前や登録名のいずれかでなければなりません。詳細については、附属書Eを参照してください。

7.3.8ストリームオブジェクト

7.3.8.1一般的な

ストリームオブジェクトは、文字列オブジェクトのように、バイトのシーケンスです。文字列が実装制限に従うものに対し、さらに、ストリームは、無制限の長さのものであってもよいです。このため、画像やページ記述などのデータの潜在的に大量のオブジェクトは、ストリームとして表現されなければなりません。

EXAMPLEdictionaryストリーム...ゼロバイト以上... endstream

すべてのストリームは、間接的なオブジェクトでなければならない（7.3.10、「間接オブジェクト」を参照してください）とストリーム辞書は直接目的でなければなりません。ストリーム辞書に続くキーワードストリームは、キャリッジリターンとラインフィードまたは単に改行のいずれかからなるエンドオブラインマーカーではなく単独でキャリッジリターンによって従わなければなりません。ストリームキーワードとendstreamキーワードの次の行末マーカー間のストリーム嘘を構成するバイトの配列;ストリーム辞書には、正確なバイト数を指定します。データの後とendstream前の行末マーカーがあるはずです。このマーカーは、ストリームの長さに含まれてはなりません。 endstreamとendobj間の空白以外の任意の余分なバイト、存在してはなりません。

あるいは、PDF 1.2で始まり、バイトストリーム辞書ファイルを指定する場合には、外部ファイルに含まれていてもよい、及びストリームとendstreamの間の任意のバイトが適合リーダによって無視されます。

注2単独のキャリッジリターンでキーワードストリームを以下に対する制約がなければ、その行末マーカーとしてキャリッジリターンを使用し、その1からのデータの最初のバイトとして改行を持つストリームを区別することは不可能であろう示し行末にキャリッジリターン、改行シーケンスを使用します。

表5に、すべてのストリーム辞書に共通のエントリ。これらのストリームが記載されている場合に示されるように、ストリームの特定のタイプは、追加の辞書エントリを有していてもよいです。ストリームのフィルターに関するオプションのエントリは、それが使用される前に、ストリーム内のデータを変換（デコード）されなければならないかどうか、およびその方法を示しています。フィルタは7.4でさらに説明されている「フィルタ。」
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7.3.8.2 Stream Extent

Every stream dictionary shall have a Length entry that indicates how many bytes of the PDF file are used for 
the stream’s data. (If the stream has a filter, Length shall be the number of bytes of encoded data.) In addition, 
most filters are defined so that the data shall be self-limiting; that is, they use an encoding scheme in which an 
explicit end-of-data (EOD) marker delimits the extent of the data. Finally, streams are used to represent many 
objects from whose attributes a length can be inferred. All of these constraints shall be consistent. 

EXAMPLE An image with 10 rows and 20 columns, using a single colour component and 8 bits per component, 
requires exactly 200 bytes of image data. If the stream uses a filter, there shall be enough bytes of 
encoded data in the PDF file to produce those 200 bytes. An error occurs if Length is too small, if an 
explicit EOD marker occurs too soon, or if the decoded data does not contain 200 bytes. 

It is also an error if the stream contains too much data, with the exception that there may be an extra end-of-line 
marker in the PDF file before the keyword endstream. 

Table 5 –  Entries common to all stream dictionaries 

Key Type Value

Length integer (Required) The number of bytes from the beginning of the line 
following the keyword stream to the last byte just before the 
keyword endstream. (There may be an additional EOL 
marker, preceding endstream, that is not included in the count 
and is not logically part of the stream data.) See 7.3.8.2, 
"Stream Extent", for further discussion. 

Filter name or array (Optional) The name of a filter that shall be applied in 
processing the stream data found between the keywords 
stream and endstream, or an array of zero, one or several 
names. Multiple filters shall be specified in the order in which 
they are to be applied. 

DecodeParms dictionary or array (Optional) A parameter dictionary or an array of such 
dictionaries, used by the filters specified by Filter. If there is 
only one filter and that filter has parameters, DecodeParms
shall be set to the filter’s parameter dictionary unless all the 
filter’s parameters have their default values, in which case the 
DecodeParms entry may be omitted. If there are multiple 
filters and any of the filters has parameters set to nondefault 
values, DecodeParms shall be an array with one entry for 
each filter: either the parameter dictionary for that filter, or the 
null object if that filter has no parameters (or if all of its 
parameters have their default values). If none of the filters 
have parameters, or if all their parameters have default values, 
the DecodeParms entry may be omitted. 

F file specification (Optional; PDF 1.2) The file containing the stream data. If this 
entry is present, the bytes between stream and endstream
shall be ignored. However, the Length entry should still specify 
the number of those bytes (usually, there are no bytes and 
Length is 0). The filters that are applied to the file data shall be 
specified by FFilter and the filter parameters shall be specified 
by FDecodeParms.

FFilter name or array (Optional; PDF 1.2) The name of a filter to be applied in 
processing the data found in the stream’s external file, or an 
array of zero, one or several such names. The same rules 
apply as for Filter. 

FDecodeParms dictionary or array (Optional; PDF 1.2) A parameter dictionary, or an array of such 
dictionaries, used by the filters specified by FFilter. The same 
rules apply as for DecodeParms. 
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7.3.8.2ストリームのエクステント

すべてのストリーム辞書には、ストリームのデータに使用されているどのように多くのPDFファイルのバイト数を示す長さエントリを持たなければなりません。 （ストリームフィルタを持っている場合、長さは、符号化データのバイト数でなければならない。）また、ほとんどのフィルタは、データが自己制限的でなければならないように定義されています。すなわち、それらは、明示的なデータ終了（EOD）マーカーは、データの範囲を画定する符号化方式を使用します。最後に、ストリームは、属性の長さを推定することができるから多くのオブジェクトを表すために使用されます。これらの制約のすべてが一貫していなければなりません。

10行と20列、単一の色成分を使用し、成分あたり8ビットの例アン画像は、画像データを正確に200バイトを必要とします。ストリームは、フィルタを使用している場合は、それらの200のバイトを生成するためにPDFファイルにエンコードされたデータの十分なバイトがなければなりません。長さが小さすぎる場合には、明示的なEODマーカーがあまりにも早く発生した場合にエラーが発生し、または復号化されたデータは、200のバイトが含まれていない場合。

ストリームは、キーワードendstream前にPDFファイル内の余分な行末マーカーがあるかもしれないことを除いては、あまりにも多くのデータが含まれている場合にも、エラーです。

キータイプ値

Lengthinteger（必須）ちょうどキーワードendstream前の最後のバイトにキーワードストリームの次の行の先頭からのバイト数。 （数には含まれていないと、論理的にストリームデータの一部ではありませんendstreamを、前の、追加のEOLマーカがあるかもしれません。）さらなる議論のために、7.3.8.2、「ストリームエクステント」を参照してください。

FILTERNAMEまたは配列（オプション）ストリームデータを処理する際に適用されるフィルタの名前は、キーワードストリームとendstream、またはゼロの配列、一つまたは複数の名前の間に発見しました。複数のフィルタは、それらが適用される順序で指定されなければなりません。

DecodeParmsdictionary又はフィルタによって指定されたフィルタによって使用されるような辞書の配列（オプション）Aパラメータ辞書または配列、。そこに1つのフィルタのみであり、そのフィルタパラメータを持っている場合は、すべてのフィルタのパラメータは、DecodeParmsエントリを省略することができ、その場合にはそのデフォルト値を、持っていない限り、フィルタのパラメータ辞書に設定されてDecodeParmsshall。そのフィルタのパラメータ辞書、あるいはそのフィルタにパラメータがない場合はnullオブジェクトのいずれか（または場合：が複数のフィルタがあり、フィルターのいずれかのパラメータがデフォルト以外の値に設定している場合、DecodeParmsは、各フィルタに対して1つのエントリを持つ配列でなければなりませんそのパラメータのすべてが）そのデフォルト値を持っています。フィルタのいずれもパラメータを持っていない場合はそれらのすべてのパラメータがデフォルト値を持っている場合、または、DecodeParmsエントリを省略することができます。

Ffile仕様（オプション; PDF 1.2）のストリームデータを含むファイル。このエントリが存在する場合は、ストリーム間のバイト、無視されendstreamshall。しかし、長さエントリは依然としてこれらのバイトの数を指定する必要があり（通常、そこにはバイトはありません、長さは0です）。ファイルデータに適用されるフィルタはFFilterによって指定されなければならないとフィルタパラメータはFDecodeParmsで定めます。

FFilternameまたはアレイ（オプション、PDF 1.2）フィルタの名前は、ストリームの外部のファイルで検出されたデータ、またはゼロ、1つまたはいくつかのそのような名前の配列を処理する際に適用されます。同じ規則は、フィルタのように適用されます。

FDecodeParmsdictionaryまたはアレイ（オプション、PDF 1.2）パラメータ辞書、またはFFilterによって指定されたフィルタによって使用されるような辞書の配列。同じ規則がDecodeParms用として適用されます。
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7.3.9 Null Object

The null object has a type and value that are unequal to those of any other object. There shall be only one 
object of type null, denoted by the keyword null. An indirect object reference (see 7.3.10, "Indirect Objects") to 
a nonexistent object shall be treated the same as a null object. Specifying the null object as the value of a 
dictionary entry (7.3.7, "Dictionary Objects") shall be equivalent to omitting the entry entirely. 

7.3.10 Indirect Objects

Any object in a PDF file may be labelled as an indirect object. This gives the object a unique object identifier by 
which other objects can refer to it (for example, as an element of an array or as the value of a dictionary entry). 
The object identifier shall consist of two parts: 

• A positive integer object number. Indirect objects may be numbered sequentially within a PDF file, but this 
is not required; object numbers may be assigned in any arbitrary order. 

• A non-negative integer generation number. In a newly created file, all indirect objects shall have generation 
numbers of 0. Nonzero generation numbers may be introduced when the file is later updated; see sub-
clauses 7.5.4, "Cross-Reference Table" and 7.5.6, "Incremental Updates."

Together, the combination of an object number and a generation number shall uniquely identify an indirect 
object. 

The definition of an indirect object in a PDF file shall consist of its object number and generation number 
(separated by white space), followed by the value of the object bracketed between the keywords obj and 
endobj. 

EXAMPLE 1 Indirect object definition 
 
12 0 obj 

( Brillig ) 
endobj 
 
Defines an indirect string object with an object number of 12, a generation number of 0, and the value 
Brillig.  

The object may be referred to from elsewhere in the file by an indirect reference. Such indirect references shall 
consist of the object number, the generation number, and the keyword R (with white space separating each 
part):

12 0 R

Beginning with PDF 1.5, indirect objects may reside in object streams (see 7.5.7, "Object Streams"). They are 
referred to in the same way; however, their definition shall not include the keywords obj and endobj, and their 
generation number shall be zero.

DL integer (Optional; PDF 1.5) A non-negative integer representing the 
number of bytes in the decoded (defiltered) stream. It can be 
used to determine, for example, whether enough disk space is 
available to write a stream to a file.
This value shall be considered a hint only; for some stream 
filters, it may not be possible to determine this value precisely. 

Table 5 –  Entries common to all stream dictionaries (continued)

Key Type Value
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7.3.9ヌルオブジェクト

ヌルオブジェクトは他のオブジェクトのものと等しくないタイプ及び値を有します。キーワードヌルで示されるタイプのヌルの1つのオブジェクトのみ、存在しなければなりません。存在しないオブジェクトへの間接的なオブジェクト参照（7.3.10を参照して、「間接オブジェクト」）がヌル・オブジェクトと同様に扱われなければなりません。辞書エントリ（7.3.7は、「辞書オブジェクト」）の値としてヌル・オブジェクトを指定すると、完全にエントリを省略することと等価でなければなりません。

7.3.10間接オブジェクト

PDFファイル内の任意のオブジェクトは、間接的なオブジェクトとして標識することができます。これは、オブジェクトを他のオブジェクト（例えば、配列の要素として、または辞書エントリの値として）、それを参照することが可能な一意のオブジェクト識別子を与えます。オブジェクト識別子は、2つの部分から構成されなければなりません。

•正の整数オブジェクトの数。間接的なオブジェクトは、PDFファイル内で順番に番号を付けてもよいが、これは必須ではありません。オブジェクト番号は、任意の順序で割り当てられてもよいです。

•A非負の整数の世代番号。新しく作成されたファイルでは、すべての間接的なオブジェクトは0です。非零の世代番号のファイルが後で更新されたときに導入してもよいの世代番号を持たなければなりません。サブ条項7.5.4、「クロスリファレンス表」および7.5.6は、「増分更新を。」

一緒に、オブジェクト番号と世代番号の組み合わせは一意間接オブジェクトを識別しなければなりません。

PDFファイル内の間接的なオブジェクトの定義は、キーワードOBJとendobj間括弧オブジェクトの値が続く、そのオブジェクト番号と世代番号（空白で区切られた）で構成します。

実施例1間接オブジェクト定義12 0 OBJ（Brillig）endobj定義12のオブジェクト数、0の世代番号、および値Brilligとの間接的な文字列オブジェクト。

オブジェクトは、間接参照して、ファイル内の他の場所から参照することができます。そのような間接的な参照は、オブジェクト番号、世代番号、及び（ホワイトスペースの各部分を分離すると）キーワードRで構成しなければなりません。

12 0 R

PDF 1.5以降では、間接的なオブジェクトは、オブジェクトストリーム内に常駐することができる（7.5.7を参照してください、「オブジェクトストリーム」）。彼らは、同じように呼ばれています。しかし、その定義は、OBJとendobjキーワードが含まれてはならない、と彼らの世代数はゼロでなければなりません。

DLinteger（オプション、PDF 1.5）デコード（defiltered）ストリーム内のバイト数を示す負でない整数。十分なディスク容量は、単なるヒント考慮しなければならないfile.This値にストリームを書き込むために使用可能であるかどうか、例えば、決定するために使用することができます。いくつかのストリームフィルタのために、正確にこの値を決定することが可能ではないかもしれません。

表5  - すべてのストリーム辞書にエントリー共通（続き）

キータイプ値
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An indirect reference to an undefined object shall not be considered an error by a conforming reader; it shall be 
treated as a reference to the null object. 

EXAMPLE 2 If a file contains the indirect reference 17 0 R but does not contain the corresponding definition then the 
indirect reference is considered to refer to the null object. 

Except were documented to the contrary any object value may be a direct or an indirect reference; the 
semantics are equivalent.

EXAMPLE 3 The following shows the use of an indirect object to specify the length of a stream. The value of the 
stream’s Length entry is an integer object that follows the stream in the file. This allows applications that 
generate PDF in a single pass to defer specifying the stream’s length until after its contents have been 
generated.  
 
7 0 obj 

<< /Length 8 0 R >> % An indirect reference to object 8 
stream 

BT 
/F1 12 Tf 
72 712 Td 
( A stream with an indirect length ) Tj 

ET 
endstream 
endobj 
 
8 0 obj 

77 % The length of the preceding stream 
endobj

7.4 Filters

7.4.1 General

Stream filters are introduced in 7.3.8, "Stream Objects." An option when reading stream data is to decode it 
using a filter to produce the original non-encoded data. Whether to do so and which decoding filter or filters to 
use may be specified in the stream dictionary. 

EXAMPLE 1 If a stream dictionary specifies the use of an ASCIIHexDecode filter, an application reading the data in 
that stream should transform the ASCII hexadecimal-encoded data in that stream in order to obtain the 
original binary data.

A conforming writer may encode data in a stream (for example, data for sampled images) to compress it or to 
convert it to a portable ASCII representation (or both). A conforming reader shall invoke the corresponding 
decoding filter or filters to convert the information back to its original form. 

The filter or filters for a stream shall be specified by the Filter entry in the stream’s dictionary (or the FFilter
entry if the stream is external). Filters may be cascaded to form a pipeline that passes the stream through two 
or more decoding transformations in sequence. For example, data encoded using LZW and ASCII base-85 
encoding (in that order) shall be decoded using the following entry in the stream dictionary: 

EXAMPLE 2 /Filter [ /ASCII85Decode /LZWDecode ]

Some filters may take parameters to control how they operate. These optional parameters shall be specified by 
the DecodeParms entry in the stream’s dictionary (or the FDecodeParms entry if the stream is external). 

PDF supports a standard set of filters that fall into two main categories: 

• ASCII filters enable decoding of arbitrary binary data that has been encoded as ASCII text (see 7.2, 
"Lexical Conventions," for an explanation of why this type of encoding might be useful). 
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任意のオブジェクトの値は、直接または間接参照であってもよい反対に記録した除きます。意味は同じです。

（実施例3）以下に示したストリームの長さを指定する間接的なオブジェクトの使用。ストリームの長さエントリの値は、ファイル内のストリームを以下の整数オブジェクトです。これは、単一のパスでPDFを生成するアプリケーションは、その内容が生成された後まで、ストリームの長さを指定して延期することができます。物体8ストリームBT / F1 12 Tdを（間接的な長さを持つストリーム）712 72 TfのTjのET先行のendstream endobj 8 0 OBJ 77％の長さに7~0 OBJ << /長さ8 0 R >>％間接参照ストリームendobj

7.4フィルタ

7.4.1一般的な

ストリームフィルタは7.3.8で導入されている、「ストリームオブジェクト。」オプションストリームデータの読み出し元の非符号化データを生成するためにフィルタを使用して復号化することです。どのように行うかどうかとデコードフィルタまたは使用するフィルタは、ストリーム辞書に指定することができます。

実施例1ストリーム辞書指定ASCIIHexDecodeフィルタを用いる場合、そのストリーム内のデータを読み取るアプリケーションは、元のバイナリデータを得るために、そのストリームにおけるASCII 16進符号化データを変換しなければなりません。

適合ライターはそれを圧縮するか、ポータブルASCII表現（または両方）に変換する（例えば、サンプリングされた画像のためのデータ）ストリーム内のデータを符号化することができます。適合リーダは元の形に情報バック変換に対応する復号化フィルタ又はフィルタを起動しなければなりません。

（ストリームが外部にある場合またはFFilterentry）ストリームのためのフィルタまたはフィルタは、ストリームの辞書でのフィルタエントリで指定されなければなりません。フィルタは、シーケンス中の2つのまたはそれ以上の復号化変換を介してストリームを通過させるパイプラインを形成するためにカスケード接続することができます。例えば、データは、LZWを使用して符号化し、（この順番で）のASCIIベース85符号化ストリーム辞書内の次のエントリを使用して復号されなければなりません。

実施例2 /フィルタ[/ ASCII85Decode / LZWDecode]

•ASCIIフィルタは、（符号化のこのタイプは役に立つかもしれない理由の説明のために「字句規則」、7.2を参照）ASCIIテキストとしてエンコードされた任意のバイナリデータの復号可能。
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• Decompression filters enable decoding of data that has been compressed. The compressed data shall be 
in binary format, even if the original data is ASCII text. 

NOTE 1 ASCII filters serve no useful purpose in a PDF file that is encrypted; see 7.6, “Encryption”.

NOTE 2 Compression is particularly valuable for large sampled images, since it reduces storage requirements and 
transmission time. Some types of compression are lossy, meaning that some data is lost during the encoding, 
resulting in a loss of quality when the data is decompressed. Compression in which no loss of data occurs is 
called lossless. Though somehow obvious it might be worth pointing out that lossy compression can only be 
applied to sampled image data (and only certain types of lossy compression for certain types of images). 
Lossless compression on the other hand can be used for any kind of stream.

The standard filters are summarized in Table 6, which also indicates whether they accept any optional 
parameters. The following sub-clauses describe these filters and their parameters (if any) in greater detail, 
including specifications of encoding algorithms for some filters. 

EXAMPLE 3 The following example shows a stream, containing the marking instructions for a page, that was 
compressed using the LZW compression method and then encoded in ASCII base-85 representation.  
 
1 0 obj 

<< /Length 534 
/Filter [ /ASCII85Decode /LZWDecode ] 

>> 

Table 6 –  Standard filters  

FILTER name Parameters Description

ASCIIHexDecode no Decodes data encoded in an ASCII hexadecimal 
representation, reproducing the original binary data. 

ASCII85Decode no Decodes data encoded in an ASCII base-85 representation, 
reproducing the original binary data. 

LZWDecode yes Decompresses data encoded using the LZW (Lempel-Ziv-
Welch) adaptive compression method, reproducing the original 
text or binary data. 

FlateDecode yes (PDF 1.2) Decompresses data encoded using the zlib/deflate 
compression method, reproducing the original text or binary 
data. 

RunLengthDecode no Decompresses data encoded using a byte-oriented run-length 
encoding algorithm, reproducing the original text or binary data 
(typically monochrome image data, or any data that contains 
frequent long runs of a single byte value). 

CCITTFaxDecode yes Decompresses data encoded using the CCITT facsimile 
standard, reproducing the original data (typically monochrome 
image data at 1 bit per pixel). 

JBIG2Decode yes (PDF 1.4) Decompresses data encoded using the JBIG2 
standard, reproducing the original monochrome (1 bit per pixel) 
image data (or an approximation of that data). 

DCTDecode yes Decompresses data encoded using a DCT (discrete cosine 
transform) technique based on the JPEG standard, 
reproducing image sample data that approximates the original 
data. 

JPXDecode no (PDF 1.5) Decompresses data encoded using the wavelet-
based JPEG2000 standard, reproducing the original image 
data.

Crypt yes (PDF 1.5) Decrypts data encrypted by a security handler, 
reproducing the data as it was before encryption.
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•解凍フィルタは、圧縮されたデータの復号可能。圧縮されたデータは、元のデータがASCIIテキストであっても、バイナリ形式でなければなりません。

注1つのASCIIフィルタは、暗号化されたPDFファイルには有用な目的を果たしていません。 7.6、「暗号化」を参照してください。

それはストレージ要件と送信時間を短縮するので注2Compressionは、大規模なサンプリングされた画像のために特に価値があります。圧縮の種類によっては、一部のデータは、データが解凍されたときに品質の損失で、その結果、符号化時に失われていることを意味し、損失が多いです。データの損失が発生しない圧縮はロスレスと呼ばれています。何とか明らかけれども価値が非可逆圧縮が（画像の特定の種類のと非可逆圧縮の唯一の特定のタイプの）サンプリングされた画像データのみを適用することができることを指摘されることがあります。一方、ロスレス圧縮は、ストリームの任意の種類のために使用することができます。

標準フィルタはまた、それらが任意のパラメータを受け入れるかどうかを示し、表6に要約されています。以下のサブ節は、いくつかのフィルタのためのアルゴリズムをコードの仕様を含むこれらのフィルタ及びより詳細にそのパラメータを（もしあれば）、記載されています。

LZW圧縮方式を用いて圧縮した後、ASCIIベース-85表現でエンコードされたページのためのマーキング命令を含む実施例3次の例が示すストリーム。 1つの0 OBJ << /長さ534 /フィルタ[/ ASCII85Decode / LZWDecode] >>

FILTER名パラメータ説明

ASCIIHexDecodenoは、元のバイナリデータを再生する、ASCII 16進表現でエンコードされたデータを復号します。

ASCII85Decodenoは、元のバイナリデータを再生する、ASCIIベース-85表現に符号化データを復号します。

LZWDecodeyes解凍データは、オリジナルのテキストまたはバイナリデータを再生し、LZW（レンペル - ジブ - ウェルチ）適応圧縮方式を用いて符号化されました。

FlateDecodeyes（PDF 1.2）は、データが元のテキストまたはバイナリデータを再生し、ZLIB /デフレート圧縮方式を用いて符号化された解凍します。

RunLengthDecodeno解凍データは、元のテキストまたはバイナリデータ（典型的には、モノクロ画像データ、または単一バイト値の頻繁な長いランを含む任意のデータ）を再生、バイト指向ランレングス符号化アルゴリズムを用いて符号化されます。

CCITTFaxDecodeyes解凍データは、元のデータ（ピクセル当たり1ビットで、典型的には、モノクロ画像データ）を再生、CCITTファクシミリ標準を用いて符号化されます。

JBIG2Decodeyes（PDF 1.4）JBIG2標準を用いて符号化されたデータは、元のモノクロ（ピクセル当たり1ビット）の画像データ（又はそのデータの近似値）を再生し解凍します。

DCTDecodeyes解凍データは、元のデータを近似画像サンプルデータを再生DCT（離散コサイン変換）JPEG規格に基づく技術を使用して符号化されます。

JPXDecodeno（PDF 1.5）データは元の画像データを再生し、ウェーブレットベースのJPEG2000規格を用いて符号化解凍します。

Cryptyes（PDF 1.5）は、暗号化の前にあったようにデータを再生、セキュリティハンドラによって暗号化されたデータを復号化します。
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stream 
J..)6T`?p&<!J9%_[umg"B7/Z7KNXbN'S+,*Q/&"OLT'F 
LIDK#!n`$"<Atdi`\Vn%b%)&'cA*VnK\CJY(sF>c!Jnl@ 
RM]WM;jjH6Gnc75idkL5]+cPZKEBPWdR>FF(kj1_R%W_d 
&/jS!;iuad7h?[L-F$+]]0A3Ck*$I0KZ?;<)CJtqi65Xb 
Vc3\n5ua:Q/=0$W<#N3U;H,MQKqfg1?:lUpR;6oN[C2E4 
ZNr8Udn.'p+?#X+1>0Kuk$bCDF/(3fL5]Oq)^kJZ!C2H1 
'TO]Rl?Q:&'<5&iP!$Rq;BXRecDN[IJB`,)o8XJOSJ9sD 
S]hQ;Rj@!ND)bD_q&C\g:inYC%)&u#:u,M6Bm%IY!Kb1+ 
":aAa'S`ViJglLb8<W9k6Yl\\0McJQkDeLWdPN?9A'jX* 
al>iG1p&i;eVoK&juJHs9%;Xomop"5KatWRT"JQ#qYuL, 
JD?M$0QP)lKn06l1apKDC@\qJ4B!!(5m+j.7F790m(Vj8 
8l8Q:_CZ(Gm1%X\N1&u!FKHMB~> 
endstream 
endobj

EXAMPLE 4 The following shows the same stream without any filters applied to it. (The stream’s contents are 
explained in 7.8.2, "Content Streams," and the operators used there are further described in clause 9, 
"Text".) 
 
1 0 obj 

<< /Length 568 >> 
stream 
2 J 
BT 
/F1 12 Tf 
0 Tc 
0 Tw 
72.5 712 TD 
[ ( Unfiltered streams can be read easily ) 65 ( , ) ] TJ 
0 -14 TD 
[ ( b ) 20 ( ut generally tak ) 10 ( e more space than \311 ) ] TJ 
T* ( compressed streams . ) Tj 
0 -28 TD 
[ ( Se ) 25 ( v ) 15 ( eral encoding methods are a ) 20 ( v) 25 ( ailable in PDF ) 80 ( . ) ] TJ 
0 -14 TD 
( Some are used for compression and others simply ) Tj 
T* [ ( to represent binary data in an ) 55 ( ASCII format . ) ] TJ 
T* ( Some of the compression filters are \ 
suitable ) Tj 
T* ( for both data and images , while others are \ 
suitable only ) Tj 
T* ( for continuous-tone images . ) Tj 
ET 
endstream 
endobj

7.4.2 ASCIIHexDecode Filter

The ASCIIHexDecode filter decodes data that has been encoded in ASCII hexadecimal form. ASCII 
hexadecimal encoding and ASCII base-85 encoding (7.4.3, "ASCII85Decode Filter") convert binary data, such 
as image data or previously compressed data, to 7-bit ASCII characters. 

NOTE ASCII base-85 encoding is preferred to ASCII hexadecimal encoding. Base-85 encoding is preferred because 
it is more compact: it expands the data by a factor of 4 : 5, compared with 1 : 2 for ASCII hexadecimal encoding.

The ASCIIHexDecode filter shall produce one byte of binary data for each pair of ASCII hexadecimal digits 
(0–9 and A–F or a–f). All white-space characters (see 7.2, "Lexical Conventions") shall be ignored. A 
GREATER-THAN SIGN (3Eh) indicates EOD. Any other characters shall cause an error. If the filter encounters 
the EOD marker after reading an odd number of hexadecimal digits, it shall behave as if a 0 (zero) followed the 
last digit. 
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ストリームJ ...）6T`？P＆<！J9の％_ [UMG "B7 / Z7KNXbN'S +、* Q /＆" OLT'F LIDK＃！N '$ "<Atdi` \ Vnの％bは％）＆'のcA * VnK \ CJY（SF> C JNL @ RM] WM; jjH6Gnc75idkL5] + cPZKEBPWdR> FF（kj1_R％W_d＆/ JS; iuad7h [LF $ +]] 0A3Ck * $ I0KZ; <）CJtqi65Xb Vc3は\ n5ua：！！？？Q / = 0 $ W <＃N3U; H、MQKqfg1：lUpR; 6oN [C2E4 ZNr8Udn.'p +＃X + 1？？> 0Kuk $ BCDF /（3fL5] OQ）^ kJZ C2H1「TO]のR1 Q：＆！？ 「<5＆はiP $ Rqは、BXRecDN [IJB`、）o8XJOSJ9sD S] HQ; ND）bD_q＆C \ G @ Rjを：！！！inYC％）＆U＃：U、M6Bm％IY Kb1を+「：aAa'S`ViJglLb8 <W9k6Yl \\ 0McJQkDeLWdPN ？？9A'jX *アル> iG1p＆I; eVoK＆juJHs9％; Xomop "5KatWRT" JQ＃qYuL、JD M $ 0QP）lKn06l1apKDC @ \ qJ4B !!（5メートル+ j.7F790m（Vj8 8l8Q：_CZ（のGM1％X \ N1＆U！ FKHMB〜> endstream endobj

任意のフィルタなしの同じストリームがそれに適用される番組を、以下の実施例4The。 （ストリームの内容が「コンテンツストリーム」、7.8.2で説明されており、オペレータは、そこをさらに項9に記載されている「テキスト」を使用する。）1つの0 OBJ << /長さ568 >>ストリーム2 J BT / F1 12 0 Tcを0 Twの72.5 712 TD TfをTJ 0 -14 TD [（B）20（UT一般TAK）10（例えば、より多くのスペースより\ 311）] TJ T [65（、）（未濾過の流れを容易に読み取ることができます）] * （ストリームを圧縮。）Tjを0 -28 TD TJ 0 -14 TD（一部が使用されている[（SE）25（V）15 20（V）25（PDFでailable）80（。）（ERAL符号化方法です）] TjのT * [（）55（ASCII形式のバイナリデータを表す。）] TJ T *（圧縮フィルターの一部が\適している）TjをT *（）は、単に圧縮などのためのデータ及び画像の両方のために、他の一方ある\適しのみ）連続階調画像のためのTjをT *（。）TjのET endstream endobj

7.4.2 ASCIIHexDecodeフィルター

ASCIIHexDecodeフィルタは、ASCII 16進形式で符号化されたデータを復号します。 ASCII 16進符号化とASCIIのベース85符号化（7.4.3、「ASCII85Decodeフィルタ」）7ビットのASCII文字に、このような画像データ又は以前に圧縮されたデータとしてバイナリ・データを、変換します。

注記ASCIIベース85符号化は、ASCII 16進符号化に好適です。それは、よりコンパクトであるため、ベース85符号化が好ましい：1と比較して、5：それは4倍にデータを展開2 ASCII 16進符号化。

ASCIIHexDecodeフィルタ（0-9およびA-FまたはA-F）のASCII 16進数の各ペアに対してバイナリ1バイトのデータを生成しなければなりません。すべての空白文字（「字句規則」7.2を参照）は無視されなければなりません。 A大なり記号（3EH）がEODを示しています。その他の文字は、エラーの原因となるものとします。フィルタは、16進数の奇数を読んだ後、EODマーカーを検出した場合は0（ゼロ）の最後の桁に従った場合のように、それに動作しなければなりません。
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7.4.3 ASCII85Decode Filter

The ASCII85Decode filter decodes data that has been encoded in ASCII base-85 encoding and produces 
binary data. The following paragraphs describe the process for encoding binary data in ASCII base-85; the 
ASCII85Decode filter reverses this process. 

The ASCII base-85 encoding shall use the ASCII characters ! through u ((21h) - (75h)) and the character z 
(7Ah), with the 2-character sequence ~> (7Eh)(3Eh) as its EOD marker. The ASCII85Decode filter shall ignore 
all white-space characters (see 7.2, "Lexical Conventions"). Any other characters, and any character 
sequences that represent impossible combinations in the ASCII base-85 encoding shall cause an error. 

Specifically, ASCII base-85 encoding shall produce 5 ASCII characters for every 4 bytes of binary data. Each 
group of 4 binary input bytes, (b1 b2 b3 b4 ), shall be converted to a group of 5 output bytes, (c1 c2 c3 c4 c5 ), 
using the relation 

In other words, 4 bytes of binary data shall be interpreted as a base-256 number and then shall be converted to 
a base-85 number. The five bytes of the base-85 number shall then be converted to ASCII characters by 
adding 33 (the ASCII code for the character ! ) to each. The resulting encoded data shall contain only printable 
ASCII characters with codes in the range 33 (!) to 117 (u). As a special case, if all five bytes are 0, they shall be 
represented by the character with code 122 (z) instead of by five exclamation points ( ! ! ! ! ! ). 

If the length of the data to be encoded is not a multiple of 4 bytes, the last, partial group of 4 shall be used to 
produce a last, partial group of 5 output characters. Given n (1, 2, or 3) bytes of binary data, the encoder shall 
first append 4 - n zero bytes to make a complete group of 4. It shall encode this group in the usual way, but 
shall not apply the special z case. Finally, it shall write only the first n + 1 characters of the resulting group of 5. 
These characters shall be immediately followed by the ~> EOD marker. 

The following conditions shall never occur in a correctly encoded byte sequence: 

• The value represented by a group of 5 characters is greater than 232 - 1. 

• A z character occurs in the middle of a group. 

• A final partial group contains only one character. 

7.4.4 LZWDecode and FlateDecode Filters

7.4.4.1 General

The LZWDecode and (PDF 1.2) FlateDecode filters have much in common and are discussed together in this 
sub-clause. They decode data that has been encoded using the LZW or Flate data compression method, 
respectively: 

• LZW (Lempel-Ziv-Welch) is a variable-length, adaptive compression method that has been adopted as one 
of the standard compression methods in the Tag Image File Format (TIFF) standard. For details on LZW 
encoding see 7.4.4.2, "Details of LZW Encoding." 

• The Flate method is based on the public-domain zlib/deflate compression method, which is a variable-
length Lempel-Ziv adaptive compression method cascaded with adaptive Huffman coding. It is fully 
defined in Internet RFCs 1950, ZLIB Compressed Data Format Specification, and 1951, DEFLATE 
Compressed Data Format Specification (see the Bibliography). 

b1 2563×( ) b2 2562×( ) b3 2561×( ) b4+ + +  =

c1 854×( ) c2 853×( ) c3 852×( ) c4 851×( ) c+ + + +

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved25

PDF 32000-1：2008

7.4.3 ASCII85Decodeフィルター

ASCIIベース-85エンコーディングはASCII文字を使用しなければなりません！ 2文字の配列と、文字Z（アドレス7Ah）、〜>（7Ehで）（3EH）としてのEODマーカー -  U（（75H）（21H））から。 ASCII85Decodeフィルタは（7.2、「字句規則」を参照）、すべての空白文字を無視しなければなりません。 ASCIIベース-85エンコーディングでは不可能な組み合わせを表す任意の他の文字と、任意の文字列には、エラーの原因となるものとします。

具体的には、ASCIIベース85符号化は、バイナリデータのすべての4バイト5つのASCII文字を作成しなければなりません。 4バイナリ入力バイトの各グループは、（B1 B2 B3 B4）、関係を使用して、5出力バイト、（C1 C2 C3 C4 C5）の基に変換されなければなりません

換言すれば、バイナリデータの4つのバイトは、ベース256の数として解釈されなければならないし、次にベース85数に変換しなければなりません。ベース-85の5つのバイトは、数はそれぞれ33（文字のASCIIコードを！）を追加することによって、ASCII文字に変換されなければなりません。結果の符号化データは、117までの範囲33（！）（U）でのコードで印字可能なASCII文字のみを含まなければなりません。すべての5つのバイトが0であれば特別な場合として、それらはコード122（Z）との代わりに5つの感嘆符（！！！）によって文字で表されなければなりません。

符号化されるデータの長さが4バイトの倍数でない場合、4の最後の部分群は5つの出力文字の最後の部分群を生成するために使用されなければなりません。与えられたN（1、2、または3）バイナリデータのバイト、エンコーダは、最初追記4なければならない -  nはゼロバイトは4の完全なグループは、それが通常の方法でこのグループを符号化しなければならないようにするには、しかし特別なZを適用しません場合。最後に、これらの文字はすぐに〜> EODマーカーによって従わなければならない5の結果グループの唯一の最初のn + 1つの文字を書き込むものとします。

7.4.4 LZWDecodeとFlateDecodeフィルタ

7.4.4.1一般的な

LZWDecodeおよび（PDF 1.2）FlateDecodeフィルタは、多くの共通点を持っており、このサブ句で一緒に議論されています。これらは、それぞれ、LZW又はFlateアルゴリズムデータ圧縮方式を用いて符号化されたデータを復号します。

•LZW（のLempel-Ziv符号-ウェルチ）は、標準タグイメージファイル形式（TIFF）での標準的な圧縮方法の一つとして採用されている可変長、アダプティブ圧縮方式です。 LZWエンコーディングの詳細については、7.4.4.2、参照してください「LZW符号化の詳細を。」

•Flateアルゴリズム法は、適応ハフマン符号化を用いてカスケード接続さ可変長のLempel-Ziv符号適応圧縮方式であるパブリックドメインZLIB /デフレート圧縮方式に基づいています。それは完全にインターネットのRFC 1950、ZLIB圧縮データフォーマット仕様、および1951、DEFLATE圧縮データフォーマット仕様（参考文献を参照）で定義されています。

b12563×（）b22562×（）b32561×（）+ B4 + + =

c1854×（）c2853×（）c3852×（）c4851×（）C + + + +
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Both of these methods compress either binary data or ASCII text but (like all compression methods) always 
produce binary data, even if the original data was text. 

The LZW and Flate compression methods can discover and exploit many patterns in the input data, whether 
the data is text or images. As described later, both filters support optional transformation by a predictor 
function, which improves the compression of sampled image data. 

NOTE 1 Because of its cascaded adaptive Huffman coding, Flate-encoded output is usually much more compact than 
LZW-encoded output for the same input. Flate and LZW decoding speeds are comparable, but Flate encoding 
is considerably slower than LZW encoding. 

NOTE 2 Usually, both Flate and LZW encodings compress their input substantially. However, in the worst case (in 
which no pair of adjacent bytes appears twice), Flate encoding expands its input by no more than 11 bytes or a 
factor of 1.003 (whichever is larger), plus the effects of algorithm tags added by PNG predictors. For LZW 
encoding, the best case (all zeros) provides a compression approaching 1365 : 1 for long files, but the worst-
case expansion is at least a factor of 1.125, which can increase to nearly 1.5 in some implementations, plus 
the effects of PNG tags as with Flate encoding. 

7.4.4.2 Details of LZW Encoding

Data encoded using the LZW compression method shall consist of a sequence of codes that are 9 to 12 bits 
long. Each code shall represent a single character of input data (0–255), a clear-table marker (256), an EOD 
marker (257), or a table entry representing a multiple-character sequence that has been encountered 
previously in the input (258 or greater). 

Initially, the code length shall be 9 bits and the LZW table shall contain only entries for the 258 fixed codes. As 
encoding proceeds, entries shall be appended to the table, associating new codes with longer and longer 
sequences of input characters. The encoder and the decoder shall maintain identical copies of this table. 

Whenever both the encoder and the decoder independently (but synchronously) realize that the current code 
length is no longer sufficient to represent the number of entries in the table, they shall increase the number of 
bits per code by 1. The first output code that is 10 bits long shall be the one following the creation of table entry 
511, and similarly for 11 (1023) and 12 (2047) bits. Codes shall never be longer than 12 bits; therefore, entry 
4095 is the last entry of the LZW table. 

The encoder shall execute the following sequence of steps to generate each output code: 

a) Accumulate a sequence of one or more input characters matching a sequence already present in the table. 
For maximum compression, the encoder looks for the longest such sequence. 

b) Emit the code corresponding to that sequence. 

c) Create a new table entry for the first unused code. Its value is the sequence found in step (a) followed by 
the next input character. 

EXAMPLE 1 Suppose the input consists of the following sequence of ASCII character codes:  
45 45 45 45 45 65 45 45 45 66 
 
Starting with an empty table, the encoder proceeds as shown in Table 7. 

Table 7 –  Typical LZW encoding sequence  

Input 
sequence

Output 
code

Code added 
to table

Sequence 
represented 
by new code

– 256 (clear-table) – –

45 45 258 45 45

45 45 258 259 45 45 45
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どちらの方法でも、元のデータがテキストであっても、いずれかのバイナリデータまたはASCIIテキストが、（すべての圧縮方法など）は、常にバイナリデータを生成を圧縮します。

LZWとFlateアルゴリズム圧縮方法は、データがテキストまたは画像であるか否かを、入力データで多くのパターンを発見し、利用することができます。後述するように、両方のフィルタは、サンプリングされた画像データの圧縮を改善する予測関数によって任意の変換をサポートします。

理由は、そのカスケード接続適応ハフマン符号化、Flateアルゴリズムでエンコードされた出力の注1は、通常ははるかにコンパクト同じ入力のためのLZWエンコードされた出力よりもです。 FlateアルゴリズムおよびLZW復号速度は同等であるが、Flateアルゴリズムの符号化はかなり遅くLZW符号化よりも長いです。

NOTE 2Usually、両方FlateアルゴリズムとLZWエンコーディングは、実質的に彼らの入力を圧縮します。しかし、最悪の場合（隣接バイトのいかなるペアが2回出現しなかった）、せいぜい11のバイト又は1.003倍Flateアルゴリズムエンコーディング膨張その入力（大きい方）、プラスPNG予測子によって追加アルゴリズムタグの効果で。 LZW符号化のために、最良の場合（すべてゼロ）は、1365年に近づい圧縮提供：長いファイルに対して1を、しかし、最悪の場合の拡張は、少なくともいくつかの実装ではほぼ1.5に増やすことができます1.125倍、プラスの効果がありますFlateアルゴリズムのエンコーディングと同じようにタグをPNG。

LZWエンコーディングの7.4.4.2詳細

データは、9から12ビット長さのコード配列からなるものとLZW圧縮方式を用いて符号化されました。各コードは、入力データの単一文字（0〜255）、クリアテーブルマーカー（256）、EODマーカー（257）、又は入力に以前に遭遇した複数の文字列を示すテーブルエントリを代表します（258以上）。

最初に、符号長は9ビットでなければならないとLZWテーブル258本の固定コードのエントリのみを含まなければなりません。進行をコードするように、エントリは、入力文字の長く、より長い配列を有する新しいコードを関連付ける、テーブルに追加されなければなりません。エンコーダおよびデコーダは、この表の同一コピーを維持しなければなりません。

たびにエンコーダとデコーダの両方は、独立して（しかし、同期）現在のコード長は、もはやテーブル内のエントリの数を表すのに十分であることを認識していない、それらは1である第一の出力コードをコードあたりのビットの数を増加しなければなりません10ビットは、長いテーブルエントリ511の作成以下のいずれかで、同様に11のために（1023）、12（2047）ビットをしなければなりません。コードは、12ビットよりも長くなることはありませんもの。そのため、エントリ4095は、LZWテーブルの最後のエントリです。

a）のテーブルに既に存在する配列に一致する一つ以上の入力文字のシーケンスを蓄積します。最大圧縮のために、エンコーダは最長のようなシーケンスを探します。

実施例1は、入力がASCII文字コードの次のシーケンスで構成されているとします。45 45 45 45 65 45 45 45 66 45は、空のテーブルから開始し、表7に示すように、エンコーダ進みます。

入力sequenceOutput codeCodeは新しいコードで表さtableSequenceに追加しました

 -  256（クリアテーブル） -   - 

45 45 258 45 45

45 45 258 259 45 45 45
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Codes shall be packed into a continuous bit stream, high-order bit first. This stream shall then be divided into 
bytes, high-order bit first. Thus, codes may straddle byte boundaries arbitrarily. After the EOD marker (code 
value 257), any leftover bits in the final byte shall be set to 0. 

In the example above, all the output codes are 9 bits long; they would pack into bytes as follows (represented in 
hexadecimal): 

EXAMPLE 2 80 0B 60 50 22 0C 0C 85 01

To adapt to changing input sequences, the encoder may at any point issue a clear-table code, which causes 
both the encoder and the decoder to restart with initial tables and a 9-bit code length. The encoder shall begin 
by issuing a clear-table code. It shall issue a clear-table code when the table becomes full; it may do so sooner. 

7.4.4.3 LZWDecode and FlateDecode Parameters

The LZWDecode and FlateDecode filters shall accept optional parameters to control the decoding process. 

NOTE Most of these parameters are related to techniques that reduce the size of compressed sampled images 
(rectangular arrays of colour values, described in 8.9, "Images"). For example, image data typically changes 
very little from sample to sample. Therefore, subtracting the values of adjacent samples (a process called 
differencing), and encoding the differences rather than the raw sample values, can reduce the size of the 
output data. Furthermore, when the image data contains several colour components (red-green-blue or cyan-
magenta-yellow-black) per sample, taking the difference between the values of corresponding components in 
adjacent samples, rather than between different colour components in the same sample, often reduces the 
output data size. 

Table 8 shows the parameters that may optionally be specified for LZWDecode and FlateDecode filters. 
Except where otherwise noted, all values supplied to the decoding filter for any optional parameters shall match 
those used when the data was encoded. 

45 45 258 260 45 45 65

65 65 261 65 45

45 45 45 259 262 45 45 45 66

66 66 – –

– 257 (EOD) – –

Table 8 –  Optional parameters for LZWDecode and FlateDecode filters  

Key Type Value

Predictor integer A code that selects the predictor algorithm, if any. If the value of this 
entry is 1, the filter shall assume that the normal algorithm was used to 
encode the data, without prediction. If the value is greater than 1, the 
filter shall assume that the data was differenced before being encoded, 
and Predictor selects the predictor algorithm. For more information 
regarding Predictor values greater than 1, see 7.4.4.4, "LZW and 
Flate Predictor Functions." Default value: 1. 

Colors integer (May be used only if Predictor is greater than 1) The number of 
interleaved colour components per sample. Valid values are 1 to 4 
(PDF 1.0) and 1 or greater (PDF 1.3). Default value: 1. 

Table 7 –  Typical LZW encoding sequence  (continued)

Input 
sequence

Output 
code

Code added 
to table

Sequence 
represented 
by new code
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コードは、連続したビットストリームにパックされなければならない、上位には、最初のビット。このストリームは、その後バイトに分割されなければならない、上位の最初のビット。したがって、コードは任意のバイト境界をまたぐことがあります。 EODマーカ（コード値257）の後に、最後のバイトの任意の残りのビットは0に設定されなければなりません。

上記の例では、すべての出力コードは9ビット長です。 （16進数で表される）は、以下のように、それらはバイトにパックすることになります。

実施例2 80 0B 60 50 22 0C 0C 85 01

変更入力配列に適合させるために、エンコーダは、エンコーダ初期テーブル及び9ビットの符号長と再起動するデコーダの両方を引き起こす任意の点の問題のクリアテーブルコードしてもよいです。エンコーダはクリアテーブルコードを発行することにより開始するものとします。テーブルがいっぱいになったとき、それはクリアテーブルコードを発行しなければなりません。それはとても早く行うことができます。

7.4.4.3 LZWDecodeとFlateDecodeパラメータ

注これらのパラメータの大部分は、圧縮されたサンプリングされた画像（8.9、「画像」に記載された色値の矩形アレイ）のサイズを小さくする技術に関連しています。例えば、画像データは、典型的には、試料から試料にほとんど変化します。したがって、隣接するサンプル（差分と呼ばれるプロセス）の値を減算し、その差はなく、生のサンプル値を符号化する、出力データのサイズを低減することができます。また、画像データは同じで隣接するサンプルではなく、異なる色成分間の対応する成分の値の差を取って、サンプルあたり（青 - 緑 - 赤またはシアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）は、いくつかの色成分を含む場合サンプルは、多くの場合、出力データサイズを削減します。

表8随意LZWDecodeとFlateDecodeフィルタに指定できるパラメータ。特に断りのデータが符号化された場合、任意のパラメータの復号フィルタに供給されたすべての値が使用されているものと一致しなければならない場合を除きます。

45 45 258 260 45 45 65

65 65 261 65 45

45 45 45 259 262 45 45 45 66

66 66  -   - 

 -  257（EOD） -   - 

キータイプ値

もしあれば、予測アルゴリズムを選択Predictorinteger Aコード。このエントリの値が1である場合、フィルタは、通常のアルゴリズムは、予測せず、データを符号化するために使用されたと仮定しなければなりません。値が1より大きい場合、フィルタは、データが符号化される前に差分をしたと仮定しなければならない、と予測は、予測アルゴリズムを選択します。予測は、1以上の値の詳細については、7.4.4.4、「LZWおよびFlateアルゴリズム予測機能」を参照してください。デフォルト値：1。

表7  - 配列をコードする典型的なLZW（続き）

入力sequenceOutput codeCodeは新しいコードで表さtableSequenceに追加しました
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7.4.4.4 LZW and Flate Predictor Functions

LZW and Flate encoding compress more compactly if their input data is highly predictable. One way of 
increasing the predictability of many continuous-tone sampled images is to replace each sample with the 
difference between that sample and a predictor function applied to earlier neighboring samples. If the predictor 
function works well, the postprediction data clusters toward 0. 

PDF supports two groups of predictor functions. The first, the TIFF group, consists of the single function that is 
Predictor 2 in the TIFF 6.0 specification. 

NOTE 1 (In the TIFF 6.0 specification, Predictor 2 applies only to LZW compression, but here it applies to Flate 
compression as well.) TIFF Predictor 2 predicts that each colour component of a sample is the same as the 
corresponding colour component of the sample immediately to its left.

The second supported group of predictor functions, the PNG group, consists of the filters of the World Wide 
Web Consortium’s Portable Network Graphics recommendation, documented in Internet RFC 2083, PNG 
(Portable Network Graphics) Specification (see the Bibliography).

The term predictors is used here instead of filters to avoid confusion.

There are five basic PNG predictor algorithms (and a sixth that chooses the optimum predictor function 
separately for each row).

The predictor algorithm to be used, if any, shall be indicated by the Predictor filter parameter (see Table 8), 
whose value shall be one of those listed in Table 10. 

BitsPerComponent integer (May be used only if Predictor is greater than 1) The number of bits 
used to represent each colour component in a sample. Valid values 
are 1, 2, 4, 8, and (PDF 1.5) 16. Default value: 8.

Columns integer (May be used only if Predictor is greater than 1) The number of 
samples in each row. Default value: 1. 

EarlyChange integer (LZWDecode only) An indication of when to increase the code length. 
If the value of this entry is 0, code length increases shall be postponed 
as long as possible. If the value is 1, code length increases shall occur 
one code early. This parameter is included because LZW sample code 
distributed by some vendors increases the code length one code 
earlier than necessary. Default value: 1. 

Table 9 –  PNG predictor algorithms  

PNG 
Predictor 
Algorithms

Description

None No prediction

Sub Predicts the same as the sample to the left 

Up Predicts the same as the sample above

Average Predicts the average of the sample to the left and the 
sample above

Paeth A nonlinear function of the sample above, the sample 
to the left, and the sample to the upper left 

Table 8 –  Optional parameters for LZWDecode and FlateDecode filters  (continued)

Key Type Value
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7.4.4.4 LZWとFlateアルゴリズム予測機能

その入力データが非常に予測可能である場合はLZWとFlateアルゴリズムは、よりコンパクトに圧縮をコードします。多くの連続階調サンプリングされた画像の予測可能性を増加させる1つの方法は、サンプル以前の隣接サンプルに適用される予測関数との差と、各試料を交換することです。 0に向けて、予測機能がうまく機能した場合、postpredictionデータクラスタ。

PDFは、予測機能の2つのグループをサポートしています。まず、TIFFグループは、TIFF 6.0仕様に予測2つの機能から構成されています。

注1（TIFF 6.0仕様では、予測器2のみLZW圧縮に適用されるが、ここでは同様Flateアルゴリズム圧縮に適用される。）TIFF予測器2は、サンプルの各色成分はサンプルの対応する色成分と同じであると予測すぐに左に。

予測機能、PNGグループ、第二サポートグループは、インターネットRFC 2083で文書化ワイドワールドウェブコンソーシアムのポータブルネットワークグラフィックス勧告のフィルタで構成され、PNG（ポータブルネットワークグラフィックス）仕様（参考文献を参照します）。

長期予測因子は、混乱を避けるために、ここではなく、フィルタを使用されています。

5つの基本的なPNG予測アルゴリズム（及び行ごとに別々に最適な予測関数を選択する第六）があります。

もしあれば、使用される予測アルゴリズムは、その値が表10に列挙されたものの一つでなければならない予測フィルタパラメータ（表8を参照）によって示さなければなりません。

BitsPerComponentinteger（予測が1より大きい場合にのみ使用されるかもしれ）試料中の各色成分を表すために使用されるビットの数。 8：有効値は1、2、4、8、及び（PDF 1.5）16をデフォルト値です。

EarlyChangeinteger（LZWDecodeのみ）コードの長さを増加させる場合の表示。このエントリの値が0の場合、符号長の増加はできるだけ長く延期されなければなりません。値が1の場合、符号長が増加し、早期一つのコードを発生しなければなりません。いくつかのベンダーによって配布LZWのサンプルコードは、必要以上に一つのコード以前の符号長を増加させるため、このパラメータが含まれています。デフォルト値：1。

PNG予測アルゴリズム

説明

なしいいえ予測

アップは、上記のサンプルと同じを予測します

左と上記サンプルとサンプルの平均AveragePredicts

Paeth A非線形上記サンプルの関数、左試料、及び左上にサンプル

表8  -  LZWDecodeとFlateDecodeフィルターのオプションパラメータ（続き）

キータイプ値
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For LZWDecode and FlateDecode, a Predictor value greater than or equal to 10 shall indicate that a PNG 
predictor is in use; the specific predictor function used shall be explicitly encoded in the incoming data. The 
value of Predictor supplied by the decoding filter need not match the value used when the data was encoded if 
they are both greater than or equal to 10. 

The two groups of predictor functions have some commonalities. Both make the following assumptions: 

• Data shall be presented in order, from the top row to the bottom row and, within a row, from left to right. 

• A row shall occupy a whole number of bytes, rounded up if necessary. 

• Samples and their components shall be packed into bytes from high-order to low-order bits. 

• All colour components of samples outside the image (which are necessary for predictions near the 
boundaries) shall be 0. 

The predictor function groups also differ in significant ways: 

• The postprediction data for each PNG-predicted row shall begin with an explicit algorithm tag; therefore, 
different rows can be predicted with different algorithms to improve compression. TIFF Predictor 2 has no 
such identifier; the same algorithm applies to all rows. 

• The TIFF function group shall predict each colour component from the prior instance of that component, 
taking into account the number of bits per component and components per sample. In contrast, the PNG 
function group shall predict each byte of data as a function of the corresponding byte of one or more 
previous image samples, regardless of whether there are multiple colour components in a byte or whether 
a single colour component spans multiple bytes. 

NOTE 2 This can yield significantly better speed at the cost of somewhat worse compression. 

7.4.5 RunLengthDecode Filter

The RunLengthDecode filter decodes data that has been encoded in a simple byte-oriented format based on 
run length. The encoded data shall be a sequence of runs, where each run shall consist of a length byte 
followed by 1 to 128 bytes of data. If the length byte is in the range 0 to 127, the following length + 1 (1 to 128) 
bytes shall be copied literally during decompression. If length is in the range 129 to 255, the following single 
byte shall be copied 257 - length (2 to 128) times during decompression. A length value of 128 shall denote 
EOD. 

Table 10 –  Predictor values  

Value Meaning

1 No prediction (the default value)

2 TIFF Predictor 2

10 PNG prediction (on encoding, PNG None on all rows)

11 PNG prediction (on encoding, PNG Sub on all rows)

12 PNG prediction (on encoding, PNG Up on all rows)

13 PNG prediction (on encoding, PNG Average on all rows)

14 PNG prediction (on encoding, PNG Paeth on all rows)

15 PNG prediction (on encoding, PNG optimum)
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LZWDecodeとFlateDecode、PNG予測が使用中であることを示さなければならない10に等しい予測値以上のために、使用される特定の予測機能は、明示的に入ってくるデータに符号化されなければなりません。予測の値は、それらが両方ともより大きいであるか、または10に等しい場合、データが符号化されたときに使用される値と一致しないデコードフィルタの必要性によって供給しました。

•データは、上行から下の行に、順番に提示され、行内の、左から右にしなければなりません。

必要に応じて•行がバイトの整数を占有しなければならない、切り上げ。

•各PNG予測行のpostpredictionデータは、明示的なアルゴリズムタグで開始しなければなりません。従って、異なる行は、圧縮を改善するために、異なるアルゴリズムを用いて予測することができます。 TIFF予測図2は、そのような識別子を持っていません。同じアルゴリズムは、すべての行に適用されます。

•TIFF機能グループが考慮成分とサンプルあたりの成分あたりのビット数を取って、そのコンポーネントの以前のインスタンスから各色成分を予測しなければなりません。対照的に、PNG機能群にかかわらず、複数の色成分は、バイトまたは単一の色成分スパン複数バイトかどうかがあるかどうかの、一つ以上の以前の画像サンプルの対応するバイトの関数として、データの各バイトを予測しなければなりません。

7.4.5 RunLengthDecodeフィルター

RunLengthDecodeフィルタは、ランレングスに基づいて、単純なバイト指向フォーマットで符号化されたデータを復号します。符号化データは、各ランの長さのバイトで構成する実行の順序は、データの1 128バイトによって従わなければなりません。長さバイトは、127の範囲0、次の長さ+ 1（128の1）であるバイト減圧中文字通りにコピーされなければならない場合。伸張時の長さ（2〜128）の時間 - 長さが129〜255の範囲内にある場合、次の単一バイト257をコピーしなければなりません。 128の長さの値は、EODを意味するものとします。

値意味

1ノー予測（デフォルト値）

2 TIFF予測2

10 PNG予測（エンコーディング上、すべての行のPNGなし）

（エンコーディングに、すべての行のPNGサブ）11 PNG予測

12 PNG予測（エンコーディング上、すべての行のPNGアップ）

13 PNG予測（符号化では、すべての行のPNG平均）

14 PNG予測（符号化では、すべての行のPNG Paeth）

15 PNG予測（エンコーディングに、PNGの最適）
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NOTE The compression achieved by run-length encoding depends on the input data. In the best case (all zeros), a 
compression of approximately 64 : 1 is achieved for long files. The worst case (the hexadecimal sequence 00 
alternating with FF) results in an expansion of 127 : 128. 

7.4.6 CCITTFaxDecode Filter

The CCITTFaxDecode filter decodes image data that has been encoded using either Group 3 or Group 4 
CCITT facsimile (fax) encoding. 

NOTE 1 CCITT encoding is designed to achieve efficient compression of monochrome (1 bit per pixel) image data at 
relatively low resolutions, and so is useful only for bitmap image data, not for colour images, grayscale images, 
or general data. 

NOTE 2 The CCITT encoding standard is defined by the International Telecommunications Union (ITU), formerly known 
as the Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (International Coordinating Committee 
for Telephony and Telegraphy). The encoding algorithm is not described in detail in this standard but can be 
found in ITU Recommendations T.4 and T.6 (see the Bibliography). For historical reasons, we refer to these 
documents as the CCITT standard. 

CCITT encoding is bit-oriented, not byte-oriented. Therefore, in principle, encoded or decoded data need not 
end at a byte boundary. This problem shall be dealt with in the following ways: 

• Unencoded data shall be treated as complete scan lines, with unused bits inserted at the end of each scan 
line to fill out the last byte. This approach is compatible with the PDF convention for sampled image data. 

• Encoded data shall ordinarily be treated as a continuous, unbroken bit stream. The EncodedByteAlign
parameter (described in Table 11) may be used to cause each encoded scan line to be filled to a byte 
boundary. 

NOTE 3 Although this is not prescribed by the CCITT standard and fax machines never do this, some software 
packages find it convenient to encode data this way.

• When a filter reaches EOD, it shall always skip to the next byte boundary following the encoded data. 

The filter shall not perform any error correction or resynchronization, except as noted for the 
DamagedRowsBeforeError parameter in Table 11. 

Table 11 lists the optional parameters that may be used to control the decoding. Except where noted otherwise, 
all values supplied to the decoding filter by any of these parameters shall match those used when the data was 
encoded. 

Table 11 –  Optional parameters for the CCITTFaxDecode filter  

Key Type Value

K integer A code identifying the encoding scheme used: 
< 0 Pure two-dimensional encoding (Group 4) 
=0 Pure one-dimensional encoding (Group 3, 1-D) 
> 0 Mixed one- and two-dimensional encoding (Group 3, 

2-D), in which a line encoded one-dimensionally may 
be followed by at most K − 1 lines encoded two-
dimensionally 

The filter shall distinguish among negative, zero, and positive 
values of K to determine how to interpret the encoded data; 
however, it shall not distinguish between different positive K
values. Default value: 0. 
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NOTEランレングス符号化によって達成される圧縮は、入力されたデータに依存します。最良の場合（すべてゼロ）で、約64の圧縮：1は長いファイルに対して達成されます。 128：最悪の場合（FF 16進シーケンス00交流）が127の膨張をもたらします。

7.4.6 CCITTFaxDecodeフィルター

注記1 CCITT符号化がモノクロの効率的な圧縮を達成するように設計されている（1ビットピクセルあたり）は、比較的低い解像度の画像データ、などだけでなく、カラー画像、グレースケール画像、または一般的なデータのためのビットマップ画像データ、のために有用です。

NOTE 2The CCITTエンコード標準は、以前ComitéConsultatif国際TELEPHONIQUEらTélégraphique（テレフォニーおよび電信のための国際調整委員会）として知られている国際電気通信連合（ITU）によって定義されます。符号化アルゴリズムは、この規格で詳細に説明されていないが、ITUで勧告T.4及びT.6を（参考文献を参照）を見つけることができます。歴史的な理由のために、我々は、CCITT標準としてこれらの文書を参照してください。

CCITTエンコードは、バイト指向ではないビット指向です。したがって、原則的に、エンコードまたはデコードされたデータは、バイト境界で終了する必要はありません。この問題は、次の方法で対処されなければなりません。

未使用ビットは最後のバイトを記入する各走査線の最後に挿入して•エンコードされていなかったデータは、完全な走査線として扱われなければなりません。このアプローチは、サンプリングされた画像データのPDF規則と互換性があります。

•エンコードされたデータは、通常の連続、切れ目のないビットストリームとして扱われなければなりません。 （表11を参照）EncodedByteAlignparameterはバイト境界に充填される各符号化された走査線を引き起こすために使用されてもよいです。

注3本は、CCITT標準およびファックス機によって規定されていないが、これを行うことはありません、いくつかのソフトウェアパッケージは、エンコードデータに便利なこの方法でそれを見つけます。

フィルタはEODに達した場合•、それは常に符号化データを、次の次のバイト境界にスキップするものとします。

フィルタは、表11にDamagedRowsBeforeErrorパラメータに注意を除き、すべてのエラー訂正または再同期を実行してはなりません。

表11に復号化を制御するために使用することができるオプションのパラメータ。特記する場合を除いて、すべての値は、データが符号化されたときに使用されるものと一致しなければならない、これらのパラメータのいずれかによってデコードフィルタに供給されます。

キータイプ値

使用される符号化方式識別Kinteger Aコード：<0純粋な二次元符号化（グループ4）= 0Pure一次元符号化（グループ3、1-D）> 0ミックス一次元及び二次元符号化（グループ3を、2- D）、ここで行は1次元最もKに続くことができる符号化された -  1本のラインが符号化された二次元フィルタは符号化されたデータを解釈する方法を決定するために、負、ゼロ、及びKの正の値を区別しなければなりません。しかし、それは異なる正Kvaluesを区別してはなりません。デフォルト値：0。
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NOTE 4 The compression achieved using CCITT encoding depends on the data, as well as on the value of various 
optional parameters. For Group 3 one-dimensional encoding, in the best case (all zeros), each scan line 
compresses to 4 bytes, and the compression factor depends on the length of a scan line. If the scan line is 300 
bytes long, a compression ratio of approximately 75 : 1 is achieved. The worst case, an image of alternating 
ones and zeros, produces an expansion of 2 : 9. 

7.4.7 JBIG2Decode Filter

The JBIG2Decode filter (PDF 1.4) decodes monochrome (1 bit per pixel) image data that has been encoded 
using JBIG2 encoding. 

NOTE 1 JBIG stands for the Joint Bi-Level Image Experts Group, a group within the International Organization for 
Standardization (ISO) that developed the format. JBIG2 is the second version of a standard originally released 
as JBIG1.  
 
JBIG2 encoding, which provides for both lossy and lossless compression, is useful only for monochrome 
images, not for colour images, grayscale images, or general data. The algorithms used by the encoder, and 

EndOfLine boolean A flag indicating whether end-of-line bit patterns shall be 
present in the encoding. The CCITTFaxDecode filter shall 
always accept end-of-line bit patterns. If EndOfLine is true
end-of-line bit patterns shall be present.Default value: false. 

EncodedByteAlign boolean A flag indicating whether the filter shall expect extra 0 bits 
before each encoded line so that the line begins on a byte 
boundary. If true, the filter shall skip over encoded bits to 
begin decoding each line at a byte boundary. If false, the filter 
shall not expect extra bits in the encoded representation. 
Default value: false. 

Columns integer The width of the image in pixels. If the value is not a multiple 
of 8, the filter shall adjust the width of the unencoded image 
to the next multiple of 8 so that each line starts on a byte 
boundary. Default value: 1728.

Rows integer The height of the image in scan lines. If the value is 0 or 
absent, the image’s height is not predetermined, and the 
encoded data shall be terminated by an end-of-block bit 
pattern or by the end of the filter’s data. Default value: 0. 

EndOfBlock boolean A flag indicating whether the filter shall expect the encoded 
data to be terminated by an end-of-block pattern, overriding 
the Rows parameter. If false, the filter shall stop when it has 
decoded the number of lines indicated by Rows or when its 
data has been exhausted, whichever occurs first. The end-of-
block pattern shall be the CCITT end-of-facsimile-block 
(EOFB) or return-to-control (RTC) appropriate for the K
parameter. Default value: true. 

BlackIs1 boolean A flag indicating whether 1 bits shall be interpreted as black 
pixels and 0 bits as white pixels, the reverse of the normal 
PDF convention for image data. Default value: false. 

DamagedRowsBeforeError integer The number of damaged rows of data that shall be tolerated 
before an error occurs. This entry shall apply only if 
EndOfLine is true and K is non-negative. Tolerating a 
damaged row shall mean locating its end in the encoded data 
by searching for an EndOfLine pattern and then substituting 
decoded data from the previous row if the previous row was 
not damaged, or a white scan line if the previous row was 
also damaged. Default value: 0. 

Table 11 –  Optional parameters for the CCITTFaxDecode filter  (continued)

Key Type Value

http://www.jpeg.org
http://www.jpeg.org
http://www.jpeg.org
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注4圧縮CCITT符号化を使用して達成は、データ上で、ならびに様々なオプションのパラメータの値に依存します。グループ3の一次元符号化のために、最良の場合（全てゼロ）で、各走査線は、4バイトに圧縮し、圧縮係数は、走査線の長さに依存します。走査線である場合には300バイト長、約75：1の圧縮比が達成されます。 9：最悪の場合、1とゼロの交互の画像は、2の膨張を生じさせます。

7.4.7 JBIG2Decodeフィルター

注1 JBIGが合同2値画像専門家グループ、フォーマットを開発し、国際標準化機構（ISO）内のグループを表します。 JBIG2はもともとJBIG1としてリリースされた標準の第二版です。不可逆的可逆的圧縮の両方を提供JBIG2の符号化は、唯一のモノクロ画像用のではなく、カラー画像、グレースケール画像、または一般的なデータのために有用です。エンコーダによって使用されるアルゴリズム、および

ラインはバイト境界で開始するようにフィルタが各符号化ラインの前に余分な0ビットを期待しなければならないかどうかを示すEncodedByteAlignboolean Aフラグ。 trueの場合、フィルタは、バイト境界でそれぞれのラインをデコード開始するために符号化ビットをスキップしなければなりません。 falseの場合、フィルタは、符号化表現で余分なビットを期待してはなりません。デフォルト値：falseを。

Columnsintegerピクセル単位での画像の幅。値が8の倍数でない場合、フィルタは、各ラインがバイト境界で開始するように8の倍数に符号化されていない画像の幅を調整しなければなりません。デフォルト値：1728。

走査線の画像の高さRowsinteger。値が0または存在しない場合、イメージの高さが所定のではなく、符号化データは、エンド・オブ・ブロックのビットパターンによって、又はフィルタのデータの終わりまでに終了しなければなりません。デフォルト値：0。

EndOfBlockbooleanAフラグフィルタは、符号化データは、行パラメータをオーバーライドする、エンドオブブロックパターンによって終端されることを期待しなければならないかどうかを示します。 falseの場合、フィルタは、行によって示されるまたはそのデータが使い果たされた場合、どちらが最初に発生した行の数をデコードしたときに停止しなければなりません。エンドオブブロックパターンは、CCITTエンドのファクシミリブロック（EOFB）またはKparameterのリターン・ツー・コントロール（RTC）は、適切なものでなければなりません。デフォルト値はtrue。

1ビットは、黒画素と白画素として0ビットに、画像データの通常のPDF規則の逆として解釈されなければならないかどうかを示すBlackIs1boolean Aフラグ。デフォルト値：falseを。

エラーが発生する前に許容されなければならないデータの損傷を受けた行の数DamagedRowsBeforeErrorintegerThe。 EndOfLineがtrueの場合、このエントリにのみ適用されるものとKは非負です。損傷を受けた行を許容する前の行も破損された場合EndOfLineパターンを検索し、次に前の行が破損していなかった場合、前の行からのデコードされたデータを置き換える、または白走査線で符号化されたデータにその端部を配置意味します。デフォルト値：0。

表11  -  CCITTFaxDecodeフィルタのオプションパラメータ（続き）

キータイプ値
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the details of the format, are not described here. See ISO/IEC 11544 published standard for the current JBIG2 
specification. Additional information can be found through the Web site for the JBIG and JPEG (Joint 
Photographic Experts Group) committees at < http://www.jpeg.org >.  
 
In general, JBIG2 provides considerably better compression than the existing CCITT standard (discussed in 
7.4.6, "CCITTFaxDecode Filter"). The compression it achieves depends strongly on the nature of the image. 
Images of pages containing text in any language compress particularly well, with typical compression ratios of 
20:1 to 50:1 for a page full of text.

The JBIG2 encoder shall build a table of unique symbol bitmaps found in the image, and other symbols found 
later in the image shall be matched against the table. Matching symbols shall be replaced by an index into the 
table, and symbols that fail to match shall be added to the table. The table itself shall be compressed using 
other means. 

NOTE 2 This method results in high compression ratios for documents in which the same symbol is repeated often, as 
is typical for images created by scanning text pages. It also results in high compression of white space in the 
image, which does not need to be encoded because it contains no symbols.  
 
While best compression is achieved for images of text, the JBIG2 standard also includes algorithms for 
compressing regions of an image that contain dithered halftone images (for example, photographs).

The JBIG2 compression method may also be used for encoding multiple images into a single JBIG2 bit stream.

NOTE 3 Typically, these images are scanned pages of a multiple-page document. Since a single table of symbol 
bitmaps is used to match symbols across multiple pages, this type of encoding can result in higher 
compression ratios than if each of the pages had been individually encoded using JBIG2.

In general, an image may be specified in PDF as either an image XObject or an inline image (as described in 
8.9, "Images"); however, the JBIG2Decode filter shall not be used with inline images.

This filter addresses both single-page and multiple-page JBIG2 bit streams by representing each JBIG2 page 
as a PDF image, as follows: 

• The filter shall use the embedded file organization of JBIG2. (The details of this and the other types of file 
organization are provided in an annex of the ISO specification.) The optional 2-byte combination (marker) 
mentioned in the specification shall not be used in PDF. JBIG2 bit streams in random-access organization 
should be converted to the embedded file organization. Bit streams in sequential organization need no 
reorganization, except for the mappings described below. 

• The JBIG2 file header, end-of-page segments, and end-of-file segment shall not be used in PDF. These 
should be removed before the PDF objects described below are created. 

• The image XObject to which the JBIG2Decode filter is applied shall contain all segments that are 
associated with the JBIG2 page represented by that image; that is, all segments whose segment page 
association field contains the page number of the JBIG2 page represented by the image. In the image 
XObject, however, the segment’s page number should always be 1; that is, when each such segment is 
written to the XObject, the value of its segment page association field should be set to 1. 

• If the bit stream contains global segments (segments whose segment page association field contains 0), 
these segments shall be placed in a separate PDF stream, and the filter parameter listed in Table 12
should refer to that stream. The stream can be shared by multiple image XObjects whose JBIG2 
encodings use the same global segments. 

Table 12 –  Optional parameter for the JBIG2Decode filter  

Key Type Value

JBIG2Globals stream A stream containing the JBIG2 global (page 0) segments. Global 
segments shall be placed in this stream even if only a single JBIG2 
image XObject refers to it. 

http://www.jpeg.org
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フォーマットの詳細は、ここに記載されていません。現在のJBIG2の仕様のためのISO / IEC 11544に公開標準を参照してください。追加情報は、JBIGやJPEG（Joint Photographic Experts Group）方式委員会<http://www.jpeg.org>のためのWebサイトから見つけることができます。一般に、JBIG2は、既存の（7.4.6で説明した、「CCITTFaxDecodeフィルタ」）CCITT規格よりもかなり良好な圧縮を提供します。それが実現した圧縮は、画像の性質に強く依存します。 20の典型的な圧縮比が特によく、任意の言語の圧縮のテキストを含むページの画像、：1〜50：1、テキストの全ページについて。

JBIG2符号化ユニークシンボルビットマップのテーブルを構築しなければならないが、画像で発見、他の記号は、後で画像内のテーブルと照合しなければならないが見つかりました。一致するシンボルがテーブルへのインデックスによって置き換えられなければならない、と一致しないシンボルがテーブルに追加されなければなりません。テーブル自体は、他の手段を使用して圧縮されなければなりません。

注2テキストのページをスキャンすることによって作成されたイメージのために典型的であるように、同じ記号は、頻繁に繰り返された文書のための高圧縮比でのこのメソッドの結果。また、それは何の記号が含まれていないため、エンコードする必要はありません画像にホワイトスペースの高圧縮につながります。最高の圧縮は、テキストのイメージのために達成されている間、JBIG2規格は、（例えば、写真）ディザリングハーフトーン画像を含む画像の領域を圧縮するためのアルゴリズムを含みます。

JBIG2圧縮方法は、単一のJBIG2ビットストリームに複数の画像を符号化するために使用することができます。

注3一般的に、これらの画像は、複数ページの文書のページをスキャンしています。シンボルビットマップの単一のテーブルが複数のページにわたってシンボルを一致させるために使用されるので、符号化のこのタイプは、各ページを個別JBIG2を使用して符号化された場合よりも高い圧縮率をもたらすことができます。

（8.9、「画像」に記載されているように）一般的に、画像は、画像のXObjectまたはインライン画像のいずれかとしてPDFに指定してもよいです。しかし、JBIG2Decodeフィルタは、インライン画像を使用してはなりません。

次のように、PDF画像として各JBIG2ページを示すことによって、このフィルタは、アドレスの両方単一ページおよび複数ページJBIG2ビットストリームを：

•フィルタは、JBIG2の埋め込まれたファイル編成を使用しなければなりません。 （これの詳細とファイル構成の他の種類は、ISO規格の附属書に提供されています。）仕様で述べたオプションの2バイトの組み合わせ（マーカー）をPDFで使用してはなりません。ランダム・アクセス・組織内のJBIG2のビットストリームは、埋め込まれたファイルの編成に変換する必要があります。ビットは、以下に記載のマッピングを除き、順編成の必要性なし再編にストリーム。

、JBIG2ファイルヘッダ・エンド・オブ・ページセグメント、およびエンドオブファイルセグメントがPDFで使用してはなりません。下記のPDFのオブジェクトが作成される前に、これらを除去しなければなりません。

•JBIG2Decodeフィルタが適用される画像のXObjectは、その画像が表すJBIG2ページに関連付けられているすべてのセグメントを含まなければなりません。それは、そのセグメントページ関連フィールドは、画像によって表さJBIG2ページのページ番号が含まれているすべてのセグメントです。画像のXObjectでは、しかし、セグメントのページ数は常に1であるべきです。このような各セグメントがのXObjectに書き込まれるときには、そのセグメント・ページの関連フィールドの値を1に設定する必要がされています。

•ビットストリームは、グローバルセグメント（そのセグメントページ関連フィールド0が含まれているセグメント）が含まれている場合、これらのセグメントは、別々のPDFストリームに置かれるものとし、表に列挙されたフィルタパラメータは、そのストリームを参照12should。ストリームは、そのJBIG2符号化と同じグローバルセグメントを使用する複数の画像XObjectsで共有することができます。

キータイプ値
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EXAMPLE 1 The following shows an image that was compressed using the JBIG2 compression method and then 
encoded in ASCII hexadecimal representation. Since the JBIG2 bit stream contains global segments, 
these segments are placed in a separate PDF stream, as indicated by the JBIG2Globals filter parameter. 
 
5 0 obj 

<< /Type /XObject 
/Subtype /Image 
/Width 52 
 /Height 66 
/ColorSpace /DeviceGray 
/BitsPerComponent 1 
 /Length 224 
 /Filter [ /ASCIIHexDecode /JBIG2Decode ] 
 /DecodeParms [ null << /JBIG2Globals 6 0 R >> ] 

>> 
stream 
000000013000010000001300000034000000420000000000 
00000040000000000002062000010000001e000000340000 
004200000000000000000200100000000231db51ce51ffac > 
endstream 
endobj 
 
6 0 obj 

<< /Length 126 
 /Filter /ASCIIHexDecode 

>> 
stream 
0000000000010000000032000003fffdff02fefefe000000 
01000000012ae225aea9a5a538b4d9999c5c8e56ef0f872 
7f2b53d4e37ef795cc5506dffac > 
endstream 
endobj

The JBIG2 bit stream for this example is as follows: 

EXAMPLE 2 97 4A 42 32 0D 0A 1A 0A 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 32 
00 00 03 FF FD FF 02 FE FE FE 00 00 00 01 00 00 00 01 2A E2 25 AE A9 A5 
A5 38 B4 D9 99 9C 5C 8E 56 EF 0F 87 27 F2 B5 3D 4E 37 EF 79 5C C5 50 6D 
FF AC 00 00 00 01 30 00 01 00 00 00 13 00 00 00 34 00 00 00 42 00 00 00 
00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 06 20 00 01 00 00 00 1E 00 00 00 34 
00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 10 00 00 00 02 31 DB 51 CE 51 
FF AC 00 00 00 03 31 00 01 00 00 00 00 00 00 00 04 33 01 00 00 00 00

This bit stream is made up of the following parts (in the order listed): 

a) The JBIG2 file header  
 
97 4A 42 32 0D 0A 1A 0A 01 00 00 00 01 
 
Since the JBIG2 file header shall not used in PDF, this header is not placed in the JBIG2 stream object and 
is discarded. 

b) The first JBIG2 segment (segment 0)—in this case, the symbol dictionary segment  
 
00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 32 00 00 03 FF FD FF 02 FE FE FE 00 00 00 
01 00 00 00 01 2A E2 25 AE A9 A5 A5 38 B4 D9 99 9C 5C 8E 56 EF 0F 87 
27 F2 B5 3D 4E 37 EF 79 5C C5 50 6D FF AC 
 
This is a global segment (segment page association = 0) and so shall be placed in the JBIG2Globals
stream. 
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実施例1以下に示しJBIG2圧縮方式を用いて圧縮した後、ASCII 16進表現で符号化された画像。 JBIG2ビットストリームは、グローバルセグメントを含むのでJBIG2Globalsフィルタパラメータによって示されるように、これらのセグメントは、別々のPDFストリームに配置されます。 5 0 OBJ << /タイプ/のXObject /サブタイプ/イメージ/幅52 /高さ66 /のColorSpace / DeviceGray / BitsPerComponent 1 /長さ224 /フィルタ[/ ASCIIHexDecode / JBIG2Decode] / DecodeParms [ヌル<< / JBIG2Globals 6 0 R >> ] >>ストリーム000000013000010000001300000034000000420000000000 00000040000000000002062000010000001e000000340000 004200000000000000000200100000000231db51ce51ffac> endstream endobj 6 0 OBJ << /長さ126 /フィルタ/ ASCIIHexDecode >>ストリーム0000000000010000000032000003fffdff02fefefe000000 01000000012ae225aea9a5a538b4d9999c5c8e56ef0f872 7f2b53d4e37ef795cc5506dffac> endstream endobj

実施例2 97 4A 42 32 0D 0A 1A 0A 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 32 00 00 03 FF FD FF 02 FE FE FE 00 00 00 01 00 00 00 01（a）E2 25 AE A9 A5 A5 38 B4 D9 99（c）（c）（e）56 EF 0F 87 27 F2 B5 3D 4E 37 EF 79（c）C5 50 6D FF AC 00 00 00 01 30 00 01 00 00 00 13 00 00 00 34 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 06 20 00 01 00 00 00 1E 00 00 00 34 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 10 00 00 00 02 31 DB 51 CE 51 FF AC 00 00 00 03 31 00 01 00 00 00 00 00 00 00 04 33 01 00 00 00 00

A）JBIG2ファイルヘッダを97 4A 42 32 0D 0A 1A 0A 01 00 00 00 01 JBIG2ファイルヘッダがPDFで使用してはならないので、このヘッダは、JBIG2ストリームオブジェクト内に配置されておらず、廃棄されます。

B）この場合-in第JBIG2セグメント（セグメント0）、シンボル辞書セグメント00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 32 00 00 03 FF FF FD 02 FE FE FE 00 00 00 01 00 00 00 01（a）E2を25 AE A9 A5 A5 38 B4 D9 99（c）（c）（e）56 EF 0F 87 27 F2 B5 3D 4E 37 EF 79（c）C5 50 6D FF ACこれは、グローバルセグメント（セグメント・ページ・アソシエーション= 0）であるので、JBIG2Globalsstreamに入れなければなりません。
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c) The page information segment  
 
00 00 00 01 30 00 01 00 00 00 13 00 00 00 34 00 00 00 42 00 00 00 00 
00 00 00 00 40 00 00 
 
and the immediate text region segment  
 
00 00 00 02 06 20 00 01 00 00 00 1E 00 00 00 34 00 00 00 42 00 00 00 
00 00 00 00 00 02 00 10 00 00 00 02 31 DB 51 CE 51 FF AC 
 
These two segments constitute the contents of the JBIG2 page and shall be placed in the PDF XObject 
representing this image. 

d) The end-of-page segment  
 
00 00 00 03 31 00 01 00 00 00 00 
 
and the end-of-file segment 
 
00 00 00 04 33 01 00 00 00 00 
 
Since these segments shall not be used in PDF, they are discarded. 

The resulting PDF image object, then, contains the page information segment and the immediate text region 
segment and refers to a JBIG2Globals stream that contains the symbol dictionary segment. 

7.4.8 DCTDecode Filter

The DCTDecode filter decodes grayscale or colour image data that has been encoded in the JPEG baseline 
format. See Adobe Technical Note #5116 for additional information about the use of JPEG “markers.”

NOTE 1 JPEG stands for the Joint Photographic Experts Group, a group within the International Organization for 
Standardization that developed the format; DCT stands for discrete cosine transform, the primary technique 
used in the encoding. 
 
JPEG encoding is a lossy compression method, designed specifically for compression of sampled continuous-
tone images and not for general data compression. 

Data to be encoded using JPEG shall consist of a stream of image samples, each consisting of one, two, three, 
or four colour components. The colour component values for a particular sample shall appear consecutively. 
Each component value shall occupy a byte. 

During encoding, several parameters shall control the algorithm and the information loss. The values of these 
parameters, which include the dimensions of the image and the number of components per sample, are entirely 
under the control of the encoder and shall be stored in the encoded data. DCTDecode may obtain the 
parameter values it requires directly from the encoded data. However, in one instance, the parameter need not 
be present in the encoded data but shall be specified in the filter parameter dictionary; see Table 13. 

NOTE 2 The details of the encoding algorithm are not presented here but are in the ISO standard and in JPEG: Still 
Image Data Compression Standard, by Pennebaker and Mitchell (see the Bibliography). Briefly, the JPEG 
algorithm breaks an image up into blocks that are 8 samples wide by 8 samples high. Each colour component 
in an image is treated separately. A two-dimensional DCT is performed on each block. This operation produces 
64 coefficients, which are then quantized. Each coefficient may be quantized with a different step size. It is this 
quantization that results in the loss of information in the JPEG algorithm. The quantized coefficients are then 
compressed.
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D）末端のページセグメント00 00 00 03 31 00 01 00 00 00 00とエンドオブファイルセグメント00 00 00 04 33 01 00 00 00 00これらのセグメントは、PDFで使用してはならないので、それらは廃棄されました。

得られたPDFの画像オブジェクトは、その後、ページ情報セグメントおよび即時テキスト領域セグメントを含み、シンボル辞書セグメントを含むJBIG2Globalsストリームを指します。

7.4.8 DCTDecodeフィルター

DCTDecodeフィルタは、JPEGベースライン形式で符号化されたグレースケールまたはカラー画像データを復号します。 JPEGの使用に関する追加情報を参照してくださいアドビのテクニカルノート＃5116「マーカー。」

注1 JPEGは共同写真専門家グループ、フォーマットを開発し、国際標準化機構内のグループを表します。 DCTは、離散コサイン変換の略で、エンコーディングに使用される主要技術。 JPEG符号化は、具体的にサンプリングされた連続階調画像の圧縮のためではなく一般的なデータ圧縮のために設計された非可逆圧縮方式です。

データは、画像サンプルのストリームで構成するJPEGを用いて符号化されるべき各は、1つ、2つ、3つ、または4つの色成分からなります。特定のサンプルのための色成分値が連続して表示されなければなりません。各成分値は、バイトを占有するものとします。

エンコード時に、いくつかのパラメータは、アルゴリズムや情報の損失を制御するものとします。画像の寸法およびサンプル当たりの成分の数を含む、これらのパラメータの値は、エンコーダの制御下で完全であり、符号化データに格納されなければなりません。 DCTDecodeは、エンコードされたデータから直接必要なパラメータ値を得ることができます。しかし、一例では、パラメータが必要で符号化されたデータには存在しないが、フィルタパラメータ辞書に指定されなければなりません。表13を参照してください。

（参考文献を参照）Pennebakerとミッチェルによって、静止画像データの圧縮規格：注2符号化アルゴリズムの詳細については、ここで紹介するが、ISO規格にとJPEGであるされていません。簡単に言えば、JPEGアルゴリズムは、8つのサンプル高で8個のサンプル幅のある画像をブロックに分割します。画像の各色成分は、別々に処理されます。二次元DCTが各ブロックで実行されます。この操作は、次に量子化される64個の係数を生成します。各係数は異なるステップサイズで量子化することができます。これは、JPEGアルゴリズムにおける情報の損失をもたらすことは、この量子化です。量子化係数は、その後、圧縮されます。
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NOTE 3 The encoding algorithm can reduce the information loss by making the step size in the quantization smaller at 
the expense of reducing the amount of compression achieved by the algorithm. The compression achieved by 
the JPEG algorithm depends on the image being compressed and the amount of loss that is acceptable. In 
general, a compression of 15 : 1 can be achieved without perceptible loss of information, and 30 : 1 
compression causes little impairment of the image. 

NOTE 4 Better compression is often possible for colour spaces that treat luminance and chrominance separately than 
for those that do not. The RGB-to-YUV conversion provided by the filters is one attempt to separate luminance 
and chrominance; it conforms to CCIR recommendation 601-1. Other colour spaces, such as the CIE 1976 
L*a*b* space, may also achieve this objective. The chrominance components can then be compressed more 
than the luminance by using coarser sampling or quantization, with no degradation in quality. 

In addition to the baseline JPEG format, beginning with PDF 1.3, the DCTDecode filter shall support the 
progressive JPEG extension. This extension does not add any entries to the DCTDecode parameter 
dictionary; the distinction between baseline and progressive JPEG shall be represented in the encoded data. 

NOTE 5 There is no benefit to using progressive JPEG for stream data that is embedded in a PDF file. Decoding 
progressive JPEG is slower and consumes more memory than baseline JPEG. The purpose of this feature is 
to enable a stream to refer to an external file whose data happens to be already encoded in progressive JPEG. 

7.4.9 JPXDecode Filter

The JPXDecode filter (PDF 1.5) decodes data that has been encoded using the JPEG2000 compression 
method, an ISO standard for the compression and packaging of image data. 

NOTE 1 JPEG2000 defines a wavelet-based method for image compression that gives somewhat better size reduction 
than other methods such as regular JPEG or CCITT. Although the filter can reproduce samples that are 
losslessly compressed.

Table 13 –  Optional parameter for the DCTDecode filter  

Key Type Value

ColorTransform integer (Optional) A code specifying the transformation that shall be 
performed on the sample values: 
0 No transformation. 
1 If the image has three colour components, RGB values shall be 

transformed to YUV before encoding and from YUV to RGB after 
decoding. If the image has four components, CMYK values shall 
be transformed to YUVK before encoding and from YUVK to 
CMYK after decoding. This option shall be ignored if the image has 
one or two colour components.

If the encoding algorithm has inserted the Adobe-defined markera
code in the encoded data indicating the ColorTransform value, then 
the colours shall be transformed, or not, after the DCT decoding has 
been performed according to the value provided in the encoded data 
and the value of this dictionary entry shall be ignored. If the Adobe-
defined marker code in the encoded data indicating the 
ColorTransform value is not present then the value specified in this 
dictionary entry will be used. If the Adobe-defined marker code in the 
encoded data indicating the ColorTransform value is not present and 
this dictionary entry is not present in the filter dictionary then the 
default value of ColorTransform shall be 1 if the image has three 
components and 0 otherwise.

a Parameters that control the decoding process as well as other metadata is embedded within the encoded data 
stream using a notation referred to as “markers”. When it defined the use of JPEG images within PostScript data 
streams, Adobe System Incorporated defined a particular set of rules pertaining to which markers are to be 
recognized, which are to be ignored and which are considered errors. A specific Adobe-defined marker was also 
introduced. The exact rules for producing and consuming DCT encoded data within PostScript are provide in 
Adobe Technical Note #5116 (reference). PDF DCT Encoding shall exactly follow those rules established by 
Adobe for PostScript.
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注記3符号化アルゴリズムは、アルゴリズムによって達成される圧縮の量を低減させる犠牲に小さい量子化ステップサイズを行うことで、情報の損失を低減することができます。 JPEGアルゴリズムによって達成される圧縮は、圧縮された画像と許容できる損失の量に依存します。一般的に、15の圧縮：1は、知覚情報の損失、及び30なしに達成することができる：1つの圧縮は、画像のほとんど障害を引き起こします。

NOTE 4Better圧縮は別にそうでないものよりも御馳走輝度と色差という色空間のためにしばしば可能です。フィルタによって提供RGBツーYUV変換は、別個の輝度及びクロミナンスへの1つの試みです。それはCCIR勧告601-1に準拠しています。このようCIE 1976 L * A * B *スペースなどの他の色空間も、この目的を達成することができます。クロミナンス成分は、その後、品質の劣化なしで、粗いサンプリング又は量子化を使用することにより、より輝度より圧縮することができます。

ベースラインJPEG形式に加えて、PDF 1.3で始まる、DCTDecodeフィルタは、プログレッシブJPEGの拡張をサポートしなければなりません。この拡張は、DCTDecodeパラメータ辞書にエントリを追加しません。ベースラインとプログレッシブJPEGの区別は、符号化データで表現されなければなりません。

7.4.9 JPXDecodeフィルター

JPXDecodeフィルタ（PDF 1.5）は、JPEG2000圧縮方法、画像データの圧縮およびパッケージングのためのISO規格を用いて符号化されたデータを復号します。

注1 JPEG2000は、定期的なJPEGやCCITTなどの他の方法よりも幾分良好小型化を与える画像圧縮のためのウェーブレットに基づく方法を定義しています。フィルタは、可逆圧縮されたサンプルを再現することができますが。

キータイプ値

0なしの変換：サンプル値に対して実行されなければならない変換を指定ColorTransforminteger（オプション）Aコード。画像は、3つの色成分を有する場合1は、RGB値は、復号後のYUVからRGBへのコードと前YUVに変換されなければなりません。画像は、4つの構成要素を有する場合、CMYK値は、符号化前とYUVKから復号後のCMYKにYUVKに変換しなければなりません。画像は、1つのまたは2つの色成分を持っている場合、このオプションは無視されなければなりません。

エンコードアルゴリズムは、アドビシステムズ社が定義しmarkeraを挿入した場合

DCT復号化は、符号化データに提供された値に応じて行われていると、この辞書エントリの値は無視しなければならない後のColorTransform値を示す符号化データのコードは、その後、色は、形質転換された、又はしないものとします。たColorTransform値を示す符号化データにおけるAdobe定義のマーカーコードが存在しない場合、この辞書エントリーで指定された値が使用されます。たColorTransform値を示す符号化データにおけるAdobe定義のマーカーコードが存在せず、この辞書エントリがフィルタ辞書に存在しない場合、画像は、そうでなければ三の成分と0を有する場合、その後のColorTransformのデフォルト値は1でなければなりません。

制御復号処理だけでなく、他のメタデータは、表記を使用して符号化されたデータストリーム内に埋め込まれていることaParametersは、「マーカー」と呼ばれます。それはPostScriptデータ・ストリーム内のJPEG画像の使用を定義した場合には、Adobe System Incorporated（アドビシステムズ社）は無視されるべきであり、誤差を考慮されるマーカーが認識されるべきに関する規則の特定のセットを定義しました。特定のAdobe定義のマーカーも導入されました。 DCTを生産と消費のための正確な規則は、PostScript内のデータを符号化されたアドビテクニカルノート＃5116（参照）で提供されています。 PDF DCT符号化は、まさにのPostScriptは、Adobeによって確立されたこれらのルールに従わなければなりません。
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This filter shall only be applied to image XObjects, and not to inline images (see 8.9, "Images"). It is suitable 
both for images that have a single colour component and for those that have multiple colour components. The 
colour components in an image may have different numbers of bits per sample. Any value from 1 to 38 shall be 
allowed.

NOTE 2 From a single JPEG2000 data stream, multiple versions of an image may be decoded. These different 
versions form progressions along four degrees of freedom: sampling resolution, colour depth, band, and 
location. For example, with a resolution progression, a thumbnail version of the image may be decoded from 
the data, followed by a sequence of other versions of the image, each with approximately four times as many 
samples (twice the width times twice the height) as the previous one. The last version is the full-resolution 
image.

NOTE 3 Viewing and printing applications may gain performance benefits by using the resolution progression. If the 
full-resolution image is densely sampled, the application may be able to select and decode only the data 
making up a lower-resolution version, thereby spending less time decoding. Fewer bytes need be processed, a 
particular benefit when viewing files over the Web. The tiling structure of the image may also provide benefits if 
only certain areas of an image need to be displayed or printed.

NOTE 4 Information on these progressions is encoded in the data; no decode parameters are needed to describe them. 
The decoder deals with any progressions it encounters to deliver the correct image data. Progressions that are 
of no interest may simply have performance consequences. 

The JPEG2000 specifications define two widely used formats, JP2 and JPX, for packaging the compressed 
image data. JP2 is a subset of JPX. These packagings contain all the information needed to properly interpret 
the image data, including the colour space, bits per component, and image dimensions. In other words, they 
are complete descriptions of images (as opposed to image data that require outside parameters for correct 
interpretation). The JPXDecode filter shall expect to read a full JPX file structure—either internal to the PDF file 
or as an external file. 

NOTE 5 To promote interoperability, the specifications define a subset of JPX called JPX baseline (of which JP2 is also 
a subset). The complete details of the baseline set of JPX features are contained in ISO/IEC 15444-2, 
Information Technology—JPEG 2000 Image Coding System: Extensions (see the Bibliography). See also 
<http://www.jpeg.org/jpeg2000/>.

Data used in PDF image XObjects shall be limited to the JPX baseline set of features, except for enumerated 
colour space 19 (CIEJab). In addition, enumerated colour space 12 (CMYK), which is part of JPX but not JPX 
baseline, shall be supported in a PDF.

A JPX file describes a collection of channels that are present in the image data. A channel may have one of 
three types:

• An ordinary channel contains values that, when decoded, shall become samples for a specified colour 
component.

• An opacity channel provides samples that shall be interpreted as raw opacity information.

• A premultiplied opacity channel shall provide samples that have been multiplied into the colour samples of 
those channels with which it is associated. 

Opacity and premultiplied opacity channels shall be associated with specific colour channels. There shall not 
be more than one opacity channel (of either type) associated with a given colour channel. 

EXAMPLE It is possible for one opacity channel to apply to the red samples and another to apply to the green and 
blue colour channels of an RGB image.

NOTE 6 The method by which the opacity information is to be used is explicitly not specified, although one possible 
method shows a normal blending mode.

In addition to using opacity channels for describing transparency, JPX files also have the ability to specify 
chroma-key transparency. A single colour may be specified by giving an array of values, one value for each 
colour channel. Any image location that matches this colour shall be considered to be completely transparent.

http://www.jpeg.org/jpeg2000/
http://www.jpeg.org/jpeg2000/
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このフィルタは、（8.9、「イメージ」を参照）は、画像XObjectsにはなく、インライン画像に適用されなければなりません。これは、単一の色成分を有する画像および複数の色成分を有するものの両方に適しています。画像の色成分はサンプルあたりのビット数が異なることができます。 1から38までの任意の値が許容されなければなりません。

単一JPEG2000データストリームから注2、画像の複数のバージョンを復号することができます。サンプリング解像度、色深度、バンド、および位置：これらの異なるバージョンは、4つの自由度に沿って進行を形成します。例えば、解像度の進行と、画像のサムネイルバージョンは、データから復号することができる画像の他のバージョンのシーケンスが続く、などの多くのサンプル（幅の2倍倍倍の高さ）の約4倍とそれぞれ前の1。最後のバージョンは、フル解像度の画像です。

NOTE 3Viewingと印刷アプリケーションでは、解像度の進行を使用してパフォーマンス上の利点を得てもよいです。フル解像度の画像を密にサンプリングされる場合、アプリケーションは、それによって復号少ない時間を費やし、より低い解像度のバージョンを構成するデータのみを選択して復号することができるかもしれません。 Web上のファイルを表示したときより少ないバイトは、特定の利益を処理される必要があります。画像必要の特定の領域のみを表示または印刷する場合、画像のタイリング構造も利点を提供することができます。

JPEG2000規格は、圧縮された画像データを包装するため、2つの広く使用されるフォーマット、JP2とJPXを定義します。 JP2はJPXのサブセットです。これらの包装は、適切に色空間成分あたりのビット数、および画像サイズを含む、画像データを解釈するために必要なすべての情報を含みます。換言すれば、それらは画像の完全な記述（正しい解釈のための外部パラメータを必要とする画像データとは対照的に）です。 JPXDecodeフィルタは、フルJPXファイル構造のいずれかのPDFファイルまたは外部ファイルとして内部を読み取るために期待します。

相互運用性を促進するためにNOTE 5、仕様はJPXのサブセットが（JP2もサブセットとなっている）JPXベースラインと呼ばれる定義します。 JPX機能のベースラインセットの完全な詳細は、ISO / IEC 15444から2、符号化システム情報技術-JPEG 2000画像に含まれています。拡張機能（参考文献を参照します）。また、<http://www.jpeg.org/jpeg2000/>を参照してください。

データは、列挙された色空間19（CIEJab）を除いて、機能のJPXベースラインのセットに限定されるものとPDF画像XObjectsに使用しました。また、JPXの一部が、JPXない基準で列挙した色空間12（CMYK）は、PDFでサポートされなければなりません。

A JPXファイルは、画像データ内に存在しているチャンネルのコレクションを記述します。チャネルは、3種類のいずれかを持っていることがあります。

•通常のチャネルは、復号された場合、指定された色成分のためのサンプルとなるものとする値を含みます。

•不透明チャネルは、生の不透明度情報として解釈されるべきサンプルを提供します。

実施例は、RGB画像の緑色及び青色のカラーチャンネルに適用する赤色サンプルおよび他に適用する一つの不透明度チャネルことが可能です。

不透明度情報を明示的に指定されていない使用されるべきことでNOTE 6The法、一つの可能な方法を示しているが、通常のブレンディングモード。

透明性を記述するための不透明度チャネルを使用することに加えて、JPXファイルもクロマキー透明度を指定する機能を持っています。単一色は、各カラーチャンネルに対して1つの値を値の配列を与えることによって指定することができます。この色に一致する任意の画像の位置は完全に透明であると見なされなければなりません。
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Images in JPX files may have one of the following colour spaces: 

• A predefined colour space, chosen from a list of enumerated colour spaces. (Two of these are actually 
families of spaces and parameters are included.)

• A restricted ICC profile. These are the only sorts of ICC profiles that are allowed in JP2 files.

• An input ICC profile of any sort defined by ICC-1. 

• A vendor-defined colour space. 

More than one colour space may be specified for an image, with each space being tagged with a precedence 
and an approximation value that indicates how well it represents the preferred colour space. In addition, the 
image’s colour space may serve as the foundation for a palette of colours that are selected using samples 
coming from the image’s data channels: the equivalent of an Indexed colour space in PDF.

There are other features in the JPX format beyond describing a simple image. These include provisions for 
describing layering and giving instructions on composition, specifying simple animation, and including generic 
XML metadata (along with JPEG2000-specific schemas for such data). Relevant metadata should be 
replicated in the image dictionary’s Metadata stream in XMP format (see 14.3.2, "Metadata Streams").

When using the JPXDecode filter with image XObjects, the following changes to and constraints on some 
entries in the image dictionary shall apply (see 8.9.5, "Image Dictionaries" for details on these entries):

• Width and Height shall match the corresponding width and height values in the JPEG2000 data. 

• ColorSpace shall be optional since JPEG2000 data contain colour space specifications. If present, it shall 
determine how the image samples are interpreted, and the colour space specifications in the JPEG2000 
data shall be ignored. The number of colour channels in the JPEG2000 data shall match the number of 
components in the colour space; a conforming writer shall ensure that the samples are consistent with the 
colour space used.

• Any colour space other than Pattern may be specified. If an Indexed colour space is used, it shall be 
subject to the PDF limit of 256 colours. If the colour space does not match one of JPX’s enumerated colour 
spaces (for example, if it has two colour components or more than four), it should be specified as a vendor 
colour space in the JPX data.

• If ColorSpace is not present in the image dictionary, the colour space information in the JPEG2000 data 
shall be used. A JPEG2000 image within a PDF shall have one of: the baseline JPX colorspaces; or 
enumerated colorspace 19 (CIEJab) or enumerated colorspace 12 (CMYK); or at least one ICC profile that 
is valid within PDF. Conforming PDF readers shall support the JPX baseline set of enumerated colour 
spaces; they shall also be responsible for dealing with the interaction between the colour spaces and the 
bit depth of samples. 

• If multiple colour space specifications are given in the JPEG2000 data, a conforming reader should 
attempt to use the one with the highest precedence and best approximation value. If the colour space is 
given by an unsupported ICC profile, the next lower colour space, in terms of precedence and 
approximation value, shall be used. If no supported colour space is found, the colour space used shall be 
DeviceGray, DeviceRGB, or DeviceCMYK, depending on the whether the number of channels in the 
JPEG2000 data is 1,3, or 4.

• SMaskInData specifies whether soft-mask information packaged with the image samples shall be used 
(see 11.6.5.3, "Soft-Mask Images"); if it is, the SMask entry shall not be present. If SMaskInData is 
nonzero, there shall be only one opacity channel in the JPEG2000 data and it shall apply to all colour 
channels.

• Decode shall be ignored, except in the case where the image is treated as a mask; that is, when 
ImageMask is true. In this case, the JPEG2000 data shall provide a single colour channel with 1-bit 
samples.
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•Aは、列挙された色空間のリストから選択し、カラースペースを事前に定義しました。 （これらの2つは、実際にスペースやパラメータの家族が含まれています。）

•Aは、ICCプロファイルを制限しました。これらは、JP2ファイルに許可されているICCプロファイルの唯一の種類です。

複数の色空間は、各空間を優先して、好ましい色空間を表す方法も示す近似値でタグ付けされた状態で、画像に指定してもよいです。 PDFにおけるインデックスカラー空間の当量加えて、画像の色空間は、画像のデータチャネルからのサンプルを使用して、選択された色のパレットのための基礎として役立つことができます。

簡単な画像を記述する超えてJPXフォーマットの他の機能があります。これらは、記述積層および単純なアニメーションを指定して、組成物の指示を与え、そして（例えば、データのためのJPEG2000特有のスキーマと一緒に）、一般的なXMLメタデータを含むための規定を含みます。関連するメタデータはXMP形式の画像辞書のメタデータ・ストリームに複製する必要があります（14.3.2を参照してください、「メタデータストリーム」）。

画像XObjectsとJPXDecodeフィルタを使用する場合は、画像辞書内のいくつかのエントリに次の変更と制約は（これらのエントリの詳細については、「画像辞書を」8.9.5を参照）を適用しなければなりません：

JPEG2000データがカラースペースの仕様が含まれているため•のColorSpaceは任意とします。存在する場合、それは、画像サンプルがどのように解釈されるかを決定しなければならない、とJPEG2000データの色空間指定は無視されます。 JPEG2000データの色チャネルの数は、色空間内のコンポーネントの数と一致しなければなりません。準拠した作家はサンプルが使用されるカラースペースと一致していることを保証しなければなりません。

•パターン以外の任意の色空間を指定することができます。インデックスカラースペースを使用する場合は、256色のPDFの制限に従うものとします。色空間はJPXの列挙された色空間の1つに一致しない場合（これは2つの色成分またはつ以上を有している場合など）には、JPXデータにおけるベンダ色空間に設定されるべきです。

•のColorSpaceは、画像辞書に存在しない場合は、JPEG2000データにおける色空間情報を使用しなければなりません。 PDF内のJPEG2000画像は次のいずれかでなければならない：ベースラインJPXの色空間を、または列挙色空間19（CIEJab）または列挙色空間12（CMYK）。 PDF内で有効であるか、少なくとも一つのICCプロファイル。 PDFリーダーを準拠して列挙色空間のJPXベースラインセットをサポートしなければなりません。彼らはまた、色空間とサンプルのビット深度の間の相互作用に対処するための責任を負わなければなりません。

複数の色空間の仕様は、JPEG2000データに記載されている場合•、準拠する読者は、最高の優先順位を持つ1と最良の近似値を使用しようとする必要があります。色空間はサポートされていないICCプロファイル、次の下位色空間で指定された場合、優先順位及び近似値で、使用されなければなりません。全くサポート色空間が見つからない場合、使用される色空間は、JPEG2000データのチャネル数が1,3、または4であるか否かに応じて、DeviceGray、DeviceRGBで、又はDeviceCMYKでなければなりません。

画像サンプルと共にパッケージソフトマスク情報を使用しなければならないかどうか•SMaskInDataを指定（11.6.5.3を参照して、「ソフトマスク画像」）。それがある場合は、SMASKエントリが存在してはなりません。 SMaskInDataがゼロでない場合は、そこにJPEG2000データに一つだけの不透明度チャネルでなければならず、それは、すべてのカラーチャンネルに適用しなければなりません。

•デコード画像は、マスクとして扱われる場合を除き、無視されなければなりません。それはImageMaskがtrueの場合、です。この場合、JPEG2000データは、1ビットのサンプルで単一のカラーチャネルを提供しなければなりません。
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7.4.10 Crypt Filter

The Crypt filter (PDF 1.5) allows the document-level security handler (see 7.6, "Encryption") to determine 
which algorithms should be used to decrypt the input data. The Name parameter in the decode parameters 
dictionary for this filter (see Table 14) shall specify which of the named crypt filters in the document (see 7.6.5, 
"Crypt Filters") shall be used. The Crypt filter shall be the first filter in the Filter array entry.

In addition, the decode parameters dictionary may include entries that are private to the security handler. 
Security handlers may use information from both the crypt filter decode parameters dictionary and the crypt 
filter dictionaries (see Table 25) when decrypting data or providing a key to decrypt data. 

NOTE When adding private data to the decode parameters dictionary, security handlers should name these entries in 
conformance with the PDF name registry (see Annex E).

If a stream specifies a crypt filter, then the security handler does not apply "Algorithm 1: Encryption of data 
using the RC4 or AES algorithms" in 7.6.2, "General Encryption Algorithm," to the key prior to decrypting the 
stream. Instead, the security handler shall decrypt the stream using the key as is. Sub-clause 7.4, "Filters,"
explains how a stream specifies filters. 

7.5 File Structure

7.5.1 General

This sub-clause describes how objects are organized in a PDF file for efficient random access and incremental 
update. A basic conforming PDF file shall be constructed of following four elements (see Figure 2): 

• A one-line header identifying the version of the PDF specification to which the file conforms 

• A body containing the objects that make up the document contained in the file 

• A cross-reference table containing information about the indirect objects in the file 

• A trailer giving the location of the cross-reference table and of certain special objects within the body of the 
file 

This initial structure may be modified by later updates, which append additional elements to the end of the file; 
see 7.5.6, "Incremental Updates," for details. 

Table 14 –  Optional parameters for Crypt filters  

Key Type Value

Type name (Optional) If present, shall be CryptFilterDecodeParms for a Crypt
filter decode parameter dictionary.

Name name (Optional) The name of the crypt filter that shall be used to decrypt this 
stream. The name shall correspond to an entry in the CF entry of the 
encryption dictionary (see Table 20) or one of the standard crypt filters 
(see Table 26). 
Default value: Identity. 
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7.4.10墓所フィルター

クリプトフィルタ（PDF 1.5）は、入力データを復号化するために使用すべきアルゴリズムを決定するために（7.6、「暗号化」を参照）ドキュメントレベルのセキュリティハンドラを可能にします。パラメータは、このフィルタの辞書をデコードにおけるNameパラメータを使用しなければならない文書内の名前付きのcryptフィルター（7.6.5、「クリプトフィルタ」を参照）のかを指定しなければならない（表14参照します）。クリプトフィルタは、フィルタアレイエントリ内の最初のフィルタでなければなりません。

また、デコードパラメータ辞書は、セキュリティハンドラにプライベートなエントリを含むことができます。データを復号化又は復号化データにキーを提供する場合、セキュリティハンドラ（表25参照）陰窩フィルタデコードパラメータ辞書及び陰窩フィルタ辞書の両方からの情報を使用してもよいです。

辞書デコードパラメータに個人データを追加する場合は、セキュリティ・ハンドラは、（附属書Eを参照）PDF名レジストリに準拠したこれらのエントリに名前を付ける必要があります。

7.6.2で、キーの前に「一般的な暗号化アルゴリズム、」ストリームを復号化する：ストリームが暗号フィルタを指定した場合、セキュリティハンドラは、「RC4またはAESアルゴリズムを使用して、データの暗号化アルゴリズム1」は適用されません。代わりに、セキュリティハンドラは、そのままキーを使用してストリームを復号化するものとします。サブ句7.4には、「フィルタは、」どのようにストリームの指定フィルタを説明しています。

7.5ファイルの構造

7.5.1一般的な

この初期構造は、ファイルの末尾に追加の要素を追加し、後で更新、によって修飾することができます。詳細については、7.5.6、「増分更新をする」を参照してください。

キータイプ値

存在する場合は型名（オプション）、Cryptfilterデコードパラメータ辞書のためのCryptFilterDecodeParmsしなければなりません。
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Figure 2 –  Initial structure of a PDF file

As a matter of convention, the tokens in a PDF file are arranged into lines; see 7.2, "Lexical Conventions."
Each line shall be terminated by an end-of-line (EOL) marker, which may be a CARRIAGE RETURN (0Dh), a 
LINE FEED (0Ah), or both. PDF files with binary data may have arbitrarily long lines. 

NOTE To increase compatibility with compliant programs that process PDF files, lines that are not part of stream 
object data are limited to no more than 255 characters, with one exception. Beginning with PDF 1.3, the 
Contents string of a signature dictionary (see 12.8, "Digital Signatures") is not subject to the restriction on line 
length.

The rules described here are sufficient to produce a basic conforming PDF file. However, additional rules apply 
to organizing a PDF file to enable efficient incremental access to a document’s components in a network 
environment. This form of organization, called Linearized PDF, is described in Annex F. 

7.5.2 File Header

The first line of a PDF file shall be a header consisting of the 5 characters  %PDF–  followed by a version 
number of the form 1.N, where N is a digit between 0 and 7.

A conforming reader shall accept files with any of the following headers:

%PDF–1. 0 
%PDF–1. 1 
%PDF–1. 2 
%PDF–1. 3 
%PDF–1. 4 
%PDF–1. 5 
%PDF–1. 6 
%PDF–1. 7

Beginning with PDF 1.4, the Version entry in the document’s catalog dictionary (located via the Root entry in 
the file’s trailer, as described in 7.5.5, "File Trailer"), if present, shall be used instead of the version specified in 
the Header. 

Header

Body

Cross-reference
table

Trailer
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図2  -  PDFファイルの初期構造

慣習の問題として、PDFファイル内のトークンは、行に配置されています。 7.2、「字句規則」を参照してください。各行は、キャリッジリターン（0DH）、ラインフィード（0AH）、またはその両方であり得る、エンドオブライン（EOL）マーカーによって終了されなければなりません。バイナリデータを含むPDFファイルは、任意の長さの線を有することができます。

ストリームオブジェクトデータの一部ではないプロセスのPDFファイル、行は一つの例外を除いて、これ以上255文字以内に制限されていることに注意してください準拠プログラムとの互換性を高めるために。 PDF 1.3以降では、署名辞書の内容の文字列は、（12.8、「デジタル署名」を参照してください）行の長さの制限を受けません。

ここで説明するルールは、基本的な準拠したPDFファイルを生成するのに十分です。しかし、追加のルールは、ネットワーク環境でのドキュメントのコンポーネントへの効率的な増分のアクセスを可能にするために、PDFファイルを組織に適用されます。線形化PDFと呼ばれる組織のこの形式は、附属書Fに記述されています

7.5.2ファイルのヘッダー

PDFファイルの最初の行は％PDF- Nが0と7の間の数字であるフォーム1.Nのバージョン番号、続いて5つの文字からなるヘッダでなければなりません。

準拠した読者には、次のヘッダーのいずれかを使用してファイルを受け入れなければなりません。

％PDF-1。 0％PDF-1。 1％のPDF-1。 2％PDF-1。 3％PDF-1。 4％PDF-1。 5％PDF-1。 6％PDF-1。 7

PDF 1.4以降では、文書のカタログ辞書のバージョンエントリ（7.5.5で説明したように、ファイルのトレーラー内のルートエントリを経由してありますが、「ファイルトレーラ」）、存在する場合、代わりに指定されたバージョンを使用しなければなりませんヘッダ。

ヘッダ

体

クロスreferencetable

トレーラー
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NOTE This allows a conforming writer to update the version using an incremental update (see 7.5.6, "Incremental 
Updates"). 

Under some conditions, a conforming reader may be able to process PDF files conforming to a later version 
than it was designed to accept. New PDF features are often introduced in such a way that they can safely be 
ignored by a conforming reader that does not understand them (see I.2, "PDF Version Numbers"). 

This part of ISO 32000 defines the Extensions entry in the document’s catalog dictionary. If present, it shall 
identify any developer-defined extensions that are contained in this PDF file. See 7.12, “Extensions Dictionary”.

If a PDF file contains binary data, as most do (see 7.2, "Lexical Conventions"), the header line shall be 
immediately followed by a comment line containing at least four binary characters—that is, characters whose 
codes are 128 or greater. This ensures proper behaviour of file transfer applications that inspect data near the 
beginning of a file to determine whether to treat the file’s contents as text or as binary. 

7.5.3 File Body

The body of a PDF file shall consist of a sequence of indirect objects representing the contents of a document. 
The objects, which are of the basic types described in 7.3, "Objects," represent components of the document 
such as fonts, pages, and sampled images. Beginning with PDF 1.5, the body can also contain object streams, 
each of which contains a sequence of indirect objects; see 7.5.7, "Object Streams."

7.5.4 Cross-Reference Table

The cross-reference table contains information that permits random access to indirect objects within the file so 
that the entire file need not be read to locate any particular object. The table shall contain a one-line entry for 
each indirect object, specifying the byte offset of that object within the body of the file. (Beginning with PDF 1.5, 
some or all of the cross-reference information may alternatively be contained in cross-reference streams; see 
7.5.8, "Cross-Reference Streams.") 

NOTE 1 The cross-reference table is the only part of a PDF file with a fixed format, which permits entries in the table to 
be accessed randomly. 

The table comprises one or more cross-reference sections. Initially, the entire table consists of a single section 
(or two sections if the file is linearized; see Annex F). One additional section shall be added each time the file is 
incrementally updated (see 7.5.6, "Incremental Updates"). 

Each cross-reference section shall begin with a line containing the keyword xref. Following this line shall be 
one or more cross-reference subsections, which may appear in any order. For a file that has never been 
incrementally updated, the cross-reference section shall contain only one subsection, whose object numbering 
begins at 0. 

NOTE 2 The subsection structure is useful for incremental updates, since it allows a new cross-reference section to be 
added to the PDF file, containing entries only for objects that have been added or deleted.

Each cross-reference subsection shall contain entries for a contiguous range of object numbers. The 
subsection shall begin with a line containing two numbers separated by a SPACE (20h), denoting the object 
number of the first object in this subsection and the number of entries in the subsection. 

EXAMPLE 1 The following line introduces a subsection containing five objects numbered consecutively from 28 to 32. 
 
28 5

A given object number shall not have an entry in more than one subsection within a single section.

Following this line are the cross-reference entries themselves, one per line. Each entry shall be exactly 20 
bytes long, including the end-of-line marker. There are two kinds of cross-reference entries: one for objects that 
are in use and another for objects that have been deleted and therefore are free. Both types of entries have 
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注これは、準拠した作家は（7.5.6、「増分更新」を参照）増分更新を使用して、バージョンを更新することができます。

いくつかの条件の下では、準拠した読者は、それが受け入れるように設計されていたよりも後のバージョンに準拠したPDFファイルを処理することができるかもしれません。新しいPDF機能は、多くの場合、彼らは安全にそれらを理解していない準拠読者によって無視することができるような方法で導入されている（I.2、「PDFバージョン番号」を参照）。

ISO 32000のこの部分は、文書のカタログ辞書の拡張機能のエントリを定義します。存在する場合、それは、このPDFファイルに含まれているすべての開発者定義の拡張機能を識別しなければなりません。 7.12、「拡張辞書」を参照してください。

PDFファイルはバイナリデータが含まれている場合はほとんどが（7.2、「字句規則」を参照）を行うように、ヘッダ行は直ちに少なくとも四つのバイナリ文字-、コード128以上である文字を含むコメント行が続くものとします。これは、テキストとして、またはバイナリとしてファイルの内容を扱うかどうかを決定するために、ファイルの先頭に近いデータを検査し、ファイル転送アプリケーションの適切な動作を保証します。

7.5.3ファイルボディ

PDFファイルのボディには、文書の内容を表す間接的なオブジェクトのシーケンスで構成されなければなりません。 7.3で説明した基本的なタイプであるオブジェクト、「オブジェクト」、このようなフォント、ページ、およびサンプリングされた画像などのドキュメントのコンポーネントを表します。 PDF 1.5以降では、体にも間接的なオブジェクトの配列を含むそれぞれのオブジェクトストリームを、含めることができます。 「ストリームオブジェクト。」、7.5.7を参照してください

7.5.4クロスリファレンス表

相互参照表は、ファイル全体の必要性は、任意の特定のオブジェクトを見つけるために読み取られないように、ファイル内の間接的なオブジェクトへのランダムアクセスを可能にする情報を含んでいます。テーブルには、ファイルの本体内にそのオブジェクトのバイトオフセットを指定して、各間接目的のために1行のエントリを含まなければなりません。 （PDF 1.5以降では、クロスリファレンス情報の一部または全ては、代替的に相互参照に含まれていてもよいストリーム;「クロスリファレンスストリーム」7.5.8を参照されたいです）

注記1クロスリファレンステーブルは、テーブル内のエントリがランダムにアクセスされることを可能に固定されたフォーマットとPDFファイルの一部のみです。

テーブルは、一つ以上のクロスリファレンスセクションを含みます。最初に、テーブル全体が単一のセクションから構成され（またはファイルが線形化される場合、2つのセクション、附属書F参照します）。一つの追加のセクションでは、ファイルが増分更新されるたびに追加されなければならない（7.5.6、「増分更新」を参照）。

各クロスリファレンスセクションは、キーワード外部参照を含む行で開始しなければなりません。この行に続いて、任意の順序で表示され得る1つ以上のクロスリファレンスサブセクション、でなければなりません。増分更新されていないファイルの場合は、相互参照のセクションは、そのオブジェクトの番号0から始まる唯一のサブセクションを、含まなければなりません。

それだけで追加または削除されたオブジェクトのためのエントリを含む、新しいクロスリファレンスセクションがPDFファイルに追加することが可能になるので注2項構造は、増分更新のために有用です。

各クロスリファレンスサブセクションは、オブジェクト数の連続した範囲のエントリを含まなければなりません。サブセクションでは、このサブセクションの最初のオブジェクトのオブジェクト番号とサブセクション内のエントリの数を示す、SPACE（20H）によって分離された2つの数字を含む行で開始しなければなりません。

実施例1以下の行は、28から32 28 5に連続的に番号5つのオブジェクトを含むサブセクションを導入します

指定されたオブジェクトの数が単一のセクション内に複数のサブセクションにエントリを持ってはなりません。

このライン以下のクロスリファレンスエントリ自身、1行につき1つです。各エントリには、行末マーカーを含め、正確に20バイト長でなければなりません。使用されているため、削除されたオブジェクトのための別の自由なオブジェクトのための1：相互参照エントリの2種類があります。エントリの両方のタイプは持っています
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similar basic formats, distinguished by the keyword n (for an in-use entry) or f (for a free entry). The format of 
an in-use entry shall be:

nnnnnnnnnn ggggg n eol

where: 

nnnnnnnnnn shall be a 10-digit byte offset in the decoded stream 

ggggg shall be a 5-digit generation number 

n shall be a keyword identifying this as an in-use entry 

eol shall be a 2-character end-of-line sequence 

The byte offset in the decoded stream shall be a 10-digit number, padded with leading zeros if necessary, 
giving the number of bytes from the beginning of the file to the beginning of the object. It shall be separated 
from the generation number by a single SPACE. The generation number shall be a 5-digit number, also padded 
with leading zeros if necessary. Following the generation number shall be a single SPACE, the keyword n, and 
a 2-character end-of-line sequence consisting of one of the following: SP CR, SP LF, or CR LF. Thus, the 
overall length of the entry shall always be exactly 20 bytes. 

The cross-reference entry for a free object has essentially the same format, except that the keyword shall be f
instead of n and the interpretation of the first item is different: 

nnnnnnnnnn ggggg f eol

where: 

nnnnnnnnnn shall be the 10-digit object number of the next free object 

ggggg shall be a 5-digit generation number 

f shall be a keyword identifying this as a free entry 

eol shall be a 2-character end-of-line sequence 

There are two ways an entry may be a member of the free entries list. Using the basic mechanism the free 
entries in the cross-reference table may form a linked list, with each free entry containing the object number of 
the next. The first entry in the table (object number 0) shall always be free and shall have a generation number 
of 65,535; it is shall be the head of the linked list of free objects. The last free entry (the tail of the linked list) 
links back to object number 0. Using the second mechanism, the table may contain other free entries that link 
back to object number 0 and have a generation number of 65,535, even though these entries are not in the 
linked list itself. 

Except for object number 0, all objects in the cross-reference table shall initially have generation numbers of 0. 
When an indirect object is deleted, its cross-reference entry shall be marked free and it shall be added to the 
linked list of free entries. The entry’s generation number shall be incremented by 1 to indicate the generation 
number to be used the next time an object with that object number is created. Thus, each time the entry is 
reused, it is given a new generation number. The maximum generation number is 65,535; when a cross-
reference entry reaches this value, it shall never be reused. 

The cross-reference table (comprising the original cross-reference section and all update sections) shall 
contain one entry for each object number from 0 to the maximum object number defined in the file, even if one 
or more of the object numbers in this range do not actually occur in the file.

EXAMPLE 2 The following shows a cross-reference section consisting of a single subsection with six entries: four that 
are in use (objects number 1, 2, 4, and 5) and two that are free (objects number 0 and 3). Object number 
3 has been deleted, and the next object created with that object number is given a generation number of 7.  
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（空きエントリの場合）またはF（使用中のエントリのための）キーワードのnによって区別同様の基本フォーマット。使用中のエントリのフォーマットはしなければなりません。

NNNNNNNNNN GGGGG nはEOL

必要に応じてデコードされたストリーム内のバイトオフセットは、10桁の数字でなければならない、オブジェクトの先頭にファイルの先頭からのバイト数を与え、先行ゼロで埋め。これは、単一のスペースで世代番号から分離されなければなりません。世代番号は、必要に応じて、また先行ゼロで埋め5桁の数字でなければなりません。 SP CR、SP LF、またはCR LF：世代番号に続いて単一のスペース、キーワードnは、次のいずれかからなる2文字行末シーケンスでなければなりません。このように、エントリの全体の長さは、常に正確に20バイトでなければなりません。

フリーオブジェクトの相互参照エントリは、キーワードは、nのfinsteadなければならないと最初の項目の解釈が異なることを除いて、本質的に同じフォーマットを有します。

EOL F NNNNNNNNNN GGGGG

エントリが空きエントリリストのメンバーであることができる2つの方法があります。基本的なメカニズムを相互参照テーブルの空きエントリを使用すると、次のオブジェクト番号を含む各空きエントリと、リンクされたリストを形成することができます。テーブルの最初のエントリ（オブジェクト番号0）が常に自由でなければならないと65,535の世代番号を持たなければなりません。それは自由なオブジェクトのリンクリストの先頭でなければならないです。最後の空きエントリ（リンクリストの末尾）は、第2のメカニズムを使用してオブジェクト番号0に戻ってリンクし、テーブルには、オブジェクト番号0へのリンクバックと、65,535の世代番号を持っていることを他の空きエントリが含まれていてもよいさえこれらのエントリかかわらず、リンクリスト自体にはありません。

間接的なオブジェクトが削除されると、オブジェクト数0を除いて、相互参照テーブル内のすべてのオブジェクトは、最初は0の世代番号を持たなければならない、そのクロスリファレンスエントリは自由にマークされなければならない、それが空きエントリのリンクリストに追加されなければなりません。エントリの世代番号は、そのオブジェクトの番号を持つオブジェクトが作成され、次回を使用する世代数を示すために、1ずつインクリメントされなければなりません。したがって、エントリが再利用されるたびに、それは新しい世代番号が与えられます。最大世代数は65,535です。クロスリファレンスエントリはこの値に達すると、それが再利用されることはありませんもの。

（元のクロスリファレンスセクションとすべての更新セクションを含む）クロスリファレンステーブルは、たとえ1つまたは複数のオブジェクトの数のこの範囲内のファイルで定義された最大物体数0から各オブジェクトの数のための1つのエントリを含まなければなりません実際にはファイルでは発生しません。

例2次のショー6つのエントリを持つ単一のサブセクションで構成されるクロスリファレンス部（番号0および3オブジェクト）を含まない使用中の4つの（数1、2、4、及び5オブジェクト）と2。オブジェクト番号3は、削除された、そのオブジェクト番号で作成された次のオブジェクトは、7の世代番号が与えられます。
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xref 
0 6 
0000000003 65535 f 
0000000017 00000 n 
0000000081 00000 n 
0000000000 00007 f 
0000000331 00000 n 
0000000409 00000 n

EXAMPLE 3 The following shows a cross-reference section with four subsections, containing a total of five entries. The 
first subsection contains one entry, for object number 0, which is free. The second subsection contains 
one entry, for object number 3, which is in use. The third subsection contains two entries, for objects 
number 23 and 24, both of which are in use. Object number 23 has been reused, as can be seen from the 
fact that it has a generation number of 2. The fourth subsection contains one entry, for object number 30, 
which is in use.  
 
xref 
0 1 
0000000000 65535 f 
3 1 
0000025325 00000 n 
23 2 
0000025518 00002 n 
0000025635 00000 n 
30 1 
0000025777 00000 n

See H.7, "Updating Example", for a more extensive example of the structure of a PDF file that has been 
updated several times. 

7.5.5 File Trailer

The trailer of a PDF file enables a conforming reader to quickly find the cross-reference table and certain 
special objects. Conforming readers should read a PDF file from its end. The last line of the file shall contain 
only the end-of-file marker, %%EOF. The two preceding lines shall contain, one per line and in order, the 
keyword startxref and the byte offset in the decoded stream from the beginning of the file to the beginning of 
the xref keyword in the last cross-reference section. The startxref line shall be preceded by the trailer 
dictionary, consisting of the keyword trailer followed by a series of key-value pairs enclosed in double angle 
brackets (<< … >>) (using LESS-THAN SIGNs (3Ch) and GREATER-THAN SIGNs (3Eh)). Thus, the trailer has 
the following overall structure: 

trailer 
<<  key1 value1 

 key2 value2 
 … 
 keyn valuen 

>> 
startxref 
Byte_offset_of_last_cross-reference_section 
%%EOF
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0000000331 00000 F 0000000017 00000 N 0000000081 00000 N 0000000000 00007 F 0 6 0000000003 65535 N 0000000409 00000 N XREF

番組を5つのエントリの合計を含む4つのサブセクションとのクロスリファレンスセクションを、次の例3The。最初のサブセクションでは、自由であるオブジェクト番号0、のために、一つのエントリが含まれています。第2のサブセクションは使用されているオブジェクト番号3、のための1つのエントリを含んでいます。第三項は、使用中の両方がオブジェクト番号23と24の2つのエントリを含んでいます。それは2の発生数が第四のサブセクションが使用されているオブジェクト番号30、のために、一つのエントリが含まれていたことから分かるようにオブジェクト番号23は、再利用されています。 3 1 0000025325 00000 F 0 1 0000000000 65535 N 23 2 0000025518 00002 N 0000025635 00000 N 30 1 0000025777 00000 N XREF

参照H.7、数回更新されているPDFファイルの構造のより広範例えば、「例の更新」。

7.5.5ファイルのトレーラー

PDFファイルのトレーラーはすぐに相互参照表と、特定の特別なオブジェクトを見つけるために準拠したリーダーを可能にします。読者に準拠すると、その端からPDFファイルをお読みください。ファイルの最後の行は、ファイルの終端マーカー、%% EOFを含まなければなりません。 2つの前の行は、1行あたりの順に、キーワードstartxrefと最後クロスリファレンスセクションでXREFキーワードの先頭にファイルの先頭からデコードされたストリーム内のバイトオフセットを含まなければなりません。 startxrefラインはキーワードトレーラから成る、トレーラ辞書が先行二重角括弧で囲まれたキーと値のペアの一連によって従わなければならない（<< ... >>）（小なり記号（3CH）と大なりの使用記号（3EH））。このように、トレーラーは、以下の全体的な構造を有します：

トレーラー<< KEY1 KEY2をvalue1 value2の... keyn ValueNの>> startxref Byte_offset_of_last_cross-reference_section %% EOF
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Table 15 lists the contents of the trailer dictionary. 

NOTE Table 19 defines an additional entry, XRefStm, that appears only in the trailer of hybrid-reference files, 
described in 7.5.8.4, "Compatibility with Applications That Do Not Support Compressed Reference Streams."

EXAMPLE This example shows a trailer for a file that has never been updated (as indicated by the absence of a Prev 
entry in the trailer dictionary). 
 
trailer 

<< /Size 22 
/Root 2 0 R 
/Info 1 0 R 
 /ID [ < 81b14aafa313db63dbd6f981e49f94f4 > 

< 81b14aafa313db63dbd6f981e49f94f4 > 
 ] 

>> 
startxref 
18799 
%%EOF

Table 15 –  Entries in the file trailer dictionary  

Key Type Value

Size integer (Required; shall not be an indirect reference) The total number of entries in 
the file’s cross-reference table, as defined by the combination of the original 
section and all update sections. Equivalently, this value shall be 1 greater 
than the highest object number defined in the file. 
Any object in a cross-reference section whose number is greater than this 
value shall be ignored and defined to be missing by a conforming reader.

Prev integer (Present only if the file has more than one cross-reference section; shall be 
an indirect reference) The byte offset in the decoded stream from the 
beginning of the file to the beginning of the previous cross-reference section. 

Root dictionary (Required; shall be an indirect reference) The catalog dictionary for the PDF 
document contained in the file (see 7.7.2, "Document Catalog"). 

Encrypt dictionary (Required if document is encrypted; PDF 1.1) The document’s encryption 
dictionary (see 7.6, "Encryption"). 

Info dictionary (Optional; shall be an indirect reference) The document’s information 
dictionary (see 14.3.3, "Document Information Dictionary"). 

ID array (Required if an Encrypt entry is present; optional otherwise; PDF 1.1) An 
array of two byte-strings constituting a file identifier (see 14.4, "File 
Identifiers") for the file. If there is an Encrypt entry this array and the two 
byte-strings shall be direct objects and shall be unencrypted. 
NOTE 1 Because the ID entries are not encrypted it is possible to check 

the ID key to assure that the correct file is being accessed 
without decrypting the file. The restrictions that the string be a 
direct object and not be encrypted assure that this is possible.

NOTE 2 Although this entry is optional, its absence might prevent the file 
from functioning in some workflows that depend on files being 
uniquely identified. 

NOTE 3 The values of the ID strings are used as input to the encryption 
algorithm. If these strings were indirect, or if the ID array were 
indirect, these strings would be encrypted when written. This 
would result in a circular condition for a reader: the ID strings 
must be decrypted in order to use them to decrypt strings, 
including the ID strings themselves. The preceding restriction 
prevents this circular condition.
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（注）表19定義、追加のエントリ、7.5.8.4で説明のみハイブリッドリファレンスファイルのトレーラーに表示されますXRefStm、「サポートしない圧縮されたリファレンスストリームそれアプリケーションとの互換性。」

例この例では、（トレーラー辞書の前のエントリの欠如によって示されるように）更新されていないファイルの予告編を示しています。トレーラー<< /サイズ22 /ルート2 0 R /情報1 0 R / ID [<81b14aafa313db63dbd6f981e49f94f4> <81b14aafa313db63dbd6f981e49f94f4>] >> startxref 18799 %% EOF

キータイプ値

Sizeinteger、元のセクションとすべての更新セクションの組み合わせによって定義されるように、ファイルのクロスリファレンステーブルのエントリの総数（必須間接参照であってはなりません）。等価的に、この値は、ファイルに定義された最も高いオブジェクトの数よりも1つの大きくなければなりません。数値この値よりも大きいクロスリファレンスセクション内の任意のオブジェクトは無視され、適合リーダによって欠落されるように定義されなければなりません。

Rootdictionary（必須;間接参照しなければならない）ファイルに含まれているPDFドキュメントのカタログ辞書（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照してください）。

Encryptdictionary（文書が暗号化されている場合は必須。PDF 1.1）文書の暗号化辞書（7.6、「暗号化」を参照してください）。

Infodictionary（オプション;間接参照しなければならない）文書の情報辞書（「ドキュメント情報辞書」、14.3.3を参照してください）。

IDarray（暗号化エントリが存在する場合は必須、オプション、そうでない場合はPDF 1.1）ファイルのファイル識別子を構成する2つのバイトの文字列（14.4、「ファイル識別子」を参照）の配列。暗号化項目がある場合は、この配列と2バイト文字列が直接オブジェクトでなければならず、暗号化されていないものでなければなりません。 NOTE 1Because IDエントリは、正しいファイルは、ファイルを復号化せずにアクセスされていることを保証するIDキーを確認することができる暗号化されていません。文字列は、直接オブジェクトではなく制限はこれが可能であることを保証暗号化すること。

このエントリ2Although NOTEはオプションで、その不在が一意に識別されたファイルに依存する一部のワークフローで機能からファイルを防ぐかもしれません。

ID列のNOTE 3The値は、暗号化アルゴリズムへの入力として使用されています。場合これらの文字列は間接的だった、あるいはIDの配列が、間接的であれば書かれたとき、これらの文字列は暗号化されます。これは、読者のために、円形の状態になるでしょう：ID文字列は、ID列そのものを含む文字列を、復号化するためにそれらを使用するためには、復号化されなければなりません。前述の制限は、この円形の状態を防止します。
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7.5.6 Incremental Updates

The contents of a PDF file can be updated incrementally without rewriting the entire file. When updating a PDF 
file incrementally, changes shall be appended to the end of the file, leaving its original contents intact. 

NOTE 1 The main advantage to updating a file in this way is that small changes to a large document can be saved 
quickly. There are additional advantages:  
 
In certain contexts, such as when editing a document across an HTTP connection or using OLE embedding (a 
Windows-specific technology), a conforming writer cannot overwrite the contents of the original file. 
Incremental updates may be used to save changes to documents in these contexts. 

NOTE 2 The resulting file has the structure shown in Figure 3. A complete example of an updated file is shown in H.7, 
"Updating Example". 

A cross-reference section for an incremental update shall contain entries only for objects that have been 
changed, replaced, or deleted. Deleted objects shall be left unchanged in the file, but shall be marked as 
deleted by means of their cross-reference entries. The added trailer shall contain all the entries except the Prev 
entry (if present) from the previous trailer, whether modified or not. In addition, the added trailer dictionary shall 
contain a Prev entry giving the location of the previous cross-reference section (see Table 15). Each trailer 
shall be terminated by its own end-of-file (%%EOF) marker. 

NOTE 3 As shown in Figure 3, a file that has been updated several times contains several trailers. Because updates 
are appended to PDF files, a file may have several copies of an object with the same object identifier (object 
number and generation number).

EXAMPLE Several copies of an object can occur if a text annotation (see 12.5, "Annotations") is changed several 
times and the file is saved between changes. Because the text annotation object is not deleted, it retains 
the same object number and generation number as before. The updated copy of the object is included in 
the new update section added to the file. 

The update’s cross-reference section shall include a byte offset to this new copy of the object, overriding the 
old byte offset contained in the original cross-reference section. When a conforming reader reads the file, it 
shall build its cross-reference information in such a way that the most recent copy of each object shall be the 
one accessed from the file. 

In versions of PDF 1.4 or later a conforming writer may use the Version entry in the document’s catalog 
dictionary (see 7.7.2, "Document Catalog") to override the version specified in the header. A conforming writer 
may also need to update the Extensions dictionary, see 7.12, “Extensions Dictionary”, if the update either 
deleted or added developer-defined extensions.

NOTE 4 The version entry enables the version to be altered when performing an incremental update. 
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7.5.6増分更新

PDFファイルの内容は、ファイル全体を書き換えることなく、増分更新することができます。インクリメンタルPDFファイルを更新する場合、変更内容はそのまま元の内容を残して、ファイルの最後に追加されなければなりません。

注1このようにファイルを更新する主な利点は、大規模なドキュメントへの小さな変化をすばやく保存することができるということです。追加の利点があります。そのようなHTTP接続を介してドキュメントを編集するか、OLE埋め込み（Windows固有の技術）を使用した場合など、特定の状況では、準拠したライターは、元のファイルの内容を上書きすることはできません。インクリメンタル更新は、これらのコンテキスト内のドキュメントに変更を保存するために使用することができます。

注記2結果のファイルは、「例の更新」、H.7に示されている更新されたファイルの図3のAの完全な例に示した構造を有しています。

増分更新のためのクロスリファレンスセクションのみ、変更、置換、または削除されたオブジェクトのエントリを含まなければなりません。削除されたオブジェクトは、ファイルにそのまま残されなければならないが、そのクロスリファレンスエントリによって削除済みとしてマークされなければなりません。加えトレーラー前トレーラーから前のエントリ（存在する場合）、修飾されたか否かを除くすべてのエントリを含まなければなりません。また、添加トレーラ辞書は前クロスリファレンス部の位置を与える前のエントリを含まなければならない（表15参照）。それぞれのトレーラーは、独自のエンド・オブ・ファイル（%% EOF）マーカーで終了するものとします。

図3に示すように、注3には、何度か更新されたファイルには、いくつかのトレーラーが含まれています。更新は、PDFファイルに追加されるので、ファイルが同じオブジェクト識別子（オブジェクト番号と世代番号）を持つオブジェクトの複数のコピーを有することができます。

テキスト注釈は（12.5、「注釈」を参照）を数回変更され、ファイルが変更の間で保存されている場合、オブジェクトのEXAMPLESeveralコピーが発生する可能性があります。テキスト注釈オブジェクトが削除されていないので、それは前と同じオブジェクト番号と世代番号を保持します。オブジェクトの更新されたコピーをファイルに追加された新しい更新部に含まれています。

アップデートのクロスリファレンスセクションでは、元のクロスリファレンスセクションに含まれるオフセット古いバイトを上書きし、オブジェクトのこの新しいコピーにバイトオフセットを含まなければなりません。適合読者がファイルを読み込むとき、それは、各オブジェクトの最新のコピーがファイルからアクセスいずれかでなければならないような方法で、そのクロスリファレンス情報を構築しなければなりません。

PDF 1.4のバージョンでは以降準拠の作家は、ヘッダーで指定されたバージョンを上書きする（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）、文書のカタログ辞書のバージョンのエントリを使用することができます。更新は、開発者定義の拡張機能を削除または追加のいずれかの場合には準拠した作家はまた、「機能拡張辞書」、7.12を参照してください、拡張辞書を更新する必要があるかもしれません。
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Figure 3 –  Structure of an updated PDF file

7.5.7 Object Streams

 An object stream, is a stream object in which a sequence of indirect objects may be stored, as an alternative to 
their being stored at the outermost file level. 

NOTE 1 Object streams are first introduced in PDF 1.5. The purpose of object streams is to allow indirect objects other 
than streams to be stored more compactly by using the facilities provided by stream compression filters. 

NOTE 2 The term “compressed object” is used regardless of whether the stream is actually encoded with a 
compression filter.

The following objects shall not be stored in an object stream:

• Stream objects

• Objects with a generation number other than zero

• A document’s encryption dictionary (see 7.6, "Encryption")

• An object representing the value of the Length entry in an object stream dictionary
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Updated trailer n

Body update 1

Cross-reference
section 1

Body update n

Cross-reference
section n

Original trailer

Updated trailer 1
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図3  - 更新されたPDFファイルの構造

7.5.7オブジェクトストリーム

 オブジェクトストリームは、間接的なオブジェクトの配列は、それらは、最も外側のファイルレベルで保存されることに代わるものとして、格納されてもよいしたストリームオブジェクトです。

NOTE 2The用語「圧縮されたオブジェクトは、」かかわらず、ストリームが実際に圧縮フィルタで符号化されているかどうかのために使用されます。

次のオブジェクトは、オブジェクトストリームに格納してはなりません。

•ストリームオブジェクトは、

•ゼロ以外の世代番号を持つオブジェクトは、

•ドキュメントの暗号化辞書（7.6、「暗号化」を参照してください）

•オブジェクトストリーム辞書の長さエントリの値を表すオブジェクト
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• In linearized files (see Annex F), the document catalog, the linearization dictionary, and page objects shall 
not appear in an object stream.

NOTE 3 Indirect references to objects inside object streams use the normal syntax: for example, 14 0 R. Access to 
these objects requires a different way of storing cross-reference information; see 7.5.8, "Cross-Reference 
Streams." Use of compressed objects requires a PDF 1.5 conforming reader. However, compressed objects 
can be stored in a manner that a PDF 1.4 conforming reader can ignore.

In addition to the regular keys for streams shown in Table 5, the stream dictionary describing an object stream 
contains the following entries: 

 A conforming writer determines which objects, if any, to store in object streams. 

EXAMPLE 1 It can be useful to store objects having common characteristics together, such as “fonts on page 1,” or 
“Comments for draft #3.” These objects are known as a collection. 

NOTE 4 To avoid a degradation of performance, such as would occur when downloading and decompressing a large 
object stream to access a single compressed object, the number of objects in an individual object stream 
should be limited. This may require a group of object streams to be linked as a collection, which can be done 
by means of the Extends entry in the object stream dictionary. 

NOTE 5 Extends may also be used when a collection is being updated to include new objects. Rather than modifying 
the original object stream, which could entail duplicating much of the stream data, the new objects can be 
stored in a separate object stream. This is particularly important when adding an update section to a 
document.

The stream data in an object stream shall contain the following items:

• N pairs of integers separated by white space, where the first integer in each pair shall represent the object 
number of a compressed object and the second integer shall represent the byte offset in the decoded 
stream of that object, relative to the first object stored in the object stream, the value of the stream's first 
entry. The offsets shall be in increasing order.

NOTE 6 There is no restriction on the order of objects in the object stream; in particular, the objects need not be stored 
in object-number order.

• The value of the First entry in the stream dictionary shall be the byte offset in the decoded stream of the 
first object. 

• The N objects are stored consecutively. Only the object values are stored in the stream; the obj and 
endobj keywords shall not be used. 

NOTE 7 A compressed dictionary or array may contain indirect references. 

An object in an object stream shall not consist solely of an object reference. 

Table 16 –  Additional entries specific to an object stream dictionary  

key type description

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be 
ObjStm for an object stream.

N integer (Required) The number of indirect objects stored in the stream.

First integer (Required) The byte offset in the decoded stream of the first compressed 
object.

Extends stream (Optional) A reference to another object stream, of which the current object 
stream shall be considered an extension. Both streams are considered part 
of a collection of object streams (see below). A given collection consists of a 
set of streams whose Extends links form a directed acyclic graph.

PDF 32000-1：2008

46©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

（附属書Fを参照）ファイルを直線化•、文書カタログ、線形辞書、およびページのオブジェクトは、オブジェクトストリームに表示されてはなりません。

注記オブジェクトストリーム内のオブジェクトに3つの間接参照は、通常の構文を使用します。例えば、これらのオブジェクトに14の0 R.アクセスはクロスリファレンス情報を格納する別の方法を必要とします。 7.5.8は、「クロスリファレンスストリームを。」圧縮されたオブジェクトを使用すると、PDF 1.5準拠のリーダーが必要です。しかし、圧縮されたオブジェクトは、PDF 1.4準拠リーダが無視できることのようにして記憶することができます。

表5に示したストリームの正規のキーに加えて、オブジェクトのストリームを記述するストリーム辞書には、次のエントリが含まれています。

 もしあれば、オブジェクトストリームに格納する、オブジェクト適合ライタ判定する。

実施例1は、それは店に役立つことができ、このような「1ページのフォント、」または、一緒に共通の特性を持つオブジェクト「ドラフト3位のコメント。」これらのオブジェクトはコレクションとして知られています。

注4のダウンロードと単一圧縮されたオブジェクトにアクセスするためのラージオブジェクトストリームを解凍する際に生じるような、性能の低下を回避するために、個々のオブジェクトストリーム内のオブジェクトの数が制限されるべきです。これは、オブジェクトのグループを必要とするかもしれないオブジェクトストリーム辞書内のエントリを拡張する手段によって行うことができるコレクションとしてリンクするストリーム。

コレクションは、新しいオブジェクトを含むように更新されているときNOTE 5Extendsを使用することもできます。むしろストリームデータの多くを複製伴う可能性が元のオブジェクトストリームを変更するよりも、新しいオブジェクトが別のオブジェクトストリームに格納することができます。文書への更新セクションを追加するとき、これは特に重要です。

オブジェクトストリーム内のストリームデータは、以下の項目を含まなければなりません。

•整数のN個の対は、各対の最初の整数は、圧縮されたオブジェクトのオブジェクト番号と第二整数に格納された第1のオブジェクトに対して、そのオブジェクトのデコードされたストリーム内のバイトオフセットを代表する代表する空白で区切らオブジェクトストリーム、ストリームの最初のエントリの値。オフセットは、昇順にしなければなりません。

注6オブジェクトストリーム内のオブジェクトの順序に制限はありません。特に、オブジェクトは、オブジェクト番号順に格納される必要はありません。

キータイプの説明

型名（必須）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。オブジェクトストリームのためObjStmしなければなりません。

Ninteger（必須）ストリームに保存されている間接的なオブジェクトの数。

Firstinteger（必須）第1の圧縮オブジェクトの復号化ストリーム内のバイトオフセット。

Extendsstream（オプション）現在のオブジェクトストリームが拡張考慮しなければならないその別のオブジェクトストリームへの参照、。両方のストリームは、オブジェクトストリームのコレクションの一部であると考えられる（下記参照）。指定されたコレクションは、拡張リンク有向非循環グラフを形成ストリームのセットからなります。



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 47

PDF 32000-1:2008

EXAMPLE 2  3 0 R

In an encrypted file (i.e., entire object stream is encrypted), strings occurring anywhere in an object stream 
shall not be separately encrypted.

A conforming writer shall store the first object immediately after the last byte offset. A conforming reader shall 
rely on the First entry in the stream dictionary to locate the first object.

An object stream itself, like any stream, shall be an indirect object, and therefore, there shall be an entry for it in 
a cross-reference table or cross-reference stream (see 7.5.8, "Cross-Reference Streams"), although there 
might not be any references to it (of the form 243 0 R). 

The generation number of an object stream and of any compressed object shall be zero. If either an object 
stream or a compressed object is deleted and the object number is freed, that object number shall be reused 
only for an ordinary (uncompressed) object other than an object stream. When new object streams and 
compressed objects are created, they shall always be assigned new object numbers, not old ones taken from 
the free list.

EXAMPLE 3 The following shows three objects (two fonts and a font descriptor) as they would be represented in a 
PDF 1.4 or earlier file, along with a cross-reference table.  
 
11 0 obj 

<< /Type /Font 
/Subtype /TrueType 
...other entries... 
/FontDescriptor 12 0 R 

>> 
endobj 
 
12 0 obj 

<< /Type /FontDescriptor 
/Ascent 891 
...other entries... 
/FontFile2 22 0 R 

>> 
endobj 
 
13 0 obj 

<< /Type /Font 
/Subtype /Type0 
...other entries... 
/ToUnicode 10 0 R 

>> 
endobj 
 
... 
 
xref 
0 32 
0000000000 65535 f 
... cross-reference entries for objects 1 through 10 ... 
0000001434 00000 n  
0000001735 00000 n  
0000002155 00000 n 
... cross-reference entries for objects 14 and on ... 
trailer 

<< /Size 32 
/Root ... 

>>

NOTE 8 For readability, the object stream has been shown unencoded. In a real PDF 1.5 file, Flate encoding would 
typically be used to gain the benefits of compression. 

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved47

PDF 32000-1：2008

実施例2 3 0 R

暗号化されたファイル（即ち、オブジェクト全体ストリームが暗号化されている）では、オブジェクトストリーム内の任意の場所に生じる文字列は別々に暗号化されてはなりません。

準拠した作家は最後のバイトがオフセット直後に最初のオブジェクトを格納するものとします。準拠した読者は、最初のオブジェクトを配置するために、ストリーム辞書の最初のエントリに依存しているものとします。

オブジェクトストリーム自体、任意のストリームのように、間接的なオブジェクトでなければならないので、クロスリファレンステーブルまたはクロスリファレンスストリームにそのエントリが存在しなければならない（7.5.8、「クロス・リファレンスストリーム」を参照）、 （形態243 0 Rの）それへの参照がないかもしれないが。

オブジェクトストリームの任意の圧縮されたオブジェクトの世代番号はゼロでなければなりません。オブジェクトストリームまたは圧縮されたオブジェクトのいずれかが削除され、オブジェクト番号が解放された場合、そのオブジェクト番号は、オブジェクトストリーム以外の通常の（非圧縮）のオブジェクトのために再利用されなければなりません。新しいオブジェクトストリーム圧縮オブジェクトは、作成時には常に新しいオブジェクト番号、フリーリストから取られていない古いものを割り当てなければなりません。

実施例3以下を示し、3つのオブジェクト（2つのフォント及びフォント記述）は、相互参照テーブルとともに、PDF 1.4またはそれ以前のファイルで表現されるように。 11 0 OBJ << /タイプ/フォント/サブタイプ/ TrueTypeフォント...他のエントリ... / FontDescriptor 12 0 R >> ... / 12 0 OBJ << /タイプ/ FontDescriptor /アセント891 ...他のエントリをendobj FontFile2 22 0 R >> 13 0 OBJ << /タイプ/フォント/サブタイプ/ TYPE0 ...他のエントリ... /のToUnicode 10 0 R >> endobj ... XREF 0 32 0000000000 65535 F ...クロスをendobjオブジェクト1〜10のための基準エントリ... 0000001434 00000 N 0000001735 00000 N 0000002155 00000 N ...オブジェクト14および上...トレーラークロスリファレンスエントリ<< /サイズ32 /ルート... >>

NOTE 8For可読性、オブジェクトストリームは、符号化されていないことが示されています。実際のPDF 1.5ファイルでは、Flateアルゴリズムの符号化は、一般的に圧縮のメリットを得るために使用されるだろう。
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EXAMPLE 4 The following shows the same objects from the previous example stored in an object stream in a PDF 1.5 
file, along with a cross-reference stream. 
 
The cross-reference stream (see 7.5.8, "Cross-Reference Streams") contains entries for the fonts (objects 
11 and 13) and the descriptor (object 12), which are compressed objects in an object stream. The first 
field of these entries is the entry type (2), the second field is the number of the object stream (15), and the 
third field is the position within the sequence of objects in the object stream (0, 1, and 2). The cross-
reference stream also contains a type 1 entry for the object stream itself. 
 
15 0 obj % The object stream 

<< /Type /ObjStm 
/Length 1856 
/N 3 % The number of objects in the stream 
/First 24 % The byte offset in the decoded stream of the first object 

% The object numbers and offsets of the objects, relative to the first are shown on the first line of 
%  the stream (i.e., 11 0 12 547 13 665). 

>> 
stream 

11 0 12 547 13 665 
<< /Type /Font 

/Subtype /TrueType 
...other keys... 
/FontDescriptor 12 0 R 

>> 
 

<< /Type /FontDescriptor 
/Ascent 891 
...other keys... 
/FontFile2 22 0 R 

>> 
<< /Type /Font 

/Subtype /Type0 
...other keys... 
/ToUnicode 10 0 R 

>> 
... 
endstream 
endobj 
 
99 0 obj % The cross-reference stream 

<< /Type /XRef 
/Index [0 32] % This section has one subsection with 32 objects 
/W [1 2 2] % Each entry has 3 fields: 1, 2 and 2 bytes in width, 

% respectively 
/Filter /ASCIIHexDecode % For readability in this example 
/Size 32 
...  

>> 
stream 

00 0000 FFFF 
... cross-references for objects 1 through 10 ... 
02 000F 0000 
02 000F 0001 
02 000F 0002 
... cross-reference for object 14 ... 
01 BA5E 0000 
... 

endstream 
endobj 
 
startxref 

54321 
%%EOF

NOTE 9 The number 54321 in Example 4 is the offset for object 99 0.
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（実施例4）以下に示し相互参照ストリームと共に、PDF 1.5ファイル内のオブジェクトストリームに格納された前の例と同じオブジェクト。相互参照ストリームは（7.5.8、「クロス・リファレンスストリーム」を参照）オブジェクトストリーム内のオブジェクトを圧縮されているフォントのエントリ（11と13オブジェクト）と記述子（物体12）を含みます。これらのエントリの最初のフィールドは、エントリタイプ（2）であり、第2のフィールドは、オブジェクトストリーム（15）の数であり、そして第3のフィールドは、オブジェクトストリーム（0、1のオブジェクトの配列内の位置であり、そして2）。相互参照ストリームは、オブジェクトストリーム自体のタイプ1エントリを含みます。ストリーム15 0 OBJ％オブジェクトストリーム<< /タイプ/ ObjStm /長さ1856 / N 3％オブジェクトの数/最初の24％のバイトが最初のオブジェクト％のデコードされたストリーム内のオブジェクト番号とオフセットをオフセット第に対するオブジェクトは、％の最初の行に流れを示している（すなわち、11 0 12 547 13 665）。 >>ストリーム11 0 12 547 13 665 << /タイプ/フォント/サブタイプ/ TrueTypeフォント...他のキー... / FontDescriptor 12 0 R >> << /タイプ/ FontDescriptor /アセント891 ...他のキー.. 。/ FontFile2 22 0 R >> << /タイプ/フォント/サブタイプ/ TYPE0 ...他のキー... /のToUnicode 10 0 R >> ... endstream endobj 99 0 OBJ％クロスリファレンスストリーム<< /幅1、2及び2バイト、％読みやすさのために、それぞれ/フィルタ/ ASCIIHexDecode％：型/外部参照/インデックス[0 32]％このセクションでは、32個のオブジェクト/ W [1 2 2]％を有するものサブセクションを有する各エントリは、3つのフィールドを有していますこの例では/サイズ32 ... >>ストリームオブジェクト10 1〜00 0000 FFFF ...相互参照を... 02 000F 0000 02 000F 0001 02 000F 0002 ...物体14の相互参照... 01 BA5E 0000 ... endstream endobj startxref 54321 %% EOF

注9実施例4の数54321は、オブジェクト99 0に対してオフセットされています。
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7.5.8 Cross-Reference Streams

7.5.8.1 General

Beginning with PDF 1.5, cross-reference information may be stored in a cross-reference stream instead of in a 
cross-reference table. Cross-reference streams provide the following advantages:

• A more compact representation of cross-reference information

• The ability to access compressed objects that are stored in object streams (see 7.5.7, "Object Streams") 
and to allow new cross-reference entry types to be added in the future

Cross-reference streams are stream objects (see 7.3.8, "Stream Objects"), and contain a dictionary and a data 
stream. Each cross-reference stream contains the information equivalent to the cross-reference table (see 
7.5.4, "Cross-Reference Table") and trailer (see 7.5.5, "File Trailer") for one cross-reference section. 

EXAMPLE In this example, the trailer dictionary entries are stored in the stream dictionary, and the cross-reference 
table entries are stored as the stream data. 
 
... objects ... 
 
12 0 obj % Cross-reference stream 

<< /Type /XRef % Cross-reference stream dictionary 
/Size ... 
/Root ... 

>> 
stream 

... Stream data containing cross-reference information ...  
endstream 
endobj 
 
... more objects ... 
 
startxref  
byte_offset_of_cross-reference_stream (points to object 12) 
%%EOF

The value following the startxref keyword shall be the offset of the cross-reference stream rather than the xref
keyword. For files that use cross-reference streams entirely (that is, files that are not hybrid-reference files; see 
7.5.8.4, "Compatibility with Applications That Do Not Support Compressed Reference Streams"), the keywords 
xref and trailer shall no longer be used. Therefore, with the exception of the startxref address %%EOF
segment and comments, a file may be entirely a sequence of objects. 

In linearized files (see F.3, "Linearized PDF Document Structure"), the document catalog, the linearization 
dictionary, and page objects shall not appear in an object stream.

7.5.8.2 Cross-Reference Stream Dictionary

Cross-reference streams may contain the entries shown in Table 17 in addition to the entries common to all 
streams (Table 5) and trailer dictionaries (Table 15). Since some of the information in the cross-reference 
stream is needed by the conforming reader to construct the index that allows indirect references to be resolved, 
the entries in cross-reference streams shall be subject to the following restrictions:

• The values of all entries shown in Table 17 shall be direct objects; indirect references shall not be 
permitted. For arrays (the Index and W entries), all of their elements shall be direct objects as well. If the 
stream is encoded, the Filter and DecodeParms entries in Table 5 shall also be direct objects. 

• Other cross-reference stream entries not listed in Table 17 may be indirect; in fact, some (such as Root in 
Table 15) shall be indirect.
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7.5.8クロスリファレンスストリーム

7.5.8.1一般的な

PDF 1.5で始まる、クロスリファレンス情報は、相互参照ストリームに代わりの相互参照テーブルに格納されてもよいです。クロスリファレンスストリームは次のような利点を提供します。

•クロスリファレンス情報のよりコンパクトな表現

•オブジェクトストリームに格納されているアクセス圧縮オブジェクトの能力は、（7.5.7を参照して、「オブジェクトストリーム」）と、新しい相互参照エントリタイプは、将来的に追加することを可能にします

相互参照ストリームは、ストリームオブジェクトである（7.3.8を参照して、「ストリームオブジェクト」）、および辞書データストリームを含みます。各相互参照ストリームは、相互参照テーブルに相当する情報をトレーラ1クロスリファレンスセクションの（7.5.5、「ファイルトレーラ」を参照）（7.5.4、「相互参照表」を参照）を含みます。

例この例では、トレーラの辞書エントリはストリーム・ディクショナリに格納され、そして相互参照テーブルエントリは、ストリームデータとして記憶されます。 ...オブジェクト... 12 0 OBJ％クロスリファレンスストリーム<< /タイプ/外部参照％クロスリファレンスストリーム辞書/サイズ... /ルート... >>ストリーム...ストリームデータを相互参照情報を含みます... endstream endobj ...複数のオブジェクト... startxref byte_offset_of_cross-reference_stream（オブジェクト12ポイント）%% EOF

startxrefキーワードを次の値を相互参照ストリームはなくxrefkeywordのオフセットされなければなりません。クロスリファレンスを使用したファイルの場合は（、であるハイブリッド・リファレンス・ファイルではないファイルは、「サポートしない圧縮されたリファレンスストリームのそれのアプリケーションとの互換性」を、7.5.8.4を参照）を完全に流れ、キーワードはXREFないとトレーラーは、もはやしなければなりません中古。したがって、startxrefアドレス%% EOFsegmentやコメントを除いて、ファイルが完全にオブジェクトのシーケンスであってもよいです。

直線化したファイルでは、文書のカタログ、線形辞書（F.3、「線形化PDF文書構造」を参照）、およびページのオブジェクトは、オブジェクトストリームに表示されてはなりません。

7.5.8.2クロスリファレンスストリーム辞書

相互参照ストリームは、すべてのストリーム（表5）とトレーラ辞書（表15）にエントリ共通に加えて、表17に示すエントリを含むことができます。クロスリファレンスストリーム内の情報の一部は、間接参照が解決されることを可能にするインデックスを構築するために適合リーダによって必要とされるため、クロスリファレンス・ストリーム内のエントリは、以下の制限を受けなければなりません。

•表17に示されているすべてのエントリの値は、直接オブジェクトでなければなりません。間接参照を許可してはなりません。アレイ（インデックス及びWエントリ）のために、それらの要素のすべてが同様に直接オブジェクトでなければなりません。ストリームが符号化されている場合は、表5のフィルタとDecodeParmsエントリは、直接オブジェクトでなければなりません。

•表17に記載されていない他のクロスリファレンスストリームエントリは、間接的であってもよいです。実際には、（例えば表15のルートなど）いくつかは、間接的なものでなければなりません。
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• The cross-reference stream shall not be encrypted and strings appearing in the cross-reference stream 
dictionary shall not be encrypted. It shall not have a Filter entry that specifies a Crypt filter (see 7.4.10, 
"Crypt Filter"). 

7.5.8.3 Cross-Reference Stream Data

Each entry in a cross-reference stream shall have one or more fields, the first of which designates the entry’s 
type (see Table 18). In PDF 1.5 through PDF 1.7, only types 0, 1, and 2 are allowed. Any other value shall be 
interpreted as a reference to the null object, thus permitting new entry types to be defined in the future.

Table 17 –  Additional entries specific to a cross-reference stream dictionary  

key type description

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be 
XRef for a cross-reference stream.

Size integer (Required) The number one greater than the highest object number used in 
this section or in any section for which this shall be an update. It shall be 
equivalent to the Size entry in a trailer dictionary.

Index array (Optional) An array containing a pair of integers for each subsection in this 
section. The first integer shall be the first object number in the subsection; 
the second integer shall be the number of entries in the subsection
The array shall be sorted in ascending order by object number. Subsections 
cannot overlap; an object number may have at most one entry in a section.
Default value: [0 Size].

Prev integer (Present only if the file has more than one cross-reference stream; not 
meaningful in hybrid-reference files; see 7.5.8.4, "Compatibility with 
Applications That Do Not Support Compressed Reference Streams") The 
byte offset in the decoded stream from the beginning of the file to the 
beginning of the previous cross-reference stream. This entry has the same 
function as the Prev entry in the trailer dictionary (Table 15).

W array (Required) An array of integers representing the size of the fields in a single 
cross-reference entry. Table 18 describes the types of entries and their 
fields. For PDF 1.5, W always contains three integers; the value of each 
integer shall be the number of bytes (in the decoded stream) of the 
corresponding field. 
EXAMPLE [1 2 1] means that the fields are one byte, two bytes, and 

one byte, respectively.

A value of zero for an element in the W array indicates that the 
corresponding field shall not be present in the stream, and the default value 
shall be used, if there is one. If the first element is zero, the type field shall 
not be present, and shall default to type 1.
The sum of the items shall be the total length of each entry; it can be used 
with the Index array to determine the starting position of each subsection. 
Different cross-reference streams in a PDF file may use different values for 
W. 
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•相互参照ストリームが暗号化されてはならないとの相互参照ストリーム辞書に出現する文字列は暗号化されてはなりません。これは、墓所のフィルタを（7.4.10、「クリプトフィルター」を参照）を指定するフィルタのエントリを持っていてはなりません。

7.5.8.3クロスリファレンスストリームデータ

クロスリファレンスストリーム内の各エントリは、エントリのタイプを指定する最初のうち1つまたは複数のフィールドを、有しているものとする（表18を参照）。 PDF 1.7、唯一のタイプ0、1、および2を介しPDF 1.5で許可されています。他の値は、従って、将来定義される新しいエントリタイプを可能に、ヌルオブジェクトへの参照として解釈されなければなりません。

キータイプの説明

型名（必須）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。クロスリファレンスストリームに対して外部参照しなければなりません。

Sizeinteger（必須）このセクションで、またはこの更新であるものとするための任意のセクションで使用される最も高いオブジェクト数よりもナンバーワンのより大きい。これは、トレーラー辞書のサイズのエントリに相当しなければなりません。

Indexarray（オプション）このセクションの各サブセクションのための整数の対を含む配列。最初の整数は、サブセクションの最初のオブジェクトの数でなければなりません。第二の整数はsubsectionTheアレイ内のエントリの数は、オブジェクト番号で昇順にソートしなければならないものでなければなりません。サブセクションはオーバーラップすることはできません。 [0サイズ]：オブジェクトの数がsection.Default値の多くても1つのエントリを有していてもよいです。

Previnteger（現在のファイルに複数のクロスリファレンスストリームを持っている場合にのみ、ハイブリッド参照ファイルでは意味がありません。7.5.8.4を参照してください、「アプリケーションをサポートしない圧縮されたリファレンスストリームのそれとの互換性」）からデコードストリームにバイトオフセット前回の相互参照ストリームの先頭にファイルの先頭。このエントリは、トレーラ辞書における前のエントリ（表15）と同様の機能を有します。

Warray（必須）は、単一のクロスリファレンスエントリのフィールドのサイズを表す整数の配列。表18は、エントリとそのフィールドの種類について説明します。 PDF 1.5の場合、Wは常に三つの整数が含まれています。各整数の値は、対応するフィールドの（復号化ストリーム内）のバイト数でなければなりません。実施例[1 2 1]フィールドは、それぞれ1バイト、2バイト、1バイトであることを意味します。

Wアレイ内の要素のゼロの値は、対応するフィールドがストリーム中に存在してはならないことを示し、存在する場合、デフォルト値は、使用しなければなりません。最初の要素がゼロである場合、タイプフィールドが存在しないものとし、各エントリの合計の長さでなければならない項目の1.合計を入力するデフォルトなければなりません。各サブセクションの開始位置を決定するために、索引アレイと共に使用することができます。 PDFファイル内の異なる相互参照ストリームはW.に対して異なる値を使用することができます
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The fields are written in increasing order of field number; the length of each field shall be determined by the 
corresponding value in the W entry (see Table 17). Fields requiring more than one byte are stored with the 
high-order byte first. 

Like any stream, a cross-reference stream shall be an indirect object. Therefore, an entry for it shall exist in 
either a cross-reference stream (usually itself) or in a cross-reference table (in hybrid-reference files; see 
7.5.8.4, "Compatibility with Applications That Do Not Support Compressed Reference Streams").

7.5.8.4 Compatibility with Applications That Do Not Support Compressed Reference Streams

Readers designed only to support versions of PDF before PDF 1.5, and hence do not support cross-reference 
streams, cannot access objects that are referenced by cross-reference streams. If a file uses cross-reference 
streams exclusively, it cannot be opened by such readers. 

However, it is possible to construct a file called a hybrid-reference file that is readable by readers designed only 
to support versions of PDF before PDF 1.5. Such a file contains objects referenced by standard cross-
reference tables in addition to objects in object streams that are referenced by cross-reference streams. 

In these files, the trailer dictionary may contain, in addition to the entry for trailers shown in Table 15, an entry, 
as shown in Table 19. This entry may be ignored by readers designed only to support versions of PDF before 
PDF 1.5, which therefore have no access to entries in the cross-reference stream the entry refers to. 

Table 18 –  Entries in a cross-reference stream  

Type Field Description

0 1 The type of this entry, which shall be 0. Type 0 entries define 
the linked list of free objects (corresponding to f entries in a 
cross-reference table).

2 The object number of the next free object.

3 The generation number to use if this object number is used 
again.

1 1 The type of this entry, which shall be 1. Type 1 entries define 
objects that are in use but are not compressed (corresponding 
to n entries in a cross-reference table).

2 The byte offset of the object, starting from the beginning of the 
file.

3 The generation number of the object. Default value: 0.

2 1 The type of this entry, which shall be 2. Type 2 entries define 
compressed objects.

2 The object number of the object stream in which this object is 
stored. (The generation number of the object stream shall be 
implicitly 0.)

3 The index of this object within the object stream.

Table 19 –  Additional entries in a hybrid-reference file’s trailer dictionary  

Key Type Value

XRefStm integer (Optional) The byte offset in the decoded stream from the beginning of the file 
of a cross-reference stream.
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任意のストリームのように、相互参照ストリームは、間接的なオブジェクトでなければなりません。 「サポートしない圧縮されたリファレンスストリームのそれのアプリケーションとの互換性」7.5.8.4を参照してください。したがって、そのエントリは（通常は自分自身）クロスリファレンス・ストリームのいずれかに存在するものやハイブリッド参照ファイルでの相互参照表（中）。

サポートしない圧縮されたリファレンスストリームそれアプリケーションとの7.5.8.4Compatibility

読者は、PDF 1.5の前にのみPDFのサポートバージョンに設計され、従ってクロスリファレンスストリームをサポートしない、相互参照ストリームによって参照されるオブジェクトアクセスできません。ファイルは、相互参照を排他的ストリームを使用する場合、そのようなリーダーで開くことができません。

しかし、PDF 1.5の前にのみPDFのサポートバージョンに設計された読者で読み取り可能なハイブリッド参照ファイルと呼ばれるファイルを構築することが可能です。そのようなファイルは、クロスリファレンスストリームによって参照されるオブジェクトストリーム内のオブジェクトに加えて、標準のクロスリファレンステーブルで参照されるオブジェクトが含まれています。

これらのファイルでは、トレーラーの辞書は、表15に示されているトレーラーのエントリ、エントリに加えて、表19に示すように、このエントリは、PDF 1.5の前にのみPDFのサポートバージョンに設計された読者によって無視されることがあり、含まれていてもよいですしたがって、エントリが参照相互参照ストリーム内のエントリへのアクセス権を持ちません。

タイプフィールド説明

0 1 0エントリが自由オブジェクト（クロスリファレンステーブル中のFのエントリに対応する）のリンクされたリストを定義0型でなければならないが、このエントリのタイプは、。

次の空きオブジェクトの2Theオブジェクト番号。

このオブジェクト番号が再び使用される場合、3世代番号を使用します。

1 1 1エントリが使用中であるが（クロスリファレンステーブルのn個のエントリに対応する）で圧縮されていないオブジェクトを定義する1タイプでなければならないが、このエントリのタイプは、。

2バイトはファイルの先頭から、オブジェクトのオフセット。

オブジェクトの3The世代番号。デフォルト値：0。

2 1 2エントリは、圧縮オブジェクトを定義2.なければならないが、このエントリのタイプ。

2このオブジェクトが格納されたオブジェクトストリームのオブジェクト番号。 （オブジェクトストリームの世代番号は、暗黙的に0でなければなりません）

3オブジェクトストリーム内のこのオブジェクトのインデックス。

キータイプ値

XRefStminteger（オプション）クロス・リファレンスストリームのファイルの先頭から復号化されたストリーム内のバイトオフセット。
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The Size entry of the trailer shall be large enough to include all objects, including those defined in the cross-
reference stream referenced by the XRefStm entry. However, to allow random access, a main cross-reference 
section shall contain entries for all objects numbered 0 through Size - 1 (see 7.5.4, "Cross-Reference Table"). 
Therefore, the XRefStm entry shall not be used in the trailer dictionary of the main cross-reference section but 
only in an update cross-reference section. 

When a conforming reader opens a hybrid-reference file, objects with entries in cross-reference streams are 
not hidden. When the conforming reader searches for an object, if an entry is not found in any given standard 
cross-reference section, the search shall proceed to a cross-reference stream specified by the XRefStm entry 
before looking in the previous cross-reference section (the Prev entry in the trailer). 

Hidden objects, therefore, have two cross-reference entries. One is in the cross-reference stream. The other is 
a free entry in some previous section, typically the section referenced by the Prev entry. A conforming reader 
shall look in the cross-reference stream first, shall find the object there, and shall ignore the free entry in the 
previous section. A reader designed only to support versions of PDF before PDF 1.5 ignores the cross-
reference stream and looks in the previous section, where it finds the free entry. The free entry shall have a 
next-generation number of 65535 so that the object number shall not be reused.

There are limitations on which objects in a hybrid-reference file can be hidden without making the file appear 
invalid to readers designed only to support versions of PDF before PDF 1.5. In particular, the root of the PDF 
file and the document catalog (see 7.7.2, "Document Catalog") shall not be hidden, nor any object that is visible 
from the root. Such objects can be determined by starting from the root and working recursively:

• In any dictionary that is visible, direct objects shall be visible. The value of any required key-value pair shall 
be visible. 

• In any array that is visible, every element shall be visible.

• Resource dictionaries in content streams shall be visible. Although a resource dictionary is not required, 
strictly speaking, the content stream to which it is attached is assumed to contain references to the 
resources. 

In general, the objects that may be hidden are optional objects specified by indirect references. A conforming 
reader can resolve those references by processing the cross-reference streams. In a reader designed only to 
support versions of PDF before PDF 1.5, the objects appear to be free, and the references shall be treated as 
references to the null object. 

EXAMPLE 1 The Outlines entry in the catalog dictionary is optional. Therefore, its value may be an indirect reference 
to a hidden object. A reader designed only to support versions of PDF before PDF 1.5 treats it as a 
reference to the null object, which is equivalent to having omitted the entry entirely; a conforming reader 
recognizes it. 

If the value of the Outlines entry is an indirect reference to a visible object, the entire outline tree shall be 
visible because nodes in the outline tree contain required pointers to other nodes. 

Items that shall be visible include the entire page tree, fonts, font descriptors, and width tables. Objects that 
may be hidden in a hybrid-reference file include the structure tree, the outline tree, article threads, annotations, 
destinations, Web Capture information, and page labels,. 

EXAMPLE 2 In this example, an ASCIIHexDecode filter is specified to make the format and contents of the cross-
reference stream readable.  
 
This example shows a hybrid-reference file containing a main cross-reference section and an update 
cross-reference section with an XRefStm entry that points to a cross-reference stream (object 11), which 
in turn has references to an object stream (object 2). 
 
In this example, the catalog (object 1) contains an indirect reference (3 0 R) to the root of the structure 
tree. The search for the object starts at the update cross-reference table, which has no objects in it. The 
search proceeds depending on the version of the conforming reader. 
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トレーラーのサイズエントリはXRefStmエントリによって参照されるクロスリファレンスストリームに定義されたものを含むすべてのオブジェクトを含むように十分な大きさでなければなりません。しかし、ランダムアクセスを許可するために、メインのクロスリファレンスセクションでは、すべてのオブジェクトのエントリを含んでいなければならないサイズ0〜番 - （7.5.4、「相互参照表」を参照してください）1。したがって、XRefStmエントリは、主クロスリファレンスセクションのトレーラー辞書にのみ更新クロスリファレンスセクションで使用してはなりません。

適合リーダがハイブリッド参照ファイルを開くと、クロスリファレンスストリームのエントリを有するオブジェクトが隠されていません。オブジェクトのリーダー検索を適合するときエントリは任意の標準的なクロスリファレンスセクションで見つからない場合、検索は、前のクロスリファレンスセクションで見て前XRefStmエントリによって指定されたクロスリファレンスストリームに進むものとします（トレーラーで前のエントリ）。

隠されたオブジェクトは、したがって、2つの相互参照エントリを持ちます。一つは、クロスリファレンスストリームです。他は、典型的には、いくつかの前のセクションの空きエントリ、前のエントリによって参照される部分です。適合リーダは、第一クロスリファレンスストリームに見なければならないが、オブジェクトを見つけなければならない、そして、前のセクションで空きエントリを無視しなければなりません。 PDF 1.5の前にのみPDFのサポートバージョンに設計された読者は、それが自由エントリを見つけ、前のセクションで相互参照ストリームとルックスを無視します。オブジェクト番号は再利用してはならないように、自由エントリは、65535の次世代番号を持たなければなりません。

ファイルのみPDF 1.5の前にPDFのサポートバージョンに設計された読者に無効現れせずに非表示にすることができるハイブリッド参照ファイルにどのオブジェクトに制限があります。具体的には、PDFファイルと文書カタログ（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）に隠れてはならない、また根から見える任意のオブジェクトのルート。このようなオブジェクトはルートから始まると再帰的に働くことによって決定することができます。

•表示されているすべての辞書では、直接のオブジェクトが見えるものでなければなりません。必要なキー値ペアの値が表示されなければなりません。

•表示されている任意の配列では、すべての要素が目に見えるものでなければなりません。

•コンテンツのストリームでのリソースの辞書が見えるものでなければなりません。リソースディクショナリは、厳密に言えば、必須ではありませんが、それが接続されているコンテンツのストリームは、リソースへの参照が含まれていると想定されます。

一般的に、隠すことができるオブジェクトは、間接参照で指定された任意のオブジェクトです。適合読者は、クロスリファレンス・ストリームを処理することにより、それらの参照を解決することができます。唯一のPDF 1.5の前にPDFのバージョンをサポートするように設計されたリーダーでは、オブジェクトがないことが表示され、参照がnullのオブジェクトへの参照として扱われなければなりません。

【実施例1カタログ辞書のアウトラインエントリはオプションです。したがって、その値は隠されたオブジェクトへの間接参照であってもよいです。完全エントリを省略したことに等価であるヌル・オブジェクトへの参照としてPDF 1.5扱いをする前に、PDFのサポートバージョンにのみ設計されたリーダー。準拠した読者はそれを認識しています。

アウトラインエントリの値は、可視オブジェクトへの間接参照である場合、アウトラインツリー内のノードが他のノードに必要なポインタが含まれているため、全体のアウトラインツリーが表示されなければなりません。

目に見えるものでなければならない項目は、ページ全体の木、フォント、フォント記述子、および幅のテーブルが含まれます。ハイブリッド参照ファイルに隠すことができるオブジェクトは、構造ツリー、アウトラインツリー、記事のスレッド、注釈、目的地、Webキャプチャ情報、およびページのラベルが含まれ、。

実施例2この実施例では、ASCIIHexDecodeフィルタはクロスリファレンスストリーム可読のフォーマットとコンテンツを作るために指定されています。このことの例が示すXRefStmエントリと主クロスリファレンスセクションと更新クロスリファレンスセクションを含むハイブリッド参照ファイルを順番にオブジェクトストリーム（オブジェクトへの参照を有する相互参照ストリーム（オブジェクト11）を指し2）。この例では、カタログ（オブジェクト1）構造ツリーのルートへの間接参照（3 0 R）を含みます。オブジェクトの検索は、その中に何のオブジェクトを有していない更新クロスリファレンステーブルで開始します。適合リーダーのバージョンに応じて検索が進行します。
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One choice for a reader designed only to support versions of PDF before PDF 1.5 is to continue the 
search by following the Prev pointer to the main cross-reference table. That table defines object 3 as a 
free object, which is treated as the null object. Therefore, the entry is considered missing, and the 
document has no structure tree. 
 
Another choice for a conforming reader, is to continue the search by following the XRefStm pointer to the 
cross-reference stream (object 11). It defines object 3 as a compressed object, stored at index 0 in the 
object stream (2 0 obj). Therefore, the document has a structure tree. 
 
1 0 obj % The document root, at offset 23. 

<< /Type /Catalog 
/StructTreeRoot 3 0 R  
… 

>> 
endobj 
 
12 0 obj 
… 
endobj 
… 
99 0 obj 
… 
endobj 
 
% The main xref section, at offset 2664 is next with entries for objects 0-99. 
% Objects 2 through 11 are marked free and objects 12, 13 and 99 are marked in use. 
xref 
0 100 
0000000002 65535 f 
0000000023 00000 n 
0000000003 65535 f 
0000000004 65535 f 
0000000005 65535 f  
0000000006 65535 f 
0000000007 65535 f 
0000000008 65535 f 
0000000009 65535 f 
0000000010 65535 f 
0000000011 65535 f 
0000000000 65535 f  
0000000045 00000 n 
0000000179 00000 n 
… cross-reference entries for objects 14 through 98 ... 
0000002201 00000 n 
trailer 

<< /Size 100 
/Root 1 0 R 
/ID … 

>> 
% The main xref section starts at offset 2664. 
startxref 

2664 
%%EOF 
 
2 0 obj % The object stream, at offset 3722 

<< /Length ... 
/N 8 % This stream contains 8 objects. 
/First 47 % The stream-offset of the first object 

>> 
stream 

3 0 4 50 5 72 … the numbers and stream-offsets of the remaining 5 objects followed by dictionary 
objects 3-5 ...  

<< /Type /StructTreeRoot 
/K 4 0 R  
/RoleMap 5 0 R  
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唯一のPDF 1.5の前にPDFのバージョンをサポートするように設計された読者のための一つの選択肢は、メインのクロスリファレンステーブルに前ポインタに従うことによって、検索を継続することです。そのテーブルの定義は、ヌルオブジェクトとして扱われるフリーオブジェクトとして3オブジェクト。そのため、エントリが不足していると考えられ、文書には構造ツリーを持っていません。適合リーダーのための別の選択肢は、相互参照ストリーム（オブジェクト11）にXRefStmポインタに従うことによって、検索を続けることです。これは、オブジェクトストリーム（2 0 OBJ）のインデックス0に格納された圧縮されたオブジェクトなどのオブジェクト3を定義します。したがって、文書は構造ツリーを持っています。 1 0 OBJ％ドキュメントルート、オフセット23 << /タイプ/カタログ/ StructTreeRoot 3 0 R ... >> endobj 12 0 OBJ ... endobj ... 99 0 OBJ ... endobj％メインXREF部では、オフセット2664でと次でありますオブジェクト0-99のエントリ。 ％は、2〜11がフリーとマークされたオブジェクト及び12、13及び99が使用中とマークされているオブジェクト。 0000000011 0000000000 65535 00000 00000 0000000045 F N 0000000179 N ...クロスリファレンスエントリF 65535 F 0000000010 65535 F 0000000009 65535 F 0000000008 65535 F 0000000007 65535 F 0000000006 65535 F 0000000005 65535 F 0000000004 65535 F 0000000023 00000 N 0000000003 65535 F 0 100 0000000002 65535 XREFオブジェクト98を介して14 ... 0000002201 00000 Nトレーラオフセット2664 startxref 2664 %% EOF 2 0 OBJ％オブジェクトストリームにおける<< /サイズ100 /ルート1 0 R / ID ... >>％メインXREFセクション開始のためオフセット3722 << /長さ... / N 8％で、このストリームは8つのオブジェクトが含まれています。最初/ 47％ストリームオフセットの最初のオブジェクトのストリーム>> 3 0 4 50 5 72 ...番号と辞書に続く残りの5つのオブジェクトのストリームオフセットオブジェクト3-5 ... << /タイプ/ StructTreeRoot / K 4 0 R /ロールマップ5 0 R
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/ClassMap 6 0 R  
/ParentTree 7 0 R  
/ParentTreeNextKey 8  

>>  
<< /S /Workbook 

/P 8 0 R  
/K 9 0 R  

>>  
<< /Workbook /Div 

/Worksheet /Sect  
/TextBox /Figure  
/Shape /Figure  

>> 
… definitions for objects 6 through 10 ... 

endstream 
endobj 
 
11 0 obj % The cross-reference stream, at offset 4899 

<< /Type /XRef 
/Index [2 10] % This stream contains entries for objects 2 through 11 
/Size 100  
/W [1 2 1] % The byte-widths of each field 
/Filter /ASCIIHexDecode % For readability only 
… 

>> 
stream 

01 0E8A 0 
02 0002 00 
02 0002 01 
02 0002 02 
02 0002 03 
02 0002 04 
02 0002 05 
02 0002 06 
02 0002 07 
01 1323 0 

endstream 
endobj 
% The entries above are for: object 2 (0x0E8A = 3722), object 3 (in object stream 2, index 0),  
% object 4 (in object stream 2, index 1) ... object 10 (in object stream 2, index 7),   
% object 11 (0x1323 = 4899). 
 
% The update xref section starting at offset 5640.  There are no entries in this section. 
xref 
0 0  
trailer 

<< /Size 100 
/Prev 2664 % Offset of previous xref section 
/XRefStm 4899 
/Root 1 0 R  
/ID … 

>> 
startxref 
5640 
%%EOF

The previous example illustrates several other points: 

• The object stream is unencoded and the cross-reference stream uses an ASCII hexadecimal encoding for 
clarity. In practice, both streams should be Flate-encoded. PDF comments shall not be included in a cross-
reference table or in cross-reference streams.

• The hidden objects, 2 through 11, are numbered consecutively. In practice, hidden objects and other free 
items in a cross-reference table need not be linked in ascending order until the end. 
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/のClassMap 6 0 R / ParentTree 7 0 R / ParentTreeNextKey 8 >> << / S /ワークブック/ P 8 0 R / K 9 0 R >> << /ワークブック/ DIV /ワークシート/セクト/テキストボックス/フィギュア/形状/図>> ...オブジェクトの定義10を介して6 ... endstream endobj 11 0 OBJ％クロスリファレンスストリームは、オフセット4899 << /タイプ/外部参照/ランキング[2~10]％でこの流れは、11を介して物体2のエントリが含まれ/サイズ100 / W [1 2 1]％可読性のみ... >>ストリームのための各フィールド/フィルタ/ ASCIIHexDecode％でのバイト幅01 0E8A 0 02 0002 00 02 0002 01 02 0002 02 02 0002 03 02 0002 04 02 0002 02 0002 06 02 0002 05 07 01 1323 0 endstream endobj％エントリ上記のためのものである：物体2（= 3722 0x0E8A）、オブジェクト3、％オブジェクト4（オブジェクトストリーム2、インデックス0に）（オブジェクトストリーム2、インデックス1 ）...オブジェクト10（オブジェクトストリーム2において、インデックス7）、％オブジェクト11（= 4899 0x1323）。 ％更新外部参照セクションでは、オフセット5640で始まるこのセクションのエントリがありません。 0 0トレーラー<< /サイズ100 /前2664%前XREF区間のオフセット/ XRefStm 4899 /ルート1 0 R / ID ... >> startxref 5640 %% EOF XREF

•オブジェクトストリームがエンコードされていないで、相互参照ストリームは、明確にするためにコードASCII 16進数を使用します。実際には、両方のストリームはFlateアルゴリズムエンコードされなければなりません。 PDFコメントはクロスリファレンステーブルまたはクロスリファレンスストリームに含まれてはなりません。

•隠されたオブジェクト、2〜11は、連続的に番号付けされています。実際には、相互参照テーブル内に隠されたオブジェクトや他の無料のアイテムは最後まで昇順にリンクする必要はありません。
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• The update cross-reference table need not contain any entries. A conforming writer that uses the hybrid-
reference format creates the main cross-reference table, the update cross-reference table, and the cross-
reference stream at the same time. Objects 12 and 13, for example, are not compressed. They might have 
entries in the update table. Since objects 2 and 11, the object stream and the cross-reference stream, are 
not compressed, they might also be defined in the update table. Since they are part of the hidden section, 
however, it makes sense to define them in the cross-reference stream.

• The update cross-reference section shall appear at the end of the file, but otherwise, there are no ordering 
restrictions on any of the objects or on the main cross-reference section. However, a file that uses both the 
hybrid-reference format and the linearized format has ordering requirements (see Annex F). 

7.6 Encryption

7.6.1 General

A PDF document can be encrypted (PDF 1.1) to protect its contents from unauthorized access. Encryption 
applies to all strings and streams in the document's PDF file, with the following exceptions:

• The values for the ID entry in the trailer

• Any strings in an Encrypt dictionary

• Any strings that are inside streams such as content streams and compressed object streams, which 
themselves are encrypted

Encryption is not applied to other object types such as integers and boolean values, which are used primarily to 
convey information about the document's structure rather than its contents. Leaving these values unencrypted 
allows random access to the objects within a document, whereas encrypting the strings and streams protects 
the document's contents. 

When a PDF stream object (see 7.3.8, "Stream Objects") refers to an external file, the stream’s contents shall 
not be encrypted, since they are not part of the PDF file itself. However, if the contents of the stream are 
embedded within the PDF file (see 7.11.4, "Embedded File Streams"), they shall be encrypted like any other 
stream in the file. Beginning with PDF 1.5, embedded files can be encrypted in an otherwise unencrypted 
document (see 7.6.5, "Crypt Filters").

Encryption-related information shall be stored in a document’s encryption dictionary, which shall be the value of 
the Encrypt entry in the document’s trailer dictionary (see Table 15). The absence of this entry from the trailer 
dictionary means that a conforming reader shall consider the document to be not encrypted. The entries shown 
in Table 20 are common to all encryption dictionaries. 

The encryption dictionary’s Filter entry identifies the file’s security handler, a software module that implements 
various aspects of the encryption process and controls access to the contents of the encrypted document. PDF 
specifies a standard password-based security handler that all conforming readers shall support, but conforming 
readers can optionally provide additional security handlers of their own. 

The SubFilter entry specifies the syntax of the encryption dictionary contents. It allows interoperability between 
handlers; that is, a document can be decrypted by a handler other than the preferred one (the Filter entry) if 
they both support the format specified by SubFilter.

The V entry, in specifying which algorithm to use, determines the length of the encryption key, on which the 
encryption (and decryption) of data in a PDF file shall be based. For V values 2 and 3, the Length entry 
specifies the exact length of the encryption key. In PDF 1.5, a value of 4 for V permits the security handler to 
use its own encryption and decryption algorithms and to specify crypt filters to use on specific streams (see 
7.6.5, "Crypt Filters").

The remaining contents of the encryption dictionary shall be determined by the security handler and may vary 
from one handler to another. Entries for the standard security handler are described in 7.6.3, "Standard 

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved55

PDF 32000-1：2008

•アップデートクロスリファレンステーブルの必要性は、すべてのエントリが含まれていません。ハイブリッド基準フォーマットを使用準拠ライタが同時にメイン相互参照表、更新相互参照テーブル、およびクロスリファレンスストリームを作成します。オブジェクト12および13は、例えば、圧縮されていません。彼らは、更新テーブルのエントリを持っているかもしれません。オブジェクト2及び11は、オブジェクトストリームと相互参照ストリームは、圧縮されていない、彼らはまた、更新テーブルで定義されるかもしれません。彼らは隠された部分の一部であるため、しかし、それは相互参照ストリームでそれらを定義するために理にかなっています。

•アップデートクロスリファレンスセクションには、ファイルの最後に表示されなければなら、そうでない場合、オブジェクトのいずれかにするか、メインのクロスリファレンスセクションには順序制限はありません。しかし、用途ハイブリッド基準フォーマットと線状化形式の両方が要件を発注したことをファイルは、（付属書F参照します）。

7.6暗号化

7.6.1一般的な

PDF文書は、その内容を不正アクセスから保護するために（PDF 1.1）を暗号化することができます。暗号化は、以下の例外を除いて、文書のPDFファイル内のすべての文字列とストリームに適用されます。

•トレーラーでのIDのエントリの値は、

•暗号化辞書内の任意の文字列

•内部にある任意の文字列自体は暗号化されたコンテンツのストリームと圧縮されたオブジェクトストリーム、などのストリーム

暗号化は、文書の構造ではなく、その内容についての情報を伝えるために主に使用されているように、整数やブール値などの他のオブジェクトタイプに適用されていません。文字列やストリームを暗号化するのに対し、文書内のオブジェクトへのランダムアクセスを可能にする暗号化されていないこれらの値のままにすると、ドキュメントの内容を保護します。

PDFストリームオブジェクトは、（7.3.8を参照してください、「ストリームオブジェクト」）場合は、外部ファイルを参照して、彼らはPDFファイル自体の一部ではないため、ストリームの内容は、暗号化されてはなりません。ストリームの内容は、PDFファイル内に埋め込まれている場合ただし、（7.11.4を参照してください、「埋め込みファイルストリーム」）、それらは、ファイル内の他のストリームのように暗号化されなければなりません。 PDF 1.5以降では、埋め込まれたファイルは（7.6.5、「クリプトフィルタ」を参照）それ以外の場合は暗号化されていない文書に暗号化することができます。

暗号化関連情報は、文書のトレーラー辞書の暗号化項目の値とするドキュメントの暗号化辞書、（表15参照）に格納されなければなりません。準拠した読者が暗号化されていない対象の文書を考慮しなければならないトレーラー辞書手段からこのエントリが存在しないこと。表20に示されているエントリは、すべての暗号化辞書に共通しています。

暗号化辞書のフィルタのエントリは、ファイルのセキュリティハンドラ、ソフトウェアモジュールを識別する暗号化された文書の内容に暗号化プロセスとコントロールのアクセスの道具様々な態様が。 PDFは、すべての適合読者がサポートしなければならないことを標準のパスワードベースのセキュリティハンドラを指定しますが、準拠する読者は、必要に応じて、独自の追加のセキュリティ・ハンドラを提供することができます。

サブフィルタのエントリは、暗号化辞書の内容の構文を指定します。これは、ハンドラ間の相互運用性を可能にします。すなわち、サブフィルタによって指定され、それらが支持形式の両方場合、文書が好ましいもの（フィルタエントリ）以外のハンドラで復号することが可能です。

Vエントリは、使用するアルゴリズムを指定する際に、PDFファイル内のデータの暗号化（および復号化）基づかなければならないれた暗号鍵の長さを決定します。 Vの値が2と3の場合、長さエントリは、暗号鍵の正確な長さを指定します。 PDF 1.5では、V 4の値は、独自の暗号化と復号化アルゴリズムを使用すると、特定の上で使用する暗号フィルタを指定するには、セキュリティハンドラを許可するストリーム（7.6.5、「クリプトフィルタ」を参照してください）。

暗号化辞書の残りの内容は、セキュリティハンドラによって決定されるものと別のハンドラから異なる場合があります。標準セキュリティハンドラのエントリは基準」、7.6.3で説明されています
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Security Handler." Entries for public-key security handlers are described in 7.6.4, "Public-Key Security 
Handlers."

Table 20 –  Entries common to all encryption dictionaries  

Key Type Value

Filter name (Required) The name of the preferred security handler for this document. It shall 
be the name of the security handler that was used to encrypt the document. If 
SubFilter is not present, only this security handler shall be used when opening 
the document. If it is present, a conforming reader can use any security handler 
that implements the format specified by SubFilter. 
Standard shall be the name of the built-in password-based security handler. 
Names for other security handlers may be registered by using the procedure 
described in Annex E.

SubFilter name (Optional; PDF 1.3) A name that completely specifies the format and 
interpretation of the contents of the encryption dictionary. It allows security 
handlers other than the one specified by Filter to decrypt the document. If this 
entry is absent, other security handlers shall not decrypt the document.
NOTE This entry was introduced in PDF 1.3 to support the use of public-

key cryptography in PDF files (see 7.6.4, "Public-Key Security 
Handlers"); however, it was not incorporated into the PDF 
Reference until the fourth edition (PDF 1.5).

V number (Optional) A code specifying the algorithm to be used in encrypting and 
decrypting the document: 
0 An algorithm that is undocumented. This value shall not be used. 
1 "Algorithm 1: Encryption of data using the RC4 or AES algorithms" in 7.6.2, 

"General Encryption Algorithm," with an encryption key length of 40 bits; see 
below. 

2 (PDF 1.4) "Algorithm 1: Encryption of data using the RC4 or AES algorithms"
in 7.6.2, "General Encryption Algorithm," but permitting encryption key lengths 
greater than 40 bits. 

3 (PDF 1.4) An unpublished algorithm that permits encryption key lengths 
ranging from 40 to 128 bits. This value shall not appear in a conforming PDF 
file.

4 (PDF 1.5) The security handler defines the use of encryption and decryption 
in the document, using the rules specified by the CF, StmF, and StrF entries. 

The default value if this entry is omitted shall be 0, but when present should be a 
value of 1 or greater. 

Length integer (Optional; PDF 1.4; only if V is 2 or 3) The length of the encryption key, in bits. 
The value shall be a multiple of 8, in the range 40 to 128. Default value: 40. 

CF dictionary (Optional; meaningful only when the value of V is 4; PDF 1.5) A dictionary whose 
keys shall be crypt filter names and whose values shall be the corresponding 
crypt filter dictionaries (see Table 25). Every crypt filter used in the document 
shall have an entry in this dictionary, except for the standard crypt filter names 
(see Table 26).
The conforming reader shall ignore entries in CF dictionary with the keys equal to 
those listed in Table 26 and use properties of the respective standard crypt filters.

StmF name (Optional; meaningful only when the value of V is 4; PDF 1.5) The name of the 
crypt filter that shall be used by default when decrypting streams. The name shall 
be a key in the CF dictionary or a standard crypt filter name specified in Table 26. 
All streams in the document, except for cross-reference streams (see 7.5.8, 
"Cross-Reference Streams") or streams that have a Crypt entry in their Filter
array (see Table 6), shall be decrypted by the security handler, using this crypt 
filter. 
Default value: Identity.
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セキュリティハンドラ。公開鍵セキュリティハンドラは、」公開鍵セキュリティハンドラのエントリは、7.6.4で説明されています 『』

キータイプ値

FILTERNAME（必須）この文書の優先セキュリティハンドラの名前。これは、文書を暗号化するために使用されたセキュリティハンドラの名前でなければなりません。サブフィルタが存在しない場合は、文書を開くときに、これだけセキュリティハンドラを使用しなければなりません。それが存在する場合、適合する読者はサブフィルタによって指定された実装形式ことを任意のセキュリティハンドラを使用することができます。標準では内蔵のパスワードベースのセキュリティハンドラの名前でなければなりません。他のセキュリティ・ハンドラの名前は、付属書Eに記載の手順を使用して登録されていてもよいです

SubFiltername（オプション; PDF 1.3）完全に暗号化辞書の内容の形式と解釈を指定する名前。これは、文書を復号化するためにフィルターで指定されたもの以外のセキュリティハンドラを可能にします。このエントリが存在しない場合は、他のセキュリティ・ハンドラはdocument.NOTEThisエントリがPDFファイルで公開鍵暗号の使用をサポートするために、PDF 1.3で導入された復号化してはならない（7.6.4、「公開鍵セキュリティハンドラ」を参照）。しかし、それは第四版（PDF 1.5）までPDFリファレンスに組み込まれていませんでした。

Vnumber（オプション）文書の暗号化と復号化に使用されるアルゴリズムを指定コード：非公開0アンアルゴリズム。この値は、使用してはなりません。 1「アルゴリズム1：RC4またはAESアルゴリズムを用いてデータの暗号化」7.6.2に、40ビットの暗号鍵長を有する「一般的な暗号化アルゴリズム、」。下記参照。 2（PDF 1.4）、「アルゴリズム1：RC4またはAESアルゴリズムを用いてデータの暗号化」7.6.2に「一般的な暗号化アルゴリズム、」しかし、40ビットよりも大きい許可暗号鍵の長さ。 3（PDF 1.4）40 128ビットの範囲の暗号鍵の長さを可能に未発表のアルゴリズム。この値は、セキュリティハンドラは、CF、STMF、およびStrFエントリによって指定されたルールを使用して、ドキュメント内の暗号化と復号化の使用を定義準拠のPDF file.4（PDF 1.5）に表示されてはなりません。このエントリが省略された場合、デフォルト値は0でなければならないが、本発明は、1以上の値でなければならない場合。

Lengthintegerビットで暗号鍵の長さは、（任意; PDF 1.4 Vが2または3の場合のみ）。 40：値が範囲40 128にデフォルト値で、8の倍数でなければなりません。

CFdictionary（オプション、Vの値が4である場合にのみ意味を持つ。PDF 1.5）、キー値を対応する陰窩フィルタ辞書（表25を参照）でなければならない陰窩フィルタ名としなければならない辞書。文書で使用されるすべての陰窩フィルタは、キーは、表26及び使用特性に記載されたものに等しいと選択図適合するリーダはCF辞書内のエントリを無視しなければならない（表26参照）は、標準的な陰窩フィルタ名を除いて、この辞書内のエントリを持たなければなりませんそれぞれの標準暗号のフィルタ。

StmFname（オプション、Vの値が4である場合にのみ意味を持つ。PDF 1.5）ストリームを復号化する際にデフォルトで使用されなければならない陰窩フィルタの名前。名前は文書で、（、「クロス・リファレンスストリームの」7.5.8を参照）、または持っているストリームの相互参照ストリーム以外のストリームCF辞書のキーまたは表26.すべてで指定された標準の暗号フィルタ名でなければなりませんそのFilterarrayで墓所エントリ（表6参照）、この暗号フィルタを使用して、セキュリティハンドラによって復号化されなければなりません。デフォルト値：アイデンティティ。
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Unlike strings within the body of the document, those in the encryption dictionary shall be direct objects. The 
contents of the encryption dictionary shall not be encrypted (the algorithm specified by the V entry). Security 
handlers shall be responsible for encrypting any data in the encryption dictionary that they need to protect. 

NOTE Conforming writers have two choices if the encryption methods and syntax provided by PDF are not sufficient 
for their needs: they can provide an alternate security handler or they can encrypt whole PDF documents 
themselves, not making use of PDF security.

7.6.2 General Encryption Algorithm

One of the following algorithms shall be used when encrypting data in a PDF file:

• A proprietary encryption algorithm known as RC4. RC4 is a symmetric stream cipher: the same algorithm 
shall be used for both encryption and decryption, and the algorithm does not change the length of the data. 
RC4 is a copyrighted, proprietary algorithm of RSA Security, Inc. Independent software vendors may be 
required to license RC4 to develop software that encrypts or decrypts PDF documents. For further 
information, visit the RSA Web site at < http://www.rsasecurity.com > or send e-mail to 
< products@rsasecurity.com >. 

• The AES (Advanced Encryption Standard) algorithm (beginning with PDF 1.6). AES is a symmetric block 
cipher: the same algorithm shall be used for both encryption and decryption, and the length of the data 
when encrypted is rounded up to a multiple of the block size, which is fixed to always be 16 bytes, as 
specified in FIPS 197, Advanced Encryption Standard (AES); see the Bibliography).  
 
Strings and streams encrypted with AES shall use a padding scheme that is described in Internet RFC 
2898, PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.0; see the Bibliography. For an 
original message length of M, the pad shall consist of 16 - (M mod 16) bytes whose value shall also be 16 
- (M mod 16). 

EXAMPLE A 9-byte message has a pad of 7 bytes, each with the value 0x07. The pad can be unambiguously 
removed to determine the original message length when decrypting. Note that the pad is present when M 
is evenly divisible by 16; it contains 16 bytes of 0x10.

PDF’s standard encryption methods also make use of the MD5 message-digest algorithm for key generation 
purposes (described in Internet RFC 1321, The MD5 Message-Digest Algorithm; see the Bibliography).

The encryption of data in a PDF file shall be based on the use of an encryption key computed by the security 
handler. Different security handlers compute the encryption key using their own mechanisms. Regardless of 
how the key is computed, its use in the encryption of data shall always be the same (see "Algorithm 1: 

StrF name (Optional; meaningful only when the value of V is 4; PDF 1.5) The name of the 
crypt filter that shall be used when decrypting all strings in the document. The 
name shall be a key in the CF dictionary or a standard crypt filter name specified 
in Table 26. 
Default value: Identity.

EFF name (Optional; meaningful only when the value of V is 4; PDF 1.6) The name of the 
crypt filter that shall be used when encrypting embedded file streams that do not 
have their own crypt filter specifier; it shall correspond to a key in the CF
dictionary or a standard crypt filter name specified in Table 26. 
This entry shall be provided by the security handler. Conforming writers shall 
respect this value when encrypting embedded files, except for embedded file 
streams that have their own crypt filter specifier. If this entry is not present, and 
the embedded file stream does not contain a crypt filter specifier, the stream shall 
be encrypted using the default stream crypt filter specified by StmF. 

Table 20 –  Entries common to all encryption dictionaries  (continued)

Key Type Value

http://www.rsasecurity.com
http://www.rsasecurity.com
http://www.rsasecurity.com
mailto:products@rsasecurity.com
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文書の本文内の文字列とは異なり、暗号化辞書のものは、直接オブジェクトでなければなりません。暗号化辞書の内容は、（Vエントリで指定されたアルゴリズム）暗号化されてはなりません。セキュリティ・ハンドラは、彼らが保護するために必要なことを暗号化辞書内のすべてのデータを暗号化するための責任を負わなければなりません。

NOTE準拠作家はPDFで提供される暗号化方法と構文が自分のニーズには十分でない場合は2つの選択肢があります。彼らは、代替セキュリティハンドラを提供することができ、またはそれらは、PDFのセキュリティを利用していない、全体のPDF文書自体を暗号化することができます。

7.6.2一般的な暗号化アルゴリズム

PDFファイル内のデータを暗号化する際に、以下のアルゴリズムのいずれかを使用しなければなりません。

•独自の暗号化アルゴリズムはRC4として知られています。 RC4は対称ストリーム暗号である：同じアルゴリズムは、暗号化と復号化の両方に使用されるもの、およびアルゴリズムは、データの長さを変更しません。 RC4は、RSA Securityの著作権を、独自のアルゴリズムである、Inc.の独立ソフトウェアベンダーは、暗号化または解読PDF文書というソフトウェアを開発するためのライセンスRC4に必要になることがあります。詳細については、<http://www.rsasecurity.com>でRSAのWebサイトをご覧いただくか、<products@rsasecurity.com>に電子メールを送信してください。

•AES（Advanced Encryption Standard）アルゴリズム（PDF 1.6から始まります）。 AESは、対称ブロック暗号である：同じアルゴリズムは、暗号化と復号化の両方に使用されなければならない、とで指定された暗号化データの長さは、常に16バイトに固定されているブロックサイズの倍数に切り上げられ197 FIPS、高度暗号化標準（AES）。 ）参考文献を参照してください。文字列とは、インターネットRFC 2898に記述されているパディング方式、PKCS＃5を使用しなければならないAESで暗号化されたストリーム：パスワードベースの暗号化仕様バージョン2.0。参考文献を参照してください。 Mの元のメッセージの長さのために、パッドは16で構成されなければならない - （Mは16 MOD） - （Mは16 MOD）、その値も16でなければならないバイト。

実施例A 9バイトのメッセージは7バイト、値0x07の各パッドを有しています。パッドは、明確に復号化するとき、元のメッセージの長さを決定するために除去することができます。 Mが16で割り切れる場合、パッドが存在することに留意されたいです。それは0x10を16のバイトが含まれています。

（;参考文献を参照してくださいインターネットRFC 1321で説明し、MD5メッセージダイジェストアルゴリズム）PDFの標準暗号化方式は、また、MD5メッセージダイジェスト鍵生成の目的のためのアルゴリズムを利用します。

PDFファイル内のデータの暗号化は、セキュリティハンドラによって計算された暗号化キーの使用に基づくものでなければなりません。異なるセキュリティ・ハンドラは、独自のメカニズムを使用して暗号化キーを計算します。かかわらず、キーがどのように計算されるかの、データの暗号化での使用は、常に同じものでなければならない（「アルゴリズム1を参照してください。

StrFname（オプション、Vの値が4である場合にのみ意味を持つ。PDF 1.5）文書内のすべての文字列を復号化する際に使用されるものと陰窩フィルタの名前。アイデンティティ：名前はCF辞書のキーまたは表26.デフォルト値で指定された標準の暗号フィルタ名でなければなりません。

EFFname（オプション; Vの値が4の場合にのみ意味を持つ。PDF 1.6）、独自の暗号フィルタ指定子を持たない埋め込まれたファイルストリームを暗号化する際に使用しなければならない暗号フィルタの名前。それは、セキュリティハンドラによって提供されなければならないCFdictionaryまたは表26.このエントリで指定された標準の暗号フィルタ名でキーに対応しなければなりません。埋め込まれたファイルを暗号化する際にライターを準拠することは、独自の暗号フィルタ指定子を持っている埋め込みファイルストリームを除いて、この値を尊重しなければなりません。このエントリが存在せず、埋め込まれたファイルストリームが暗号フィルタ指定子が含まれていない場合は、ストリームがSTMFで指定されたデフォルトのストリーム暗号のフィルタを使用して暗号化されなければなりません。

表20  - すべての暗号化辞書へのエントリー共通（続き）

キータイプ値
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Encryption of data using the RC4 or AES algorithms"). Because the RC4 algorithm and AES algorithms are 
symmetric, this same sequence of steps shall be used both to encrypt and to decrypt data. 

Algorithms in 7.6, “Encryption” are uniquely numbered within that clause in a manner that maintains 
compatibility with previous documentation.

Algorithm 1: Encryption of data using the RC4 or AES algorithms

a) Obtain the object number and generation number from the object identifier of the string or stream to be 
encrypted (see 7.3.10, "Indirect Objects"). If the string is a direct object, use the identifier of the indirect 
object containing it. 

b) For all strings and streams without crypt filter specifier; treating the object number and generation number 
as binary integers, extend the original n-byte encryption key to n + 5 bytes by appending the low-order 3 
bytes of the object number and the low-order 2 bytes of the generation number in that order, low-order byte 
first. (n is 5 unless the value of V in the encryption dictionary is greater than 1, in which case n is the value 
of Length divided by 8.)  
 
If using the AES algorithm, extend the encryption key an additional 4 bytes by adding the value “sAlT”, 
which corresponds to the hexadecimal values 0x73, 0x41, 0x6C, 0x54. (This addition is done for backward 
compatibility and is not intended to provide additional security.)

c) Initialize the MD5 hash function and pass the result of step (b) as input to this function.

d) Use the first (n + 5) bytes, up to a maximum of 16, of the output from the MD5 hash as the key for the RC4 
or AES symmetric key algorithms, along with the string or stream data to be encrypted.  
 
If using the AES algorithm, the Cipher Block Chaining (CBC) mode, which requires an initialization vector, 
is used. The block size parameter is set to 16 bytes, and the initialization vector is a 16-byte random 
number that is stored as the first 16 bytes of the encrypted stream or string.  
 
The output is the encrypted data to be stored in the PDF file. 

Stream data shall be encrypted after applying all stream encoding filters and shall be decrypted before applying 
any stream decoding filters. The number of bytes to be encrypted or decrypted shall be given by the Length
entry in the stream dictionary. Decryption of strings (other than those in the encryption dictionary) shall be done 
after escape-sequence processing and hexadecimal decoding as appropriate to the string representation 
described in 7.3.4, "String Objects."

7.6.3 Standard Security Handler

7.6.3.1 General

PDF’s standard security handler shall allow access permissions and up to two passwords to be specified for a 
document: an owner password and a user password. An application’s decision to encrypt a document shall be 
based on whether the user creating the document specifies any passwords or access restrictions. 

EXAMPLE A conforming writer may have a security settings dialog box that the user can invoke before saving the 
PDF file. 

If passwords or access restrictions are specified, the document shall be encrypted, and the permissions and 
information required to validate the passwords shall be stored in the encryption dictionary. Documents in which 
only file attachments are encrypted shall use the same password as the user and owner password.

NOTE 1 A conforming writer may also create an encrypted document without any user interaction if it has some other 
source of information about what passwords and permissions to use. 
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RC4またはAESアルゴリズム」を用いてデータの暗号化）。RC4アルゴリズムおよびAESアルゴリズムは対称であるので、工程のこの同じ配列は、暗号化および復号化データの両方を使用しなければなりません。

7.6におけるアルゴリズムは、「暗号化」一意前文書との互換性を維持するように、その句の中に番号が付けられています。

アルゴリズム1：RC4を使用して、データの暗号化またはAESアルゴリズム

A）暗号化される文字列またはストリームのオブジェクト識別子（7.3.10、「間接オブジェクト」を参照）から、オブジェクト番号と世代番号を取得します。文字列は、直接オブジェクトである場合は、それを含む間接的なオブジェクトの識別子を使用しています。

B）陰窩フィルタ指定せず、すべての文字列とストリームのための;そのために、オブジェクト番号の下位3バイトと世代番号の下位2つのバイトを付加することによってバイトのバイナリ整数としてオブジェクト番号と世代番号を治療する、元のnバイトの暗号化鍵を延ばすN + 5 、下位バイトが最初。 （nは、暗号化辞書内のVの値が、その場合には、1より大きいnは8で割った長さの値である場合を除き5）AESアルゴリズムを使用している場合、値を追加することによって、暗号鍵さらに4つのバイトを拡張16進数値0x73、0x41から、0x6C、が0x54に対応する「塩」、。 （この追加は、下位互換性のために行われ、追加のセキュリティを提供するものではありません。）

C）MD5ハッシュ関数を初期化し、この関数への入力として工程（b）の結果を渡します。

D）第（N + 5）は、文字列またはストリームデータを暗号化すると共に、RC4またはAES対称鍵アルゴリズムのためのキーとしてMD5ハッシュからの出力に、最大16の最大バイト使用。 AESアルゴリズムを使用している場合、初期化ベクトルを必要とする暗号ブロック連鎖（CBC）モードでは、使用されます。ブロックサイズパラメータは16バイトに設定され、初期化ベクトルは、暗号化されたストリームまたは文字列の最初の16バイトとして格納された16バイトの乱数です。出力は、PDFファイルに格納される暗号化されたデータです。

ストリームデータは、すべてのストリームのエンコーディングフィルタを適用した後に暗号化されなければならないとフィルタをデコードする任意のストリームを適用する前に復号化されなければなりません。暗号化又は復号化されるべきバイトの数は、ストリーム辞書にLengthentryによって与えられなければなりません。 （暗号化辞書内以外）の文字列の復号化は、「文字列オブジェクト。」エスケープ・シーケンス処理や16進7.3.4に記載の文字列表現を適宜復号した後に行わなければなりません

7.6.3標準セキュリティハンドラ

7.6.3.1一般的な

パスワードやアクセス制限が指定されている場合、文書は暗号化されなければならない、とパスワードを検証するために必要な権限や情報は、暗号化辞書に格納されなければなりません。唯一の添付ファイルが暗号化されている文書は、利用者と所有者のパスワードと同じパスワードを使用しなければなりません。
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If a user attempts to open an encrypted document that has a user password, the conforming reader shall first 
try to authenticate the encrypted document using the padding string defined in 7.6.3.3, "Encryption Key 
Algorithm" (default user password):

• If this authentication attempt is successful, the conforming reader may open, decrypt and display the 
document on the screen.

• If this authentication attempt fails, the application should prompt for a password. Correctly supplying either 
password (owner or user password) should enable the user to open the document, decrypt it, and display it 
on the screen. 

Whether additional operations shall be allowed on a decrypted document depends on which password (if any) 
was supplied when the document was opened and on any access restrictions that were specified when the 
document was created: 

• Opening the document with the correct owner password should allow full (owner) access to the document. 
This unlimited access includes the ability to change the document’s passwords and access permissions. 

• Opening the document with the correct user password (or opening a document with the default password) 
should allow additional operations to be performed according to the user access permissions specified in 
the document’s encryption dictionary. 

Access permissions shall be specified in the form of flags corresponding to the various operations, and the set 
of operations to which they correspond shall depend on the security handler’s revision number (also stored in 
the encryption dictionary). If the security handler’s revision number is 2 or greater, the operations to which user 
access can be controlled shall be as follows: 

• Modifying the document’s contents 

• Copying or otherwise extracting text and graphics from the document, including extraction for accessibility 
purposes (that is, to make the contents of the document accessible through assistive technologies such as 
screen readers or Braille output devices; see 14.9, "Accessibility Support". 

• Adding or modifying text annotations (see 12.5.6.4, "Text Annotations") and interactive form fields (see 
12.7, "Interactive Forms") 

• Printing the document 

If the security handler’s revision number is 3 or greater, user access to the following operations shall be 
controlled more selectively: 

• Filling in forms (that is, filling in existing interactive form fields) and signing the document (which amounts 
to filling in existing signature fields, a type of interactive form field). 

• Assembling the document: inserting, rotating, or deleting pages and creating navigation elements such as 
bookmarks or thumbnail images (see 12.3, "Document-Level Navigation"). 

• Printing to a representation from which a faithful digital copy of the PDF content could be generated. 
Disallowing such printing may result in degradation of output quality. 

In addition, security handlers of revisions 3 and greater shall enable the extraction of text and graphics (in 
support of accessibility to users with disabilities or for other purposes) to be controlled separately. 

If a security handler of revision 4 is specified, the standard security handler shall support crypt filters (see 7.6.5, 
"Crypt Filters"). The support shall be limited to the Identity crypt filter (see Table 26) and crypt filters named 
StdCF whose dictionaries contain a CFM value of V2 or AESV2 and an AuthEvent value of DocOpen. Public-
Key security handlers in this case shall use crypt filters named DefaultCryptFilter when all document content 
is encrypted, and shall use crypt filters named DefEmbeddedFile when file attachments only are encrypted in 
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ユーザーの試みは、ユーザーのパスワードを持っている暗号化された文書を開く場合は、適合する読者は最初7.6.3.3で定義されたパディング文字列を使用して暗号化された文書を認証しようとするものと、「暗号化キーアルゴリズム」（デフォルトのユーザーパスワード）：

この認証の試みが成功した場合•、準拠読者が開き、復号化し、画面上の文書を表示することがあります。

•この認証の試みが失敗した場合、アプリケーションはパスワードの入力を要求すべきです。正しくいずれかパスワード（所有者またはユーザパスワード）を供給することは、文書を開くためにユーザを有効にそれを解読し、画面に表示すべきです。

アクセス権は、各種操作に対応するフラグの形、及びそれらがセキュリティ・ハンドラのリビジョン番号に依存しなければならない対応た操作のセットに指定されなければならない（また、暗号化辞書に格納されています）。セキュリティハンドラのリビジョン番号が2以上である場合には、次のように、ユーザアクセスを制御することが可能に操作がしなければなりません。

•コピーまたはそれ以外の場合は、そのようなスクリーンリーダーや点字出力デバイスなどの支援技術を介してアクセス可能なドキュメントのコンテンツを作るために、あるアクセシビリティの目的のために抽出（含む、文書からテキストやグラフィックスを抽出し、14.9、「アクセシビリティサポート」を参照してください。

•（12.7、「インタラクティブフォーム」を参照）、テキスト注釈（12.5.6.4、「テキスト注釈」を参照）、インタラクティブフォームフィールドの追加または変更

セキュリティハンドラのリビジョン番号が3以上の場合、次の操作へのユーザーアクセスは、より選択的に制御されなければなりません。

•（既存のインタラクティブフォームフィールドに充填されている）の形態で充填し（既存の署名フィールドに記入になる、インタラクティブフォームフィールドのタイプ）文書に署名します。

•文書の組み立て：挿入、回転、またはページを削除して、このようなブックマークやサムネイル画像などのナビゲーション要素を作成（12.3、「ドキュメントレベルのナビゲーション」を参照）。

また、改訂3以上のセキュリティハンドラは、（障害を持つユーザーにアクセス可能性のサポートで、または他の目的のために）テキストとグラフィックスの抽出を可能にしなければならない別々に制御することができます。

改訂4のセキュリティハンドラが指定されている場合は、標準のセキュリティハンドラは（7.6.5、「クリプトフィルタ」を参照）暗号フィルタをサポートしなければなりません。サポートは、Identity陰窩フィルタ（表26を参照）、辞書V2又はAESV2のCFM値とDocOpenのAuthEvent値を含むStdCF名前陰窩フィルタに限定されるものでなければなりません。この場合、公開鍵セキュリティハンドラは、すべての文書の内容が暗号化されている場合DefaultCryptFilterという名前の暗号フィルタを使用しなければならない、と添付ファイルのみで暗号化されているときDefEmbeddedFileという名前の暗号フィルタを使用しなければなりません
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place of StdCF name. This nomenclature shall not be used as indicator of the type of the security handler or 
encryption.

Once the document has been opened and decrypted successfully, a conforming reader technically has access 
to the entire contents of the document. There is nothing inherent in PDF encryption that enforces the document 
permissions specified in the encryption dictionary. Conforming readers shall respect the intent of the document 
creator by restricting user access to an encrypted PDF file according to the permissions contained in the file. 

NOTE 2 PDF 1.5 introduces a set of access permissions that do not require the document to be encrypted (see 12.8.4, 
"Permissions"). This enables limited access to a document when a user is not be able to respond to a prompt 
for a password. For example, there may be conforming readers that do not have a person running them such 
as printing off-line or on a server.

7.6.3.2 Standard Encryption Dictionary

Table 21 shows the encryption dictionary entries for the standard security handler (in addition to those in 
Table 20). 

The values of the O and U entries in this dictionary shall be used to determine whether a password entered 
when the document is opened is the correct owner password, user password, or neither. 

The value of the P entry shall be interpreted as an unsigned 32-bit quantity containing a set of flags specifying 
which access permissions shall be granted when the document is opened with user access. Table 22 shows 
the meanings of these flags. Bit positions within the flag word shall be numbered from 1 (low-order) to 32 (high-
order). A 1 bit in any position shall enable the corresponding access permission. Which bits shall be 
meaningful, and in some cases how they shall be interpreted, shall depend on the security handler’s revision 
number (specified in the encryption dictionary’s R entry). 

Table 21 –  Additional encryption dictionary entries for the standard security handler  

Key Type Value

R number (Required) A number specifying which revision of the standard security 
handler shall be used to interpret this dictionary: 
2 if the document is encrypted with a V value less than 2 (see Table 20) 

and does not have any of the access permissions set to 0 (by means of 
the P entry, below) that are designated “Security handlers of revision 3 
or greater” in Table 22

3 if the document is encrypted with a V value of 2 or 3, or has any 
“Security handlers of revision 3 or greater” access permissions set to 0

4 if the document is encrypted with a V value of 4

O string (Required) A 32-byte string, based on both the owner and user passwords, 
that shall be used in computing the encryption key and in determining 
whether a valid owner password was entered. For more information, see 
7.6.3.3, "Encryption Key Algorithm," and 7.6.3.4, "Password Algorithms." 

U string (Required) A 32-byte string, based on the user password, that shall be 
used in determining whether to prompt the user for a password and, if so, 
whether a valid user or owner password was entered. For more 
information, see 7.6.3.4, "Password Algorithms." 

P integer (Required) A set of flags specifying which operations shall be permitted 
when the document is opened with user access (see Table 22). 

EncryptMetadata boolean (Optional; meaningful only when the value of V is 4; PDF 1.5) Indicates 
whether the document-level metadata stream (see 14.3.2, "Metadata 
Streams") shall be encrypted. Conforming products should respect this 
value.
Default value: true.
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StdCF名の代わり。この命名法は、セキュリティハンドラまたは暗号化の種類の指標として使用してはなりません。

ドキュメントが開かれ、正常に復号化された後、適合する読者は技術的には、文書の内容全体へのアクセス権を持っています。暗号化辞書に指定された文書のアクセス権を強制するPDFの暗号化に固有のものはありません。準拠した読者は、ファイルに含まれている権限に応じて暗号化されたPDFファイルへのユーザーアクセスを制限することによって、文書作成者の意図を尊重しなければなりません。

注2 PDF 1.5が導入文書を暗号化する必要はありません。アクセス許可のセット（12.8.4、「アクセス許可」を参照してください）。これにより、ユーザーはパスワードのプロンプトに応答することができるされていない文書への制限されたアクセスを可能にします。例えば、そのような印刷オフラインとして、またはサーバー上でそれらを実行している人を持っていない読者に適合するがあるかもしれません。

7.6.3.2標準の暗号化辞書

この辞書におけるO及びUエントリの値は、文書が開かれたときにパスワードを入力したかどうかを決定するために使用しなければならない正しい所有者のパスワード、ユーザパスワード、又はもありません。

Pのエントリの値は、ドキュメントがユーザアクセスを開いたときにアクセス権が付与されるものとする特定のフラグのセットを含む符号なし32ビット数として解釈されなければなりません。表22は、これらのフラグの意味を示しています。フラグワード内のビット位置は32（上位）1（下位）から番号付けされなければなりません。任意の位置での1ビットは、対応するアクセス許可を有効にしなければなりません。どのビット意味のあるものでなければならない、と彼らは解釈されなければならない方法をいくつかのケースでは、（暗号化辞書のRエントリで指定）セキュリティハンドラのリビジョン番号に依存するものとします。

キータイプ値

Rnumber（必須）標準セキュリティハンドラの改正は、この辞書解釈するために使用されなければならない数の指定：文書はV値で暗号化されている場合2が2未満（表20を参照）、アクセス許可セットのいずれかを持っていません0に文書が2又は3のV値と暗号化されている場合、表223に「改訂3以上のセキュリティ・ハンドラ」を指定、またはリビジョン3のいずれかの」セキュリティハンドラを有するれる（以下Pエントリの手段によって）文書は4のV値で暗号化されている場合04以上に設定」アクセス許可

Ostring（必須）暗号化キーを計算する際に、有効な所有者のパスワードが入力されたかどうかを決定する際に使用しなければならない所有者とユーザーパスワードの両方に基づいて、32バイトの文字列、、。詳細については、7.6.3.3、「暗号化キーアルゴリズム、」および7.6.3.4は、「パスワードアルゴリズムを。」

そうであれば、有効なユーザーまたは所有者パスワードが入力されたかどうか、パスワードの入力をユーザーに求めるとするかどうかを決定する際に使用しなければならないユーザーのパスワードに基づいてのUString（必須）32バイトの文字列、、。詳細については、7.6.3.4は、「パスワードアルゴリズムを。」

EncryptMetadataboolean（オプション; Vの値が4の場合にのみ意味を持つ。PDF 1.5）ドキュメントレベルのメタデータ・ストリームは、（「メタデータストリーム」、14.3.2を参照してください）、暗号化されなければならないかどうかを示します。真：準拠した製品は、このvalue.Default値を尊重すべきです。
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Conforming readers shall ignore all flags other than those at bit positions 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, and 12.

NOTE PDF integer objects can be interpreted as binary values in a signed twos-complement form. Since all the 
reserved high-order flag bits in the encryption dictionary’s P value are required to be 1, the integer value P
shall be specified as a negative integer. For example, assuming revision 2 of the security handler, the value -
44 permits printing and copying but disallows modifying the contents and annotations.

 

7.6.3.3 Encryption Key Algorithm

As noted earlier, one function of a security handler is to generate an encryption key for use in encrypting and 
decrypting the contents of a document. Given a password string, the standard security handler computes an 
encryption key as shown in "Algorithm 2: Computing an encryption key". 

Algorithm 2: Computing an encryption key

a) Pad or truncate the password string to exactly 32 bytes. If the password string is more than 32 bytes long, 
use only its first 32 bytes; if it is less than 32 bytes long, pad it by appending the required number of 
additional bytes from the beginning of the following padding string:  
 

Table 22 –  User access permissions  

Bit position Meaning

3 (Security handlers of revision 2) Print the document.  
(Security handlers of revision 3 or greater) Print the 
document (possibly not at the highest quality level, 
depending on whether bit 12 is also set). 

4 Modify the contents of the document by operations other than 
those controlled by bits 6, 9, and 11. 

5 (Security handlers of revision 2) Copy or otherwise extract 
text and graphics from the document, including extracting text 
and graphics (in support of accessibility to users with 
disabilities or for other purposes).  
(Security handlers of revision 3 or greater) Copy or otherwise 
extract text and graphics from the document by operations 
other than that controlled by bit 10. 

6 Add or modify text annotations, fill in interactive form fields, 
and, if bit 4 is also set, create or modify interactive form fields 
(including signature fields). 

9 (Security handlers of revision 3 or greater) Fill in existing 
interactive form fields (including signature fields), even if bit 6 
is clear. 

10 (Security handlers of revision 3 or greater) Extract text and 
graphics (in support of accessibility to users with disabilities 
or for other purposes). 

11 (Security handlers of revision 3 or greater) Assemble the 
document (insert, rotate, or delete pages and create 
bookmarks or thumbnail images), even if bit 4 is clear. 

12 (Security handlers of revision 3 or greater) Print the 
document to a representation from which a faithful digital 
copy of the PDF content could be generated. When this bit is 
clear (and bit 3 is set), printing is limited to a low-level 
representation of the appearance, possibly of degraded 
quality. 
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読者に準拠するビット位置3、4、5、6、9、10、11、及び12におけるもの以外のすべてのフラグを無視しなければなりません。

注記PDF整数オブジェクトは、符号付き2の補数形式でバイナリ値として解釈することができます。暗号化辞書のP値内のすべての予約上位フラグビットが1であることが要求されるので、整数値が負の整数として指定するPshall。例えば、セキュリティ・ハンドラのリビジョン2を仮定すると、値-44許可は、印刷やコピーが、禁止し、コンテンツおよび注釈を修正します。

7.6.3.3暗号化キーアルゴリズム

先に述べたように、セキュリティハンドラの一つの機能は、文書の内容の暗号化と復号化に使用する暗号化キーを生成することです。 「：暗号化キーの計算アルゴリズム2」に示すように、パスワード文字列を考えると、標準セキュリティハンドラは、暗号化キーを計算します。

アルゴリズム2：暗号化キーを計算

a）のパッドまたは正確に32バイトにパスワード文字列を切り捨てます。パスワード文字列が長くより32バイト以上である場合には、その唯一の最初の32バイトを使用します。それが32未満であれば、次のパディング文字列の先頭から追加バイトの必要な番号を付加することによりパッドを、バイトの長さ：

ビット位置の意味

3（改訂2のセキュリティハンドラ）文書を印刷します。 （改訂3以上のセキュリティハンドラ）は（ビット12も設定されているか否かに応じて、最高品質レベルで、おそらくない）文書を印刷します。

ビット6,9、及び11によって制御されるもの以外の操作で文書の内容を4Modify。

5（リビジョン2のセキュリティハンドラ）をコピーまたはそうでなければ（障害のあるまたは他の目的のためにユーザーへのアクセスをサポートする）を抽出するテキストとグラフィックスを含む文書からテキストやグラフィックスを抽出します。そうでない場合は（セキュリティリビジョン3以上のハンドラ）コピーまたはビット10によって制御される以外の操作により文書からテキストやグラフィックスを抽出します。

6追加または変更テキスト注釈、インタラクティブフォームフィールド内の充填、及び、ビット4も設定されている場合、（署名フィールドを含む）対話型フォームフィールドを作成または変更します。

9（改訂3以上のセキュリティハンドラ）ビット6がクリアされている場合でも、（署名フィールドを含む）既存のインタラクティブフォームのフィールドに入力します。

11（改訂3以上のセキュリティハンドラ）ビット4がクリアされている場合でも、文書アセンブル（挿入、回転または削除ページをブックマークやサムネイル画像を作成します）。

12（リビジョン3以上のセキュリティ・ハンドラ）PDFコンテンツの忠実なデジタルコピーを生成することができたから、表現に文書を印刷します。このビットがクリアされ（3ビットセットである）場合、印刷はおそらく低下品質、外観の低レベルの表現に限定されます。
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< 28 BF 4E 5E 4E 75 8A 41 64 00 4E 56 FF FA 01 08 
 2E 2E 00 B6 D0 68 3E 80 2F 0C A9 FE 64 53 69 7A  > 

 
That is, if the password string is n bytes long, append the first 32 - n bytes of the padding string to the end 
of the password string. If the password string is empty (zero-length), meaning there is no user password, 
substitute the entire padding string in its place. 

b) Initialize the MD5 hash function and pass the result of step (a) as input to this function. 

c) Pass the value of the encryption dictionary’s O entry to the MD5 hash function. ("Algorithm 3: Computing 
the encryption dictionary’s O (owner password) value" shows how the O value is computed.) 

d) Convert the integer value of the P entry to a 32-bit unsigned binary number and pass these bytes to the 
MD5 hash function, low-order byte first. 

e) Pass the first element of the file’s file identifier array (the value of the ID entry in the document’s trailer 
dictionary; see Table 15) to the MD5 hash function. 

NOTE The first element of the ID array generally remains the same for a given document. However, in some 
situations, conforming writers may regenerate the ID array if a new generation of a document is created. 
Security handlers are encouraged not to rely on the ID in the encryption key computation.

f) (Security handlers of revision 4 or greater) If document metadata is not being encrypted, pass 4 bytes with 
the value 0xFFFFFFFF to the MD5 hash function. 

g) Finish the hash.

h) (Security handlers of revision 3 or greater) Do the following 50 times: Take the output from the previous 
MD5 hash and pass the first n bytes of the output as input into a new MD5 hash, where n is the number of 
bytes of the encryption key as defined by the value of the encryption dictionary’s Length entry. 

i) Set the encryption key to the first n bytes of the output from the final MD5 hash, where n shall always be 5 
for security handlers of revision 2 but, for security handlers of revision 3 or greater, shall depend on the 
value of the encryption dictionary’s Length entry. 

This algorithm, when applied to the user password string, produces the encryption key used to encrypt or 
decrypt string and stream data according to "Algorithm 1: Encryption of data using the RC4 or AES algorithms"
in 7.6.2, "General Encryption Algorithm." Parts of this algorithm are also used in the algorithms described 
below. 

7.6.3.4 Password Algorithms

In addition to the encryption key, the standard security handler shall provide the contents of the encryption 
dictionary (Table 20 and Table 21). The values of the Filter, V, Length, R, and P entries are straightforward, but 
the computation of the O (owner password) and U (user password) entries requires further explanation. The 
algorithms 3 through 7 that follow show how the values of the owner password and user password entries shall 
be computed (with separate versions of the latter depending on the revision of the security handler). 

Algorithm 3: Computing the encryption dictionary’s O (owner password) value

a) Pad or truncate the owner password string as described in step (a) of "Algorithm 2: Computing an 
encryption key". If there is no owner password, use the user password instead. 

b) Initialize the MD5 hash function and pass the result of step (a) as input to this function. 

c) (Security handlers of revision 3 or greater) Do the following 50 times: Take the output from the previous 
MD5 hash and pass it as input into a new MD5 hash. 
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パスワード文字列をnとバイト長、追記第32場合、である<28 BF 4E 5E 4E 75（A）41 64 00 56 FF 4E FA 01 08 2E 2E 00 B6 D0 68 3E 80 2F 0C A9 FE 64 53 69 7A> -  nは、パスワードの文字列の末尾にパディング文字列のバイト。パスワード文字列が空（ゼロ長）である場合、ユーザーのパスワードがないことを意味し、その場所に全体のパディング文字列に置き換えてください。

C）MD5ハッシュ関数に暗号化辞書のOエントリの値を渡します。 （「アルゴリズム3：コンピューティングの暗号化辞書のO（所有者のパスワード）値」を示しO値がどのように計算されますか。）

D）32ビットの符号なし2進数へのPのエントリの整数値に変換し、最初のMD5ハッシュ関数に、下位バイトをこれらのバイトを渡します。

ID配列の最初の要素は、一般に、所与のドキュメントの同じままに留意されたいです。ドキュメントの新しい世代が作成された場合は、いくつかの状況では、準拠した作家は、ID列を再生成することがあります。セキュリティハンドラは、暗号鍵の計算にIDに依存しないように奨励されています。

F）（改訂4以上のセキュリティハンドラ）ドキュメントのメタデータが暗号化されていない場合、MD5ハッシュ関数に値0xFFFFFFFFの持つ4つのバイトを渡します。

g）のハッシュを終了します。

h）が（改訂3以上のセキュリティハンドラ）は、次の50回の操作を行います。以前のMD5ハッシュからの出力を取り、最初のn個を渡す場合、新しいMD5ハッシュへの入力として出力バイトNのバイトの数であります暗号化辞書の長さエントリの値によって定義されている暗号化キー。

I）ここで、最終のMD5ハッシュからの出力バイトN常にリビジョン2のセキュリティハンドラの5なければならない最初のn個の暗号鍵を設定しますが、リビジョン3以上のセキュリティ・ハンドラのために、の値に依存しなければなりません暗号化辞書の長さエントリ。

、「一般的な暗号化アルゴリズム7.6.2に：このアルゴリズムは、ユーザーのパスワード文字列に適用された場合、「RC4またはAESアルゴリズムを使用して、データの暗号化アルゴリズム1」に応じて暗号化または復号化文字列とストリームデータに使用する暗号鍵を生成します。 "このアルゴリズムの部分は、以下に説明するアルゴリズムに使用されます。

7.6.3.4パスワードアルゴリズム

暗号化キーに加えて、標準的なセキュリティハンドラは、暗号化辞書（表20および表21）の内容を提供しなければなりません。フィルタ、V、長さ、R、及びPのエントリの値は単純であるが、Oの計算（所有者パスワード）とU（ユーザパスワード）エントリは、さらなる説明を必要とします。 （セキュリティ・ハンドラの改訂に応じて後者の別バージョンの）所有者のパスワードとユーザパスワードエントリの値を計算しなければならない方法を示しに従う3〜7のアルゴリズム。

アルゴリズム3：暗号化辞書のO（所有者パスワード）の値を計算します

a）のパッドまたは「アルゴリズム2：暗号化キーの計算」のステップで説明したように、所有者のパスワード文字列（）切り捨てます。何の所有者のパスワードがない場合、代わりにユーザーのパスワードを使用します。
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d) Create an RC4 encryption key using the first n bytes of the output from the final MD5 hash, where n shall 
always be 5 for security handlers of revision 2 but, for security handlers of revision 3 or greater, shall 
depend on the value of the encryption dictionary’s Length entry. 

e) Pad or truncate the user password string as described in step (a) of "Algorithm 2: Computing an encryption 
key". 

f) Encrypt the result of step (e), using an RC4 encryption function with the encryption key obtained in step 
(d). 

g) (Security handlers of revision 3 or greater) Do the following 19 times: Take the output from the previous 
invocation of the RC4 function and pass it as input to a new invocation of the function; use an encryption 
key generated by taking each byte of the encryption key obtained in step (d) and performing an XOR 
(exclusive or) operation between that byte and the single-byte value of the iteration counter (from 1 to 19). 

h) Store the output from the final invocation of the RC4 function as the value of the O entry in the encryption 
dictionary. 

Algorithm 4: Computing the encryption dictionary’s U (user password) value (Security handlers of 
revision 2)

a) Create an encryption key based on the user password string, as described in "Algorithm 2: Computing an 
encryption key". 

b) Encrypt the 32-byte padding string shown in step (a) of "Algorithm 2: Computing an encryption key", using 
an RC4 encryption function with the encryption key from the preceding step. 

c) Store the result of step (b) as the value of the U entry in the encryption dictionary. 

Algorithm 5: Computing the encryption dictionary’s U (user password) value (Security handlers of 
revision 3 or greater)

a) Create an encryption key based on the user password string, as described in "Algorithm 2: Computing an 
encryption key". 

b) Initialize the MD5 hash function and pass the 32-byte padding string shown in step (a) of "Algorithm 2: 
Computing an encryption key" as input to this function. 

c) Pass the first element of the file’s file identifier array (the value of the ID entry in the document’s trailer 
dictionary; see Table 15) to the hash function and finish the hash. 

d) Encrypt the 16-byte result of the hash, using an RC4 encryption function with the encryption key from step 
(a). 

e) Do the following 19 times: Take the output from the previous invocation of the RC4 function and pass it as 
input to a new invocation of the function; use an encryption key generated by taking each byte of the 
original encryption key obtained in step (a) and performing an XOR (exclusive or) operation between that 
byte and the single-byte value of the iteration counter (from 1 to 19). 

f) Append 16 bytes of arbitrary padding to the output from the final invocation of the RC4 function and store 
the 32-byte result as the value of the U entry in the encryption dictionary. 

NOTE The standard security handler uses the algorithms 6 and 7 that follow, to determine whether a supplied 
password string is the correct user or owner password. Note too that algorithm 6 can be used to determine 
whether a document’s user password is the empty string, and therefore whether to suppress prompting for a 
password when the document is opened. 
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D）最初のnを使用して、RC4暗号化キーを作成するN常にリビジョン2のセキュリティハンドラの5なければならないけれども、リビジョン3以上のセキュリティ・ハンドラのために、の値に依存しなければならない最終的なMD5ハッシュからの出力バイト暗号化辞書の長さエントリ。

「：暗号化キーの計算アルゴリズム2」のe）のパッドまたはステップで説明したように（ユーザーのパスワード文字列を切り捨て）。

F）工程（d）で得られた暗号鍵でRC4暗号化機能を使用して、工程（e）の結果を暗号化します。

アルゴリズム4：コンピューティングの暗号化辞書のU（ユーザーパスワード）値（改定2のセキュリティ・ハンドラ）

「：暗号化キーの計算アルゴリズム2」a）のように説明したユーザパスワード文字列に基づいて暗号化キーを作成します。

B）を暗号化「アルゴリズム2：計算暗号化キー」のステップに示されている32バイトのパディング列（）前のステップからの暗号鍵でRC4暗号化機能を使用して、。

アルゴリズム5：コンピューティングの暗号化辞書のU（ユーザーパスワード）値（改訂3以上のセキュリティ・ハンドラ）

「：暗号化キーの計算アルゴリズム2」a）のように説明したユーザパスワード文字列に基づいて暗号化キーを作成します。

この関数への入力として「暗号化キーを計算アルゴリズム2」B）の工程（に示される32バイトのパディング列）MD5ハッシュ関数を初期化し、合格。

d）工程（）から暗号鍵でRC4暗号化機能を使用して、ハッシュの16バイトの結果を暗号化します。

NOTEは、標準的なセキュリティ・ハンドラは、指定されたパスワード文字列が正しいユーザーまたは所有者のパスワードであるかどうかを判断するために、そのフォローアルゴリズム6および7を使用しています。アルゴリズム6は、文書のユーザーパスワードが空の文字列であるかどうかを決定するために使用することができるので、パスワードの入力を求める抑制するかどうかを、文書を開いたときにことにも注意してください。
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Algorithm 6: Authenticating the user password

a) Perform all but the last step of "Algorithm 4: Computing the encryption dictionary’s U (user password) 
value (Security handlers of revision 2)" or "Algorithm 5: Computing the encryption dictionary’s U (user 
password) value (Security handlers of revision 3 or greater)" using the supplied password string. 

b) If the result of step (a) is equal to the value of the encryption dictionary’s U entry (comparing on the first 16 
bytes in the case of security handlers of revision 3 or greater), the password supplied is the correct user 
password. The key obtained in step (a) (that is, in the first step of "Algorithm 4: Computing the encryption 
dictionary’s U (user password) value (Security handlers of revision 2)" or "Algorithm 5: Computing the 
encryption dictionary’s U (user password) value (Security handlers of revision 3 or greater)") shall be used 
to decrypt the document. 

Algorithm 7: Authenticating the owner password

a) Compute an encryption key from the supplied password string, as described in steps (a) to (d) of 
"Algorithm 3: Computing the encryption dictionary’s O (owner password) value". 

b) (Security handlers of revision 2 only) Decrypt the value of the encryption dictionary’s O entry, using an RC4 
encryption function with the encryption key computed in step (a).  
 
(Security handlers of revision 3 or greater) Do the following 20 times: Decrypt the value of the encryption 
dictionary’s O entry (first iteration) or the output from the previous iteration (all subsequent iterations), 
using an RC4 encryption function with a different encryption key at each iteration. The key shall be 
generated by taking the original key (obtained in step (a)) and performing an XOR (exclusive or) operation 
between each byte of the key and the single-byte value of the iteration counter (from 19 to 0). 

c) The result of step (b) purports to be the user password. Authenticate this user password using "Algorithm 
6: Authenticating the user password". If it is correct, the password supplied is the correct owner password. 

7.6.4 Public-Key Security Handlers

7.6.4.1 General

Security handlers may use public-key encryption technology to encrypt a document (or strings and streams 
within a document). When doing so, specifying one or more lists of recipients, where each list has its own 
unique access permissions may be done. Only specified recipients shall open the encrypted document or 
content, unlike the standard security handler, where a password determines access. The permissions defined 
for public-key security handlers are shown in Table 24 in 7.6.4.2, "Public-Key Encryption Dictionary".

Public-key security handlers use the industry standard Public Key Cryptographic Standard Number 7 
(PKCS#7) binary encoding syntax to encode recipient list, decryption key, and access permission information. 
The PKCS#7 specification is in Internet RFC 2315, PKCS #7: Cryptographic Message Syntax, Version 1.5 (see 
the Bibliography). 

When encrypting the data, each recipient’s X.509 public key certificate (as described in ITU-T 
Recommendation X.509; see the Bibliography) shall be available. When decrypting the data, the conforming 
reader shall scan the recipient list for which the content is encrypted and shall attempt to find a match with a 
certificate that belongs to the user. If a match is found, the user requires access to the corresponding private 
key, which may require authentication, possibly using a password. Once access is obtained, the private key 
shall be used to decrypt the encrypted data.

7.6.4.2 Public-Key Encryption Dictionary

Encryption dictionaries for public-key security handlers contain the common entries shown in Table 20, whose 
values are described above. In addition, they may contain the entry shown in Table 23 as described below.

The Filter entry shall be the name of a public-key security handler. 

PDF 32000-1：2008

64©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

アルゴリズム6：ユーザー・パスワードの認証

「：コンピューティングの暗号化辞書のU（ユーザーパスワード）値（改定2のセキュリティ・ハンドラ）アルゴリズム4」または「アルゴリズム5：コンピューティングの暗号化辞書のU（ユーザーパスワード）値（セキュリティ・ハンドラのa）すべてのが、最後のステップを実行します指定されたパスワード文字列を使用して、リビジョン3以上）」。

B）工程（Aの結果）は、暗号化辞書のUエントリの値に等しい場合（改訂3以上のセキュリティ・ハンドラの場合には最初の16バイトに比較）、供給されたパスワードが正しいユーザパスワードです。または「アルゴリズム5：「コンピューティングの暗号化辞書のU（ユーザーパスワード）値（改定2のセキュリティ・ハンドラ）アルゴリズム4」：の最初の段階で、ある工程で得られたキー（）（計算の暗号化辞書のU（ユーザーパスワード）値（改訂3以上のセキュリティ・ハンドラは） "）文書を復号化するために使用されなければなりません。

アルゴリズム7：所有者パスワードの認証

A）「アルゴリズム3：暗号化辞書のO（所有者のパスワード）値の計算」の計算D（工程（で説明したように提供されたパスワード文字列から暗号化キー、））。

B）（改訂2ステップ（）で計算された暗号鍵でRC4暗号化機能を使用して暗号化辞書のOエントリのみ）を復号値、のセキュリティハンドラ。 （リビジョン3以上のセキュリティ・ハンドラ）は、次の20回の操作を行います。復号化暗号化辞書のOエントリ（最初の反復）または以前の反復（すべての後続の反復）からの出力の値は、異なる暗号化RC4暗号化機能を使用して各反復でのキー。キーは、（ステップ（）で得られた）元のキーを取り、キーの各バイトと（19から0まで）反復カウンタの単一バイトの値とのXOR（排他的論理和）演算を実行することによって生成されなければなりません。

c）工程（b）の結果は、ユーザパスワードであることを主張します。 「：ユーザーパスワードの認証アルゴリズム6」を使用してこのユーザーのパスワードを認証します。それが正しい場合、入力したパスワードが正しい所有者のパスワードです。

7.6.4公開鍵セキュリティハンドラ

7.6.4.1一般的な

セキュリティハンドラは、（文書内または文字列やストリーム）文書を暗号化するために公開鍵暗号化技術を使用することができます。各リストは、独自のアクセス許可を行うことができた受信者、の1つ以上のリストを指定し、その際。唯一の指定された受信者は、パスワード、アクセス権を決定し、標準セキュリティハンドラとは異なり、暗号化された文書やコンテンツを開くものとします。公開鍵セキュリティハンドラに対して定義された権限は、「公開鍵暗号辞典」、7.6.4.2で表24に示されています。

公開鍵セキュリティハンドラは、エンコード受信者リスト、復号化キー、およびアクセス許可情報に業界標準の公開鍵暗号規格番号7（PKCS＃7）バイナリエンコードの構文を使用します。 PKCS＃7の仕様は、インターネットRFC 2315、PKCS＃7である：暗号メッセージ構文、バージョン1.5（参考文献を参照します）。

データを暗号化する場合、各受信者のX.509公開鍵証明書は、（ITU-T勧告X.509で説明したように、参考文献を参照）を利用可能でなければなりません。データを復号化する場合、準拠読者は、コンテンツが暗号化され、ユーザーに属する証明書と一致するものを見つけようとするものとするために受信者リストをスキャンするものとします。一致が見つかった場合、ユーザーは、おそらくパスワードを使用して、認証を必要とするかもしれない対応する秘密鍵にアクセスする必要があります。アクセスが得られると、秘密鍵は暗号化されたデータを復号化するために使用されなければなりません。

7.6.4.2公開鍵暗号辞書

公開鍵セキュリティハンドラの暗号化辞書は、その値が上述されている表20に示す共通エントリを含みます。さらに、それらは、以下に説明するように、表23に示すエントリを含むことができます。
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NOTE Examples of existing security handlers that support public-key encryption are Entrust.PPKEF, 
Adobe.PPKLite, and Adobe.PubSec. This handler will be the preferred handler when encrypting the 
document.

Permitted values of the SubFilter entry for use with conforming public-key security handlers are 
adbe.pkcs7.s3, adbe.pkcs7.s4, which shall be used when not using crypt filters (see 7.6.5, "Crypt Filters") 
and adbe.pkcs7.s5, which shall be used when using crypt filters.

The CF, StmF, and StrF entries may be present when SubFilter is adbe.pkcs7.s5.

The value of the P entry shall be interpreted as an unsigned 32-bit quantity containing a set of flags specifying 
which access permissions shall be granted when the document is opened with user access. Table 24 shows 
the meanings of these flags. Bit positions within the flag word shall be numbered from 1 (low-order) to 32 (high-
order). A 1 bit in any position shall enable the corresponding access permission.

Conforming readers shall ignore all flags other than those at bit positions 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, and 12.

Table 23 –  Additional encryption dictionary entries for public-key security handlers  

Key Type Value

Recipients array (Required when SubFilter is adbe.pkcs7.s3 or adbe.pkcs7.s4; PDF 1.3)
An array of byte-strings, where each string is a PKCS#7 object listing 
recipients who have been granted equal access rights to the document. The 
data contained in the PKCS#7 object shall include both a cryptographic key 
that shall be used to decrypt the encrypted data and the access permissions 
(see Table 24) that apply to the recipient list. There shall be only one 
PKCS#7 object per unique set of access permissions; if a recipient appears 
in more than one list, the permissions used shall be those in the first 
matching list. 
When SubFilter is adbe.pkcs7.s5, recipient lists shall be specified in the 
crypt filter dictionary; see Table 27.

P integer (Required) A set of flags specifying which operations shall be permitted 
when the document is opened with user access. If bit 2 is set to 1, all other 
bits are ignored and all operations are permitted. If bit 2 is set to 0, 
permission for operations are based on the values of the remaining flags 
defined in Table 24.

Table 24 –  Public-Key security handler user access permissions  

Bit position Meaning

2 When set permits change of encryption and enables all other 
permissions.

3 Print the document (possibly not at the highest quality level, 
depending on whether bit 12 is also set). 

4 Modify the contents of the document by operations other than 
those controlled by bits 6, 9, and 11. 

5 Copy or otherwise extract text and graphics from the 
document by operations other than that controlled by bit 10. 

6 Add or modify text annotations, fill in interactive form fields, 
and, if bit 4 is also set, create or modify interactive form fields 
(including signature fields). 

9 Fill in existing interactive form fields (including signature 
fields), even if bit 6 is clear. 

10 Extract text and graphics (in support of accessibility to users 
with disabilities or for other purposes). 
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公開鍵暗号化をサポートし、既存のセキュリティ・ハンドラのNOTEの例としては、Entrust.PPKEF、Adobe.PPKLite、およびAdobe.PubSecです。文書を暗号化する場合は、このハンドラが優先ハンドラになります。

公開鍵セキュリティハンドラを準拠で使用するためのサブフィルタエントリの許容値は、暗号フィルタを使用していないときに使用されなければならないadbe.pkcs7.s3、adbe.pkcs7.s4、（7.6.5を参照してください、「クリプトフィルタ」）とADBEです暗号フィルタを使用する際に使用しなければならない.pkcs7.s5、。

サブフィルタがadbe.pkcs7.s5ときCF、STMF、およびStrFエントリが存在することができます。

Pのエントリの値は、ドキュメントがユーザアクセスを開いたときにアクセス権が付与されるものとする特定のフラグのセットを含む符号なし32ビット数として解釈されなければなりません。表24は、これらのフラグの意味を示しています。フラグワード内のビット位置は32（上位）1（下位）から番号付けされなければなりません。任意の位置での1ビットは、対応するアクセス許可を有効にしなければなりません。

読者に準拠するビット位置2、3、4、5、6、9、10、11、及び12におけるもの以外のすべてのフラグを無視しなければなりません。

キータイプ値

Recipientsarray（必須サブフィルタがadbe.pkcs7.s3またはadbe.pkcs7.s4であり、PDF 1.3）各文字列は、文書への平等なアクセス権を付与されている受信者をリストPKCS＃7オブジェクトであるバイト文字列の配列。 PKCS＃7オブジェクトに含まれるデータは暗号化されたデータと受信者リストに適用されるアクセス権（表24参照）を復号化するために使用されるものとの両方の暗号化キーを含まなければなりません。アクセス権限の固有のセットごとに1つだけのPKCS＃7オブジェクトがなければなりません。受信者が複数のリストに表示されている場合、使用許可は、最初に一致したリスト内のものでなければなりません。サブフィルタがadbe.pkcs7.s5ある場合は、受信者リストには、暗号フィルタの辞書に指定されなければなりません。表27を参照してください。

Pinteger（必須）文書がユーザアクセスを開いたときに許可されるものとする操作を指定するフラグのセット。ビット2が1に設定されている場合、他のすべてのビットは無視され、すべての操作が許可されています。ビット2が0に設定されている場合は、操作のための許可を、表24に定義されている残りのフラグの値に基づいています。

ビット位置の意味

2セットは、暗号化の変更を許可し、他のすべての権限を有効にします。

3（ビット12も設定されているかどうかに応じて、最高品質レベルでない可能性の）文書を印刷します。

4ビット6、9、及び11によって制御されるもの以外の操作で文書の内容を変更します。

6追加または変更テキスト注釈、インタラクティブフォームフィールド内の充填、及び、ビット4も設定されている場合、（署名フィールドを含む）対話型フォームフィールドを作成または変更します。

ビット6がクリアされた場合でも、（署名フィールドを含む）対話型フォームフィールドの既存の9塗りつぶし。
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7.6.4.3 Public-Key Encryption Algorithms

Figure 4 illustrates how PKCS#7 objects shall be used when encrypting PDF files. A PKCS#7 object is 
designed to encapsulate and encrypt what is referred to as the enveloped data.

Figure 4 –  Public-key encryption algorithm

The enveloped data in the PKCS#7 object contains keying material that shall be used to decrypt the document 
(or individual strings or streams in the document, when crypt filters are used; see 7.6.5, "Crypt Filters"). A key 
shall be used to encrypt (and decrypt) the enveloped data. This key (the plaintext key in Figure 4) shall be 
encrypted for each recipient, using that recipient’s public key, and shall be stored in the PKCS#7 object (as the 
encrypted key for each recipient). To decrypt the document, that key shall be decrypted using the recipient’s 
private key, which yields a decrypted (plaintext) key. That key, in turn, shall be used to decrypt the enveloped 
data in the PKCS#7 object, resulting in a byte array that includes the following information:

• A 20-byte seed that shall be used to create the encryption key that is used by "Algorithm 1: Encryption of 
data using the RC4 or AES algorithms". The seed shall be a unique random number generated by the 
security handler that encrypted the document.

• A 4-byte value defining the permissions, least significant byte first. See Table 24 for the possible 
permission values. 

• When SubFilter is adbe.pkcs7.s3, the relevant permissions shall be only those specified for revision 2 of 
the standard security handler.

• For adbe.pkcs7.s4, security handlers of revision 3 permissions shall apply. 

• For adbe.pkcs7.s5, which supports the use of crypt filters, the permissions shall be the same as 
adbe.pkcs7.s4 when the crypt filter is referenced from the StmF or StrF entries of the encryption 

11 Assemble the document (insert, rotate, or delete pages and 
create bookmarks or thumbnail images), even if bit 4 is clear. 

12  Print the document to a representation from which a faithful 
digital copy of the PDF content could be generated. When 
this bit is clear (and bit 3 is set), printing is limited to a low-
level representation of the appearance, possibly of degraded 
quality. 

Table 24 –  Public-Key security handler user access permissions  (continued)

Bit position Meaning

20-byte seed Permissions*PKCS#7 Object

Enveloped data

Encrypted key
John Doe Decrypt

John Doe’s private key

Plaintext key

Decrypt

Plaintext byte array

Used to generate 
encryption key

Encrypted key
Jeff Smith

* Permissions not pres-
ent when PKCS#7 object 
is referenced from Crypt 
filter decode parameter 
dictionary
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7.6.4.3公開鍵暗号化アルゴリズム

図4は、PDFファイルを暗号化する際にPKCS＃7オブジェクトを使用しなければならない方法を示しています。 A PKCS＃7オブジェクトは、エンベロープデータと呼ばれるものをカプセル化し、暗号化するように設計されています。

図4  - 公開鍵暗号化アルゴリズム

（; 7.6.5を参照、「クリプトフィルタ」陰窩フィルタが使用される場合、文書、または個々の文字列またはストリーム）PKCS＃7オブジェクト内のエンベロープデータは、文書を解読するために使用されるキーイング材料を含みます。キーは暗号化（および復号化）エンベロープデータを使用しなければなりません。このキー（図4における平文キー）は、その受信者の公開鍵を使用して、各受信者のために暗号化されなければならない、および（各受信者の暗号化キーなど）PKCS＃7オブジェクトに格納されなければなりません。文書の暗号化を解除するには、そのキーが解読さ（平文）キーを生成し、受信者の秘密鍵を使って復号化されなければなりません。そのキーは、順番に、以下の情報を含むバイト配列をもたらす、PKCS＃7オブジェクトに包まれたデータを復号化するために使用されなければなりません。

•「アルゴリズム1：RC4またはAESアルゴリズムを使用してデータの暗号化」で使用される暗号化キーを作成するために使用される20バイトのシード。種子は、文書を暗号化し、セキュリティハンドラによって生成されたユニークな乱数でなければなりません。

•パーミッションを定義する4バイトの値が、最初の最下位バイト。可能なアクセス許可の値については、表24を参照してください。

•サブフィルタがadbe.pkcs7.s3ある場合は、該当する権限をされなければならない唯一の標準セキュリティハンドラのリビジョン2のために指定されたもの。

•adbe.pkcs7.s4については、改正のセキュリティ・ハンドラ3つの権限を適用しなければなりません。

•暗号フィルタは、暗号化のSTMFまたはStrFエントリから参照されたときのcryptフィルタの使用をサポートしていadbe.pkcs7.s5については、アクセス権がadbe.pkcs7.s4と同じものでなければなりません

図11は、ビット4がクリアされている場合でも、文書アセンブル（挿入、回転または削除ページをブックマークやサムネイル画像を作成します）。

12は、PDFコンテンツの忠実なデジタルコピーを生成することができたから、表現に文書を印刷します。このビットがクリアされ（3ビットセットである）場合、印刷はおそらく低下品質、外観の低レベルの表現に限定されます。

表24  - 公開鍵セキュリティハンドラユーザーのアクセス権限（続き）

ビット位置の意味

20バイトのseedPermissions * PKCS＃7オブジェクト

エンベロープデータ

暗号化キー

ジョンDoeDecrypt

John Doeの秘密鍵

平文の鍵

復号化

平文バイト配列

暗号化キーを生成するために使用します

暗号化キー

ジェフ・スミス

*権限ないPRES-ENT PKCS＃7オブジェクトがクリプトフィルタデコードパラメータ辞書から参照されています
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dictionary. When referenced from the Crypt filter decode parameter dictionary of a stream object (see 
Table 14), the 4 bytes of permissions shall be absent from the enveloped data.

The algorithms that shall be used to encrypt the enveloped data in the PKCS#7 object are: RC4 with key 
lengths up to 256-bits, DES, Triple DES, RC2 with key lengths up to 128 bits, 128-bit AES in Cipher Block 
Chaining (CBC) mode, 192-bit AES in CBC mode, 256-bit AES in CBC mode. The PKCS#7 specification is in 
Internet RFC 2315, PKCS #7: Cryptographic Message Syntax, Version 1.5 (see the Bibliography). 

The encryption key used by "Algorithm 1: Encryption of data using the RC4 or AES algorithms" shall be 
calculated by means of an SHA-1 message digest operation that digests the following data, in order:

a) The 20 bytes of seed

b) The bytes of each item in the Recipients array of PKCS#7 objects in the order in which they appear in the 
array

c) 4 bytes with the value 0xFF if the key being generated is intended for use in document-level encryption 
and the document metadata is being left as plaintext 

The first n/8 bytes of the resulting digest shall be used as the encryption key, where n is the bit length of the 
encryption key. 

7.6.5 Crypt Filters

PDF 1.5 introduces crypt filters, which provide finer granularity control of encryption within a PDF file. The use 
of crypt filters involves the following structures:

• The encryption dictionary (see Table 20) contains entries that enumerate the crypt filters in the document 
(CF) and specify which ones are used by default to decrypt all the streams (StmF) and strings (StrF) in the 
document. In addition, the value of the V entry shall be 4 to use crypt filters.

• Each crypt filter specified in the CF entry of the encryption dictionary shall be represented by a crypt filter 
dictionary, whose entries are shown in Table 25.

• A stream filter type, the Crypt filter (see 7.4.10, "Crypt Filter") can be specified for any stream in the 
document to override the default filter for streams. A conforming reader shall provide a standard Identity
filter which shall pass the data unchanged (see Table 26) to allow specific streams, such as document 
metadata, to be unencrypted in an otherwise encrypted document. The stream’s DecodeParms entry shall 
contain a Crypt filter decode parameters dictionary (see Table 14) whose Name entry specifies the 
particular crypt filter to be used (if missing, Identity is used). Different streams may specify different crypt 
filters. 

Authorization to decrypt a stream shall always be obtained before the stream can be accessed. This typically 
occurs when the document is opened, as specified by a value of DocOpen for the AuthEvent entry in the crypt 
filter dictionary. Conforming readers and security handlers shall treat any attempt to access a stream for which 
authorization has failed as an error. AuthEvent can also be EFOpen, which indicates the presence of an 
embedded file that is encrypted with a crypt filter that may be different from the crypt filters used by default to 
encrypt strings and streams in the document. 

In the file specification dictionary (see 7.11.3, "File Specification Dictionaries"), related files (RF) shall use the 
same crypt filter as the embedded file (EF).
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辞書。ストリームオブジェクトのクリプトフィルタデコードパラメータ辞書から参照するときの権限の4つのバイトは、エンベロープデータに存在しないものでなければならない、（表14参照）。

PKCS＃7オブジェクトに包まデータを暗号化するために使用されるアルゴリズムは、256ビットの鍵長を持つRC4アップ、DES、トリプルDES、鍵長とRC2最大128ビット、暗号ブロック128ビットAESに連鎖（CBC）モードでは、192ビットのCBCモード、CBCモードで256ビットAESでAES。 PKCS＃7の仕様は、インターネットRFC 2315、PKCS＃7である：暗号メッセージ構文、バージョン1.5（参考文献を参照します）。

使用される暗号化鍵「アルゴリズム1：RC4を用いてデータの暗号化またはAESアルゴリズム」ために、以下のデータを消化操作ダイジェストSHA-1メッセージにより計算されなければなりません。

A）種子の20のバイト

B）は、アレイに表示される順序にPKCS＃7オブジェクトのレシピエントアレイの各項目のバイト

得られた消化物の最初のN / 8バイトの暗号鍵のビット長であり、nは暗号鍵として使用しなければなりません。

7.6.5墓所フィルタ

PDFファイル内の暗号化のより細かい粒度の制御を提供するPDF 1.5を発表暗号フィルタ。暗号フィルタの使用は、以下の構造が含まれます。

•暗号化辞書は（表20を参照）、文書（CF）で暗号フィルタを列挙し、ドキュメント内のすべてのストリーム（STMF）と文字列（StrF）を復号化するためにデフォルトで使用されているものを指定するエントリが含まれています。また、Vエントリの値は、陰窩フィルタを使用する4でなければなりません。

•暗号化辞書のCFエントリで指定された各暗号フィルタは、そのエントリが表25に示されている暗号フィルタ辞書、で表されるものとします。

•ストリーム・フィルタ・タイプ、墓所フィルタは（7.4.10、「クリプトフィルター」を参照）ストリームのデフォルトのフィルタを無効にするために、文書内の任意のストリームに対して指定することができます。適合読者は、そうでなければ、暗号化文書に暗号化されていないことが、そのようなドキュメントメタデータなど、特定のストリームを、可能にする（表26参照）未変更データを合格しなければならない標準Identityfilterを提供しなければなりません。ストリームのDecodeParmsエントリは、その名前のエントリに使用される特定の暗号フィルタを指定します（表14参照）（欠落している場合、アイデンティティが使用されている）辞書クリプトフィルタデコードパラメータを含まなければなりません。異なるストリームは、異なる暗号フィルタを指定することもできます。

ストリームにアクセスすることができます前に、ストリームを復号化するための許可を常に得なければなりません。これは、典型的には、陰窩フィルタ辞書内AuthEventエントリのDocOpenの値によって指定された文書が開かれたときに発生します。準拠した読者とセキュリティ・ハンドラは、認証がエラーとして失敗したストリームにアクセスしようとする試みを扱うものとします。 AuthEventは、文書内の暗号化文字列とストリームにデフォルトで使用陰窩フィルタと異なっていてもよい陰窩フィルタを用いて暗号化されて埋め込まれたファイルの存在を示すEFOpen、とすることができます。

ファイル指定の辞書に埋め込まれたファイル（EF）と同一の暗号フィルタを使用するものと、関連するファイル（RF）（7.11.3、「ファイル仕様辞書」を参照してください）。
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A value of None for the CFM entry in the crypt filter dictionary allows the security handler to do its own 
decryption. This allows the handler to tightly control key management and use any preferred symmetric-key 
cryptographic algorithm. 

Table 25 –  Entries common to all crypt filter dictionaries  

Key Type Value

Type name (Optional) If present, shall be CryptFilter for a crypt filter dictionary.

CFM name (Optional) The method used, if any, by the conforming reader to 
decrypt data. The following values shall be supported:
None The application shall not decrypt data but shall direct the 

input stream to the security handler for decryption. 
V2 The application shall ask the security handler for the 

encryption key and shall implicitly decrypt data with 
"Algorithm 1: Encryption of data using the RC4 or AES 
algorithms", using the RC4 algorithm. 

AESV2 (PDF 1.6) The application shall ask the security handler for 
the encryption key and shall implicitly decrypt data with 
"Algorithm 1: Encryption of data using the RC4 or AES 
algorithms", using the AES algorithm in Cipher Block 
Chaining (CBC) mode with a 16-byte block size and an 
initialization vector that shall be randomly generated and 
placed as the first 16 bytes in the stream or string. 

When the value is V2 or AESV2, the application may ask once for this 
encryption key and cache the key for subsequent use for streams that 
use the same crypt filter. Therefore, there shall be a one-to-one 
relationship between a crypt filter name and the corresponding 
encryption key.
Only the values listed here shall be supported. Applications that 
encounter other values shall report that the file is encrypted with an 
unsupported algorithm.
Default value: None. 

AuthEvent name (Optional) The event to be used to trigger the authorization that is 
required to access encryption keys used by this filter. If authorization 
fails, the event shall fail. Valid values shall be:
DocOpen: Authorization shall be required when a document is 

opened.
EFOpen: Authorization shall be required when accessing 

embedded files.
Default value: DocOpen.
If this filter is used as the value of StrF or StmF in the encryption 
dictionary (see Table 20), the conforming reader shall ignore this key 
and behave as if the value is DocOpen.

Length integer (Optional) The bit length of the encryption key. It shall be a multiple of 
8 in the range of 40 to 128. 
Security handlers may define their own use of the Length entry and 
should use it to define the bit length of the encryption key. Standard 
security handler expresses the length in multiples of 8 (16 means 128) 
and public-key security handler expresses it as is (128 means 128).
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キータイプ値

型名（オプション）存在する場合は、暗号フィルタ辞書のためのCryptFilterをしなければなりません。

CFMname（オプション）を復号データに適合するリーダによって、もしあれば、使用される方法。次の値がサポートされなければならない：NoneTheアプリケーションが復号化データものではなく、復号のためのセキュリティハンドラへの入力ストリームを指示するものとします。 RC4アルゴリズムを使用して、：V2Theアプリケーションは、暗号化キーと「RC4を使用して、データの暗号化またはAESアルゴリズムアルゴリズム1」とするものと、暗黙的に解読データのセキュリティハンドラを依頼するものとします。 AESV2（PDF 1.6）アプリケーションは、暗号化キーのセキュリティハンドラを尋ねると、「アルゴリズム1：RC4またはAESアルゴリズムを使用してデータの暗号化」とはなら暗黙的に復号化データならないとCBC（Cipher Block Chaining）モードでAESアルゴリズムを使用して、 16バイトのブロックサイズとランダムに生成され、ストリームまたは文字列内の最初の16バイトに配置されなければならない初期化ベクトル。値がV2またはAESV2ある場合は、アプリケーションは、この暗号化キーを一度頼むと同じ暗号フィルタを使用してストリームのその後の使用のための鍵をキャッシュすることができます。したがって、ここに記載された値がサポートされなければならない暗号フィルタ名と対応する暗号key.Only間の1対1の関係がなければなりません。なし：他の値に遭遇したアプリケーションは、ファイルがサポートされていないalgorithm.Default値で暗号化されていないことを報告するものとします。

AuthEventname（オプション）このフィルタが使用するアクセス暗号鍵に必要とされる許可をトリガするために使用されるイベント。認証に失敗した場合、イベントは失敗するものとします。有効な値はでなければならない：DocOpen：埋め込みfiles.Default値にアクセスする際に認証が必要なければならない：文書がopened.EFOpenとき認可が必要とされなければならないDocOpen.Ifこのフィルタは、（暗号化辞書内StrF又はSTMFの値として使用されます値がDocOpenであるかのように）表20を参照して、適合読者は、このキーと挙動を無視しなければなりません。

Lengthinteger（オプション）暗号化キーのビット長。これは、長さエントリの独自の使用を定義することが40 128にセキュリティ・ハンドラの範囲内で8の倍数でなければならず、暗号鍵のビット長を定義するためにそれを使用する必要があります。標準セキュリティ・ハンドラは、それがあるとして8（16手段128）と公開鍵セキュリティハンドラ発現する（128の手段128）の倍数の長さを表します。
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Security handlers may add their own private data to crypt filter dictionaries. Names for private data entries shall 
conform to the PDF name registry (see Annex E). 

Table 27 lists the additional crypt filter dictionary entries used by public-key security handlers (see 7.6.4, 
"Public-Key Security Handlers"). When these entries are present, the value of CFM shall be V2 or AESV2. 

EXAMPLE The following shows the use of crypt filters in an encrypted document containing a plaintext document-
level metadata stream. The metadata stream is left as is by applying the Identity crypt filter. The 
remaining streams and strings are decrypted using the default filters. 
 
%PDF–1.5 
1 0 obj % Document catalog 

<< /Type /Catalog 
/Pages 2 0 R 
/Metadata 6 0 R 

>> 
endobj 
2 0 obj % Page tree 

<< /Type /Pages 
/Kids [3 0 R] 
/Count 1 

>> 
endobj 
3 0 obj % 1s t page 

<< /Type /Page 

Table 26 –  Standard crypt filter names  

Name Description

Identity Input data shall be passed through without any processing.

Table 27 –  Additional crypt filter dictionary entries for public-key security handlers  

Key Type Value

Recipients array or 
string

(Required) If the crypt filter is referenced from StmF or StrF in the 
encryption dictionary, this entry shall be an array of byte strings, where 
each string shall be a binary-encoded PKCS#7 object that shall list 
recipients that have been granted equal access rights to the 
document. The enveloped data contained in the PKCS#7 object shall 
include both a 20-byte seed value that shall be used to compute the 
encryption key (see 7.6.4.3, "Public-Key Encryption Algorithms") 
followed by 4 bytes of permissions settings (see Table 22) that shall 
apply to the recipient list. There shall be only one object per unique set 
of access permissions. If a recipient appears in more than one list, the 
permissions used shall be those in the first matching list. 
If the crypt filter is referenced from a Crypt filter decode parameter 
dictionary (see Table 14), this entry shall be a string that shall be a 
binary-encoded PKCS#7 object shall contain a list of all recipients who 
are permitted to access the corresponding encrypted stream. The 
enveloped data contained in the PKCS#7 object shall be a 20-byte 
seed value that shall be used to create the encryption key that shall be 
used by the algorithm in "Algorithm 1: Encryption of data using the 
RC4 or AES algorithms". 

EncryptMetadata boolean (Optional; used only by crypt filters that are referenced from StmF in 
an encryption dictionary) Indicates whether the document-level 
metadata stream (see 14.3.2, "Metadata Streams") shall be encrypted. 
Conforming readers shall respect this value when determining whether 
metadata shall be encrypted. The value of the EncryptMetadata entry 
is set by the security handler rather than the conforming reader. 
Default value: true. 
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表27の公開鍵セキュリティハンドラによって使用される追加の暗号フィルタの辞書のエントリ（「公開鍵セキュリティハンドラ」、7.6.4を参照してください）。これらのエントリが存在する場合、CFMの値がV2またはAESV2でなければなりません。

名称説明

IdentityInputデータは何も処理せずに通過しなければなりません。

キータイプ値

Recipientsarrayまたは文字列（必須）陰窩フィルタを暗号化辞書にSTMF又はStrFから参照されている場合、このエントリは、各列が持っていることを受信者を一覧表示しなければならないバイナリエンコードPKCS＃7オブジェクトでなければならないバイト文字列の配列でなければなりません文書への平等なアクセス権を付与されて。エンベロープデータは、暗号化キーを計算するために使用されなければならない20バイトのシード値の両方を含むものとPKCS＃7オブジェクトに含まれている（「公開鍵暗号化アルゴリズム」、7.6.4.3を参照）（アクセス権の設定の4つのバイトが続きます受信者リストに適用しなければならないこと）表22を参照してください。アクセス権限の固有のセットごとに1つだけのオブジェクトがなければなりません。受信者が複数のリストに表示されている場合、使用許可は、最初に一致したリスト内のものでなければなりません。陰窩フィルタは（表14参照）クリプトフィルタデコードパラメータ辞書から参照されている場合、このエントリは、バイナリエンコードPKCS＃7オブジェクトは、対応するアクセスが許可されるすべての受信者のリストを含むものでなければならない文字列でなければなりません暗号化されたストリーム。 PKCS＃7オブジェクトに含まれるエンベロープデータが「：RC4またはAESアルゴリズムを用いてデータの暗号化アルゴリズム1」でアルゴリズムによって使用される暗号化キーを作成するために使用される20バイトのシード値でなければなりません。

EncryptMetadataboolean（オプション;のみ暗号化辞書にSTMFから参照されている暗号フィルタによって使用される）は、文書レベルのメタデータ・ストリームは、（「メタデータストリーム」、14.3.2を参照してください）、暗号化されなければならないかどうかを示します。メタデータは暗号化されなければならないかどうかを決定する際に読者に準拠して、この値を尊重しなければなりません。 EncryptMetadataエントリの値は、セキュリティハンドラではなく適合リーダによって設定されています。デフォルト値はtrue。
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/Parent 2 0 R 
/MediaBox [0 0 612 792] 
/Contents 4 0 R 

>> 
endobj 
4 0 obj % Page contents 

<< /Length 35 >> 
stream 

*** Encrypted Page-marking operators *** 
endstream 

endobj 
5 0 obj 

<< /Title ($#*#%*$#^&##) >> % Info dictionary: encrypted text string  
endobj 
6 0 obj 

<< /Type /Metadata 
/Subtype /XML 
/Length 15 
/Filter [/Crypt] % Uses a crypt filter 
/DecodeParms % with these parameters 
<< /Type /CryptFilterDecodeParms   

/Name /Identity % Indicates no encryption 
>> 

>> 
stream 

XML metadata % Unencrypted metadata 
endstream 

endobj 
8 0 obj % Encryption dictionary 

<< /Filter /MySecurityHandlerName  
/V 4 % Version 4: allow crypt filters 
/CF % List of crypt filters 
<< /MyFilter0 

<< /Type /CryptFilter 
/CFM V2 >> % Uses the standard algorithm 

>> 
/StrF /MyFilter0 % Strings are decrypted using /MyFilter0 
/StmF /MyFilter0 % Streams are decrypted using /MyFilter0 

... % Private data for /MySecurityHandlerName 
/MyUnsecureKey (12345678) 
/EncryptMetadata false   

>> 
endobj 
xref 

.... 
trailer 

<< /Size 8 
/Root 1 0 R 
/Info 5 0 R 
/Encrypt 8 0 R 

>> 
startxref 
495 
%%EOF

7.7 Document Structure

7.7.1 General

A PDF document can be regarded as a hierarchy of objects contained in the body section of a PDF file. At the 
root of the hierarchy is the document’s catalog dictionary (see 7.7.2, "Document Catalog"). 

NOTE Most of the objects in the hierarchy are dictionaries. Figure 5 illustrates the structure of the object hierarchy. 
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/親2 0 R /メディアサイズ[0 0 612 792] /目次4 0 R >> endobj 4 0％OBJページコンテンツ<< /長さ35 >>ストリーム***暗号化されたページマーキングオペレータ*** endstream endobj 5 0 OBJ << /タイトル（$＃*＃％* $＃^＆##）>>％インフォメーション辞書：暗号化されたテキスト文字列がendobj 6 0 OBJ << / /メタデータ/サブタイプ/ XML /長さ15 /フィルターを入力し、[/墓所]％は％/これらのパラメータ<< /タイプ/ CryptFilterDecodeParmsでDecodeParmsの％/名前/アイデンティティを暗号フィルタを使用する暗号化なし>>ストリームXMLメタデータ％暗号化されていないメタデータendstream endobj 8 0 OBJ％の暗号化辞書<< /フィルター/ MySecurityHandlerNameを示していません/ V 4％バージョン4：<< /タイプ/ CryptFilter / CFM V2 >>％は、標準的なアルゴリズムを使用します<< / MyFilter0は>> / StrF / MyFilter0％文字列は/ MyFilter0を使用して復号化されている暗号フィルタの地下室フィルター/ CF％のリストを許可します/ STMF / MyFilter0％ストリーム>> / MyFilter0 ...％プライベートデータ用/ MySecurityHandlerName / MyUnsecureKey（12345678）/ EncryptMetadataの偽を用いて復号さendobj XREF ....トレーラー<< /サイズ8 /ルート1 0 R /情報5 0 R /暗号化8 0 R >> startxref 495 %% EOF

7.7文書構造

7.7.1一般的な

PDF文書はPDFファイルのbodyセクションに含まれるオブジェクトの階層とみなすことができます。階層のルートに、文書のカタログ辞書（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）です。
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EXAMPLE Each page of the document is represented by a page object—a dictionary that includes references to the 
page’s contents and other attributes, such as its thumbnail image (12.3.4, "Thumbnail Images") and any 
annotations (12.5, "Annotations") associated with it. The individual page objects are tied together in a 
structure called the page tree (described in 7.7.3, "Page Tree"), which in turn is specified by an indirect 
reference in the document catalog. Parent, child, and sibling relationships within the hierarchy are defined 
by dictionary entries whose values are indirect references to other dictionaries. 

The data structures described in this sub-clause, particularly the Catalog and Page dictionaries, combine 
entries describing document structure with ones dealing with the detailed semantics of documents and pages. 
All entries are listed here, but many of their descriptions are deferred to subsequent sub-clauses. 

7.7.2 Document Catalog

The root of a document’s object hierarchy is the catalog dictionary, located by means of the Root entry in the 
trailer of the PDF file (see 7.5.5, "File Trailer"). The catalog contains references to other objects defining the 
document’s contents, outline, article threads, named destinations, and other attributes. In addition, it contains 
information about how the document shall be displayed on the screen, such as whether its outline and 
thumbnail page images shall be displayed automatically and whether some location other than the first page 
shall be shown when the document is opened. Table 28 shows the entries in the catalog dictionary.
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実施例は、ドキュメントの各ページは、そのサムネイル画像（12.3.4、「サムネイル画像」）と任意のアノテーション（12.5などのページの内容と他の属性への参照を含むページオブジェクト辞書によって表され、「注釈」 ）それに関連付けられています。個々のページオブジェクトが順番に文書カタログ内の間接参照によって指定された（7.7.3で説明した、「ページツリー」）ページツリーと呼ばれる構造で一緒に接続されています。階層内の親、子、兄弟の関係は、その値が他の辞書への間接参照されている辞書のエントリで定義されています。

このサブ節で説明したデータ構造、特にカタログとページ辞書は、文書やページの詳細なセマンティクスを扱うもので、文書の構造を記述したエントリを兼ね備えています。すべてのエントリは、ここに記載されているが、その説明の多くは、次のサブ句に延期されています。

7.7.2ドキュメントのカタログ

文書のオブジェクト階層のルートは、PDFファイルのトレーラー内のルートエントリによって位置カタログ辞書、（7.5.5、「ファイルトレーラ」を参照）です。カタログは、文書の内容、アウトライン、記事のスレッド、名前の送信先、およびその他の属性を定義する他のオブジェクトへの参照が含まれています。また、ドキュメントは、その輪郭やサムネイルページ画像が自動的に表示されるものとし、文書が開かれたときに、最初のページ以外の場所が示されなければならないかどうかなど、画面上に表示されなければならない方法についての情報を含みます。表28に示しカタログ辞書内のエントリ。
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Figure 5 –  Structure of a PDF document
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図5  -  PDFドキュメントの構造
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Table 28 –  Entries in the catalog dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; 
shall be Catalog for the catalog dictionary. 

Version name (Optional; PDF 1.4) The version of the PDF specification to which 
the document conforms (for example, 1.4) if later than the version 
specified in the file’s header (see 7.5.2, "File Header"). If the 
header specifies a later version, or if this entry is absent, the 
document shall conform to the version specified in the header. 
This entry enables a conforming writer to update the version using 
an incremental update; see 7.5.6, "Incremental Updates."
The value of this entry shall be a name object, not a number, and 
therefore shall be preceded by a SOLIDUS (2Fh) character (/) 
when written in the PDF file (for example, /1.4). 

Extensions dictionary (Optional; ISO 32000) An extensions dictionary containing 
developer prefix identification and version numbers for developer 
extensions that occur in this document. 7.12, “Extensions 
Dictionary”, describes this dictionary and how it shall be used.

Pages dictionary (Required; shall be an indirect reference) The page tree node that 
shall be the root of the document’s page tree (see 7.7.3, "Page 
Tree"). 

PageLabels number tree (Optional; PDF 1.3) A number tree (see 7.9.7, "Number Trees") 
defining the page labelling for the document. The keys in this tree 
shall be page indices; the corresponding values shall be page 
label dictionaries (see 12.4.2, "Page Labels"). Each page index 
shall denote the first page in a labelling range to which the 
specified page label dictionary applies. The tree shall include a 
value for page index 0. 

Names dictionary (Optional; PDF 1.2) The document’s name dictionary (see 7.7.4, 
"Name Dictionary"). 

Dests dictionary (Optional; PDF 1.1; shall be an indirect reference) A dictionary of 
names and corresponding destinations (see 12.3.2.3, "Named 
Destinations"). 

ViewerPreferences dictionary (Optional; PDF 1.2) A viewer preferences dictionary (see 12.2, 
"Viewer Preferences") specifying the way the document shall be 
displayed on the screen. If this entry is absent, conforming 
readers shall use their own current user preference settings. 

PageLayout name (Optional) A name object specifying the page layout shall be used 
when the document is opened: 
SinglePage Display one page at a time 
OneColumn Display the pages in one column 
TwoColumnLeft Display the pages in two columns, with odd-

numbered pages on the left
TwoColumnRight Display the pages in two columns, with odd-

numbered pages on the right 
TwoPageLeft (PDF 1.5) Display the pages two at a time, 

with odd-numbered pages on the left
TwoPageRight (PDF 1.5) Display the pages two at a time, 

with odd-numbered pages on the right 
Default value: SinglePage. 
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キータイプ値

Versionname（オプション; PDF 1.4）文書が準拠（例えば、1.4）以降のファイルのヘッダで指定されたバージョンよりも場合（「ファイルヘッダ」、7.5.2を参照）PDF仕様のバージョン。ヘッダは、それ以降のバージョンを指定する場合、このエントリが存在しない場合、または、文書は、ヘッダで指定されたバージョンに適合しなければなりません。このエントリは、増分更新を使用して、バージョンを更新するために準拠したライターを可能にします。 7.5.6は、「増分更新を。」このエントリの値が名前のオブジェクトではなく、番号でなければならないので、PDFファイルで作成されたときにSOLIDUS（2Fhを）文字（/）が先行されなければならない（例えば、 /1.4）。

Extensionsdictionary（オプション; ISO 32000）の拡張機能は、この文書で発生する開発者向けの拡張のために開発者の接頭語の識別とバージョン番号を含む辞書。 7.12は、「機能拡張辞書」、この辞書を説明し、それがどのように使用されなければなりません。

Pagesdictionary（必須;間接参照しなければならない）文書のページツリーのルートでなければならないページツリーのノード（「ページツリー」、7.7.3を参照してください）。

PageLabelsnumberツリー（オプション; PDF 1.3）数の木（「ナンバー木」、7.9.7を参照してください）文書のページラベルを定義します。このツリーのキーはページインデックスでなければなりません。対応する値は、ページラベル辞書（12.4.2、「ページラベル」を参照）しなければなりません。各ページのインデックスは、指定したページのラベルの辞書が適用されるラベリング範囲の最初のページを意味するものとします。ツリーは、ページインデックス0の値を含まなければなりません。

Namesdictionary（オプション; PDF 1.2）文書の名前辞書（ "名辞典"、7.7.4を参照してください）。

Destsdictionary（オプション; PDF 1.1;間接参照しなければならない）の名前と、対応する送信先の辞書（12.3.2.3、「名前付き宛先」を参照してください）。

ViewerPreferencesdictionary（オプション; PDF 1.2）、視聴者の好みの辞書（12.2、「ビューアの環境設定」を参照）、文書が画面に表示されなければならない方法を指定します。このエントリが存在しない場合は、適合する読者は、自分の現在のユーザーの環境設定を使用しなければなりません。

PageLayoutname（オプション）文書を開いたときにページレイアウトを指定する名前のオブジェクトを使用しなければならない：1列TwoColumnLeftDisplayのページ2列のページOneColumnDisplay一度にSinglePageDisplay 1ページ、leftTwoColumnRightの奇数ページとページを表示leftTwoPageRight（PDF 1.5）上の奇数ページが奇数ページで、一度にページ2を表示して2列に、右TwoPageLeft（PDF 1.5）上の奇数ページで、一度にページ2を表示SinglePage：右のデフォルト値に。
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PageMode name (Optional) A name object specifying how the document shall be 
displayed when opened: 
UseNone Neither document outline nor thumbnail 

images visible 
UseOutlines Document outline visible 
UseThumbs Thumbnail images visible 
FullScreen Full-screen mode, with no menu bar, window 

controls, or any other window visible 
UseOC (PDF 1.5) Optional content group panel visible
UseAttachments (PDF 1.6) Attachments panel visible
Default value: UseNone. 

Outlines dictionary (Optional; shall be an indirect reference) The outline dictionary 
that shall be the root of the document’s outline hierarchy (see 
12.3.3, "Document Outline"). 

Threads array (Optional; PDF 1.1; shall be an indirect reference) An array of 
thread dictionaries that shall represent the document’s article 
threads (see 12.4.3, "Articles"). 

OpenAction array or 
dictionary

(Optional; PDF 1.1) A value specifying a destination that shall be 
displayed or an action that shall be performed when the document 
is opened. The value shall be either an array defining a 
destination (see 12.3.2, "Destinations") or an action dictionary 
representing an action (12.6, "Actions"). If this entry is absent, the 
document shall be opened to the top of the first page at the default 
magnification factor. 

AA dictionary (Optional; PDF 1.4) An additional-actions dictionary defining the 
actions that shall be taken in response to various trigger events
affecting the document as a whole (see 12.6.3, "Trigger Events"). 

URI dictionary (Optional; PDF 1.1) A URI dictionary containing document-level 
information for URI (uniform resource identifier) actions (see 
12.6.4.7, "URI Actions"). 

AcroForm dictionary (Optional; PDF 1.2) The document’s interactive form (AcroForm) 
dictionary (see 12.7.2, "Interactive Form Dictionary"). 

Metadata stream (Optional; PDF 1.4; shall be an indirect reference) A metadata 
stream that shall contain metadata for the document (see 14.3.2, 
"Metadata Streams"). 

StructTreeRoot dictionary (Optional; PDF 1.3) The document’s structure tree root dictionary 
(see 14.7.2, "Structure Hierarchy"). 

MarkInfo dictionary (Optional; PDF 1.4) A mark information dictionary that shall 
contain information about the document’s usage of Tagged PDF 
conventions (see 14.7, "Logical Structure"). 

Lang text string (Optional; PDF 1.4) A language identifier that shall specify the 
natural language for all text in the document except where 
overridden by language specifications for structure elements or 
marked content (see 14.9.2, "Natural Language Specification"). If 
this entry is absent, the language shall be considered unknown. 

SpiderInfo dictionary (Optional; PDF 1.3) A Web Capture information dictionary that 
shall contain state information used by any Web Capture 
extension (see 14.10.2, "Web Capture Information Dictionary"). 

Table 28 –  Entries in the catalog dictionary  (continued)

Key Type Value
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PageModename（オプション）開いたときに文書が表示されなければならない方法を指定する名前のオブジェクト：UseNoneNeitherドキュメントアウトラインやサムネイル画像表示UseOutlinesDocumentのアウトライン表示UseThumbsThumbnail画像表示FullScreenFull画面モード、無メニューバー、ウィンドウコントロール、または他のウィンドウの可視UseOC（とPDF 1.5）オプションコンテンツグループパネルvisibleUseAttachments（PDF 1.6）添付ファイルパネルvisibleDefault値：UseNone。

Outlinesdictionary（オプション;間接参照しなければならない）文書のアウトライン階層のルートでなければならアウトライン辞書（12.3.3、「ドキュメントアウトライン」を参照してください）。

Threadsarray（オプション; PDF 1.1;間接参照しなければならない）文書の記事スレッドを表現しなければならないスレッド辞書の配列（12.4.3、「記事」を参照してください）。

OpenActionarrayまたは辞書（オプション、PDF 1.1）を表示しなければならない宛先または文書が開かれたときに実行されなければならないアクションを指定する値。値は、宛先を定義する配列（12.3.2、「先」を参照）、またはアクションを示すアクション辞書（12.6、「アクション」）のいずれかでなければなりません。このエントリが存在しない場合は、文書は、デフォルトの倍率での最初のページの上部に開放されなければなりません。

AA辞書（オプション; PDF 1.4）の追加 - アクションが全体として文書をeventsaffecting様々なトリガに応じて講じなければならないアクションを定義辞書（12.6.3を参照してください、「トリガーイベント」）。

URIdictionary（オプション; PDF 1.1）URIのためのドキュメントレベルの情報を含むA URIの辞書（統一資源識別子）アクション（12.6.4.7を参照してください、 "URIアクション"）。

AcroFormdictionary（オプション; PDF 1.2）ドキュメントのインタラクティブフォーム（AcroForm）辞書（ "インタラクティブフォーム辞典"、12.7.2を参照してください）。

Metadatastream（オプション; PDF 1.4;間接参照しなければならない）文書のメタデータを含むものとするメタデータストリーム（14.3.2、「メタデータストリーム」を参照）。

StructTreeRootdictionary（オプション; PDF 1.3）文書の構造ツリーのルート辞書（「階層構造」、14.7.2を参照してください）。

MarkInfodictionary（オプション; PDF 1.4）タグ付きPDFの規則の文書の使用状況に関する情報を含まなければならないマーク情報辞書（14.7、「論理構造」を参照してください）。

Langtext文字列（オプション; PDF 1.4）構造要素またはマークされたコンテンツのための言語仕様によって上書きされる場合を除いて、ドキュメント内のすべてのテキストのための自然言語を指定する言語識別子（「自然言語仕様」、14.9.2を参照してください）。このエントリが存在しない場合は、言語が不明で考慮しなければなりません。

SpiderInfodictionary（オプション; PDF 1.3）任意のWebキャプチャ拡張によって使用される状態情報を含まなければならないA Webキャプチャ情報辞書（14.10.2、「Webキャプチャ情報のディクショナリ」を参照してください）。

表28  - カタログ辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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EXAMPLE The following shows a sample catalog object.  
 
1 0 obj 

<< /Type /Catalog 
 /Pages 2 0 R 
 /PageMode /UseOutlines 
 /Outlines 3 0 R 

>> 
endobj

7.7.3 Page Tree

7.7.3.1 General

The pages of a document are accessed through a structure known as the page tree, which defines the ordering 
of pages in the document. Using the tree structure, conforming readers using only limited memory, can quickly 
open a document containing thousands of pages. The tree contains nodes of two types—intermediate nodes, 
called page tree nodes, and leaf nodes, called page objects—whose form is described in the subsequent sub-
clauses. Conforming products shall be prepared to handle any form of tree structure built of such nodes. 

NOTE The simplest structure can consist of a single page tree node that references all of the document’s page 
objects directly. However, to optimize application performance, a conforming writer can construct trees of a 
particular form, known as balanced trees. Further information on this form of tree can be found in Data 
Structures and Algorithms, by Aho, Hopcroft, and Ullman (see the Bibliography). 

OutputIntents array (Optional; PDF 1.4) An array of output intent dictionaries that shall 
specify the colour characteristics of output devices on which the 
document might be rendered (see 14.11.5, "Output Intents"). 

PieceInfo dictionary (Optional; PDF 1.4) A page-piece dictionary associated with the 
document (see 14.5, "Page-Piece Dictionaries"). 

OCProperties dictionary (Optional; PDF 1.5; required if a document contains optional 
content) The document’s optional content properties dictionary 
(see 8.11.4, "Configuring Optional Content").

Perms dictionary (Optional; PDF 1.5) A permissions dictionary that shall specify 
user access permissions for the document. 12.8.4, "Permissions", 
describes this dictionary and how it shall be used.

Legal dictionary (Optional; PDF 1.5) A dictionary that shall contain attestations 
regarding the content of a PDF document, as it relates to the 
legality of digital signatures (see 12.8.5, "Legal Content 
Attestations").

Requirements array (Optional; PDF 1.7) An array of requirement dictionaries that shall 
represent requirements for the document. 12.10, "Document 
Requirements", describes this dictionary and how it shall be used.

Collection dictionary (Optional; PDF 1.7) A collection dictionary that a conforming 
reader shall use to enhance the presentation of file attachments 
stored in the PDF document. (see 12.3.5, "Collections").

NeedsRendering boolean (Optional; PDF 1.7) A flag used to expedite the display of PDF 
documents containing XFA forms. It specifies whether the 
document shall be regenerated when the document is first 
opened. 
See the XML Forms Architecture (XFA) Specification
(Bibliography).
Default value: false. 

Table 28 –  Entries in the catalog dictionary  (continued)

Key Type Value

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved75

PDF 32000-1：2008

例を次に示しますサンプルカタログオブジェクト。 1つの0 OBJ << /タイプ/カタログ/ページ2 0 R / PageMode / UseOutlines /アウトライン3 0 R >> endobj

7.7.3ページツリー

7.7.3.1一般的な

文書のページは、文書内のページの順序を定義するページツリー、として知られている構造を介してアクセスされます。限られたメモリを使用して読者に準拠した、ツリー構造を使用して、すぐに数千ページを含む文書を開くことができます。ツリーは二種類の中間ページオブジェクト型次のサブ節に記載されているというページ・ツリー・ノードと呼ばれるノードと、リーフノードのノードを含みます。準拠した製品は、このようなノードで構築されたツリー構造の任意のフォームを処理するために作成しなければなりません。

NOTE最も簡単な構造は、すべての文書のページの参照がオブジェクトを直接することを一つのページツリーのノードで構成することができます。しかし、最適化アプリケーションのパフォーマンスに、適合ライタがバランス木として知られている特定の形の木を構築することができます。ツリーのこの形態の詳細はアホ、ホップクロフト、およびウルマン（参考文献を参照）によって、データ構造及びアルゴリズムに見出すことができます。

OutputIntentsarray（オプション; PDF 1.4）文書をレンダリングする可能性がある上、出力デバイスの色特性を指定する出力インテント辞書の配列（14.11.5、「出力インテント」を参照してください）。

PieceInfodictionary（オプション; PDF 1.4）ドキュメントに関連するページピース辞書（14.5、「ページピース辞書」を参照してください）。

OCPropertiesdictionary（8.11.4、「設定オプションの内容」を参照）、ドキュメントのオプションのコンテンツプロパティが辞書（オプション; PDF 1.5文書は、オプションの内容が含まれている場合は必須）。

Permsdictionary（オプション; PDF 1.5）文書に対するユーザーのアクセス権限を指定するAの権限辞書。 12.8.4、「権限」、この辞書を説明し、それがどのように使用されなければなりません。

Legaldictionary（オプション; PDF 1.5）、それは、デジタル署名の合法性に関連して、PDF文書の内容についてのアテステーションを含まなければならないの辞書（12.8.5、「法的コンテンツアテステーション」を参照してください）。

Requirementsarray（オプション; PDF 1.7）文書の要件を表現しなければならない要件の辞書の配列。 12.10、「文書の要件」、この辞書を説明し、それがどのように使用されなければなりません。

Collectiondictionary（オプション; PDF 1.7）準拠の読者は、PDFドキュメントに保存された添付ファイルのプレゼンテーションを強化するために使用しなければならないことを収集辞書。 （12.3.5、 "コレクション" を参照してください）。

表28  - カタログ辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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7.7.3.2 Page Tree Nodes

Table 29 shows the entries in a page tree node that shall always be present (Required). 

NOTE The structure of the page tree is not necessarily related to the logical structure of the document; that is, page 
tree nodes do not represent chapters, sections, and so forth. Other data structures are defined for this 
purpose; see 14.7, "Logical Structure". 

Conforming products shall not be required to preserve the existing structure of the page tree. 

EXAMPLE The following illustrates the page tree for a document with three pages. See 7.7.3.3, "Page Objects," for 
the contents of the individual page objects, and H.5, "Page Tree Example", for a more extended example 
showing the page tree for a longer document.  
 
2 0 obj 

<< /Type /Pages 
 /Kids [ 4 0 R 

 10 0 R 
  24 0 R 
 ] 

  /Count 3 
>> 

endobj 
 
4 0 obj 

<< /Type /Page 
  … Additional entries describing the attributes of this page … 

>> 
endobj 
 
10 0 obj 

<< /Type /Page 
  … Additional entries describing the attributes of this page … 

>> 
endobj 
 
24 0 obj 

<< /Type /Page 
  … Additional entries describing the attributes of this page … 

>> 
endobj

In addition to the entries shown in Table 29, a page tree node may contain further entries defining inherited 
attributes for the page objects that are its descendants (see 7.7.3.4, "Inheritance of Page Attributes"). 

Table 29 –  Required entries in a page tree node  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be 
Pages for a page tree node. 

Parent dictionary (Required except in root node; prohibited in the root node; shall be an 
indirect reference) The page tree node that is the immediate parent of this 
one. 

Kids array (Required) An array of indirect references to the immediate children of this 
node. The children shall only be page objects or other page tree nodes. 

Count integer (Required) The number of leaf nodes (page objects) that are descendants of 
this node within the page tree. 
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7.7.3.2ページツリーノード

NOTEページツリーの構造は、必ずしも文書の論理構造とは関係がありません。であること、ページツリーノードは等々章、セクション、を表すものではありません。その他のデータ構造は、この目的のために定義されています。 14.7、「論理構造」を参照してください。

次の例は、3つのページを持つ文書のページツリーを示しています。長い文書のページツリーを示すより拡張され、たとえば、個々のページオブジェクトの内容のために「ページがオブジェクト」、7.7.3.3を参照してください、とH.5、「ページツリーの例」。 2 0 OBJ << /タイプ/ページ/キッズ[4 0 R 10 0 R 24 0 R] / ... >>このページの属性を記述する3 >> endobj 4 0 OBJ << /タイプ/ページ...追加のエントリをカウントendobj 10 0 OBJ << /タイプ/ページ...このページの属性を記述する追加エントリが... >>このページの属性を記述する24 0 OBJ << /タイプ/ページ...追加のエントリをendobj ... >> endobj

（7.7.3.4を参照して、「ページの継承属性」）を表29に示すエントリに加えて、ページ・ツリー・ノードは、その子孫であるページオブジェクトに継承された属性を定義するさらなるエントリを含んでいてもよいです。

キータイプ値
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7.7.3.3 Page Objects

The leaves of the page tree are page objects, each of which is a dictionary specifying the attributes of a single 
page of the document. Table 30 shows the contents of this dictionary. The table also identifies which attributes 
a page may inherit from its ancestor nodes in the page tree, as described under 7.7.3.4, "Inheritance of Page 
Attributes." Attributes that are not explicitly identified in the table as inheritable shall not be inherited. 

Table 30 –  Entries in a page object  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; 
shall be Page for a page object. 

Parent dictionary (Required; shall be an indirect reference) The page tree node that 
is the immediate parent of this page object. 

LastModified date (Required if PieceInfo is present; optional otherwise; PDF 1.3) The 
date and time (see 7.9.4, "Dates") when the page’s contents were 
most recently modified. If a page-piece dictionary (PieceInfo) is 
present, the modification date shall be used to ascertain which of 
the application data dictionaries that it contains correspond to the 
current content of the page (see 14.5, "Page-Piece Dictionaries"). 

Resources dictionary (Required; inheritable) A dictionary containing any resources 
required by the page (see 7.8.3, "Resource Dictionaries"). If the 
page requires no resources, the value of this entry shall be an 
empty dictionary. Omitting the entry entirely indicates that the 
resources shall be inherited from an ancestor node in the page tree. 

MediaBox rectangle (Required; inheritable) A rectangle (see 7.9.5, "Rectangles"), 
expressed in default user space units, that shall define the 
boundaries of the physical medium on which the page shall be 
displayed or printed (see 14.11.2, "Page Boundaries"). 

CropBox rectangle (Optional; inheritable) A rectangle, expressed in default user space 
units, that shall define the visible region of default user space. 
When the page is displayed or printed, its contents shall be clipped 
(cropped) to this rectangle and then shall be imposed on the output 
medium in some implementation-defined manner (see 14.11.2, 
"Page Boundaries"). Default value: the value of MediaBox. 

BleedBox rectangle (Optional; PDF 1.3) A rectangle, expressed in default user space 
units, that shall define the region to which the contents of the page 
shall be clipped when output in a production environment (see 
14.11.2, "Page Boundaries"). Default value: the value of CropBox. 

TrimBox rectangle (Optional; PDF 1.3) A rectangle, expressed in default user space 
units, that shall define the intended dimensions of the finished page 
after trimming (see 14.11.2, "Page Boundaries"). Default value: the 
value of CropBox. 

ArtBox rectangle (Optional; PDF 1.3) A rectangle, expressed in default user space 
units, that shall define the extent of the page’s meaningful content 
(including potential white space) as intended by the page’s creator 
(see 14.11.2, "Page Boundaries"). Default value: the value of 
CropBox. 

BoxColorInfo dictionary (Optional; PDF 1.4) A box colour information dictionary that shall 
specify the colours and other visual characteristics that should be 
used in displaying guidelines on the screen for the various page 
boundaries (see 14.11.2.2, "Display of Page Boundaries"). If this 
entry is absent, the application shall use its own current default 
settings. 
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7.7.3.3ページオブジェクト

ページツリーの葉は、文書の1ページの属性を指定した辞書であるそれぞれのページのオブジェクトです。テーブル30を示し、この辞書の内容。表には、7.7.3.4の下で説明するようにページを属性を識別するには、ページツリーにその祖先ノードから継承することができる、「ページの継承属性。」明示的に継承として表に識別されていない属性は継承されてはなりません。

キータイプ値

LastModifieddate（PieceInfoが存在する場合は必須、オプション、そうでない場合はPDF 1.3）日付と時刻（7.9.4、「日付」を参照）は、ページの内容が最近変更されました。ページピース辞書（PieceInfo）が存在する場合（14.5、「ページピース辞書」を参照）、それはページの現在のコンテンツに対応して含まれていることをアプリケーションデータ辞書のどの、変更日を確認するために使用されなければなりません。

Resourcesdictionary（必須;継承）ページで必要なすべてのリソースを含む辞書（「リソース辞書」、7.8.3を参照してください）。ページが何のリソースを必要としない場合は、このエントリの値は空の辞書でなければなりません。完全にエントリを省略すると、リソースがページツリー内の祖先ノードから継承されなければならないことを示しています。

MediaBoxrectangle（必須;継承）ページが表示又は印刷されなければならないれた物理媒体の境界を定義しなければならないデフォルトユーザ空間単位で表現矩形（7.9.5、「四角形」を参照）、（14.11.2を参照して、 「ページ境界」）。

CropBoxrectangle（オプション、継承可能）デフォルトのユーザ空間の可視領域を定義しなければならないデフォルトのユーザ空間単位で表さ矩形、、。ページが表示または印刷されたときに、その内容がクリッピングしなければならない（トリミング）は、この矩形にした後（14.11.2、「ページ境界」を参照）、いくつかの実装定義の方法で出力媒体に課さなければなりません。デフォルト値：メディアサイズの値。

BleedBoxrectangle（オプション; PDF 1.3）本番環境でのときの出力のページの内容をクリップするものとする先の領域を定めるものとするデフォルトのユーザ空間単位で表され、長方形、（14.11.2、「ページ境界」を参照してください）。デフォルト値：クロップボックスの値。

TrimBoxrectangle（オプション; PDF 1.3）トリミングした後、完成したページの意図した寸法を定義しなければならデフォルトのユーザスペース単位で表された矩形は、（14.11.2、「ページ境界」を参照してください）。デフォルト値：クロップボックスの値。

ArtBoxrectangle（オプション; PDF 1.3）ページの作成者が意図したように（潜在的な空白を含む）、ページの意味のあるコンテンツの範囲を定義しなければならデフォルトユーザ空間単位で表され、長方形、（14.11.2、「ページ境界」を参照してください） 。デフォルト値：クロップボックスの値。

BoxColorInfodictionary（オプション; PDF 1.4）色と（14.11.2.2、「ページ境界の表示」を参照）、様々なページ境界のために画面上のガイドラインを表示する際に使用されるべき他の視覚特性を指定するボックスの色情報辞書。このエントリが存在しない場合、アプリケーションは、独自の現在のデフォルト設定を使用しなければなりません。
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Contents stream or array (Optional) A content stream (see 7.8.2, "Content Streams") that 
shall describe the contents of this page. If this entry is absent, the 
page shall be empty. 
The value shall be either a single stream or an array of streams. If 
the value is an array, the effect shall be as if all of the streams in the 
array were concatenated, in order, to form a single stream. 
Conforming writers can create image objects and other resources 
as they occur, even though they interrupt the content stream. The 
division between streams may occur only at the boundaries 
between lexical tokens (see 7.2, "Lexical Conventions") but shall be 
unrelated to the page’s logical content or organization. Applications 
that consume or produce PDF files need not preserve the existing 
structure of the Contents array. Conforming writers shall not create 
a Contents array containing no elements. 

Rotate integer (Optional; inheritable) The number of degrees by which the page 
shall be rotated clockwise when displayed or printed. The value 
shall be a multiple of 90. Default value: 0. 

Group dictionary (Optional; PDF 1.4) A group attributes dictionary that shall specify 
the attributes of the page’s page group for use in the transparent 
imaging model (see 11.4.7, "Page Group" and 11.6.6, 
"Transparency Group XObjects"). 

Thumb stream (Optional) A stream object that shall define the page’s thumbnail 
image (see 12.3.4, "Thumbnail Images"). 

B array (Optional; PDF 1.1; recommended if the page contains article 
beads) An array that shall contain indirect references to all article 
beads appearing on the page (see 12.4.3, "Articles"). The beads 
shall be listed in the array in natural reading order. 
NOTE The information in this entry can be created or 

recreated from the information obtained from the 
Threads key in the Catalog.

Dur number (Optional; PDF 1.1) The page’s display duration (also called its 
advance timing): the maximum length of time, in seconds, that the 
page shall be displayed during presentations before the viewer 
application shall automatically advance to the next page (see 
12.4.4, "Presentations"). By default, the viewer shall not advance 
automatically. 

Trans dictionary (Optional; PDF 1.1) A transition dictionary describing the transition 
effect that shall be used when displaying the page during 
presentations (see 12.4.4, "Presentations"). 

Annots array (Optional) An array of annotation dictionaries that shall contain 
indirect references to all annotations associated with the page (see 
12.5, "Annotations"). 

AA dictionary (Optional; PDF 1.2) An additional-actions dictionary that shall 
define actions to be performed when the page is opened or closed 
(see 12.6.3, "Trigger Events"). 
(PDF 1.3) additional-actions dictionaries are not inheritable.

Metadata stream (Optional; PDF 1.4) A metadata stream that shall contain metadata 
for the page (see 14.3.2, "Metadata Streams"). 

PieceInfo dictionary (Optional; PDF 1.3) A page-piece dictionary associated with the 
page (see 14.5, "Page-Piece Dictionaries"). 

Table 30 –  Entries in a page object  (continued)

Key Type Value
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Contentsstreamまたは配列（オプション）このページの内容について記述しなければならないコンテンツストリーム（7.8.2、「コンテンツストリーム」を参照）。このエントリが存在しない場合は、ページが空でなければなりません。値は、単一のストリームまたはストリームのアレイのいずれかでなければなりません。値が配列の場合、アレイ内のストリームのすべてが単一のストリームを形成するために、連結されたかのように、効果がなければなりません。彼らが起こるよう準拠の作家は、彼らがコンテンツストリームを中断していても、画像オブジェクトやその他のリソースを作成することができます。ストリーム間の分裂は、字句の境界にのみ発生する可能性があります（7.2、「字句規則」を参照）が、ページの論理的な内容や組織に関係のないものでなければなりません。 PDFファイルを消費または生成するアプリケーションは、コンテンツの配列の既存の構造を維持する必要はありません。準拠した作家は何の要素を含まない内容の配列を作成してはなりません。

Groupdictionary（オプション; PDF 1.4）グループは、透明イメージングモデルで使用するためのページのページ・グループの属性を指定することの辞書を（11.4.7、「ページ・グループ」と11.6.6、「透明性グループXObjects」を参照）属性。

Thumbstream（オプション）ページのサムネイル画像を定めるものとするストリームオブジェクト（12.3.4、「サムネイル画像」を参照してください）。

Barray（オプション; PDF 1.1;ページは、記事のビーズが含まれている場合に推奨）ページに登場するすべての記事ビーズへの間接参照を含まなければならない配列（12.4.3、「記事」を参照してください）。ビーズは自然な読み順に配列にリストされなければなりません。 NOTEこのエントリに記載されている情報は、作成またはカタログ内のスレッドの鍵から得られた情報から再作成することができます。

Durnumber（オプション; PDF 1.1）ページの表示時間は（またその事前のタイミングと呼ばれる）：時間の最大の長さが、秒単位で、ビューアアプリケーションが自動的に次のページに進むものとする前に、ページがプレゼンテーション中に表示されなければならないこと（12.4を参照してください0.4、 "プレゼンテーション"）。デフォルトでは、視聴者は自動的に進めてはなりません。

Transdictionary（オプション; PDF 1.1）（12.4.4、「プレゼンテーション」を参照）のプレゼンテーション中にページを表示するときに使用しなければならないトランジション効果を説明する遷移辞書。

Annotsarray（オプション）ページに関連付けられたすべての注釈への間接参照を含まなければならない注釈辞書の配列（12.5、「注釈」を参照してください）。

AAdictionary（オプション; PDF 1.2）の追加 - アクションは、ページを開いたり閉じているときには、（「トリガーイベント」、12.6.3を参照）、実行するアクションを定義するものと辞書。 （PDF 1.3）の追加 - アクションの辞書は継承できません。

Metadatastream（オプション; PDF 1.4）ページのメタデータを含むものとするメタデータストリーム（14.3.2、「メタデータストリーム」を参照）。

PieceInfodictionary（オプション; PDF 1.3）ページに関連するページピース辞書（14.5、「ページピース辞書」を参照してください）。

表30  - ページオブジェクトのエントリ（続き）

キータイプ値
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EXAMPLE The following shows the definition of a page object with a thumbnail image and two annotations. The 
media box specifies that the page is to be printed on letter-size paper. In addition, the resource dictionary 
is specified as a direct object and shows that the page makes use of three fonts named F3, F5, and F7. 
 
3 0 obj 

<< /Type /Page 
  /Parent 4 0 R 
  /MediaBox [ 0 0 612 792 ] 
  /Resources << /Font << /F3 7 0 R 

/F5 9 0 R 
/F7 11 0 R 

 >> 
 /ProcSet [ /PDF ] 

    >> 
  /Contents 12 0 R 
  /Thumb 14 0 R 
  /Annots [ 23 0 R 

   24 0 R 
] 

>> 
endobj

StructParents integer (Required if the page contains structural content items; PDF 1.3)
The integer key of the page’s entry in the structural parent tree (see 
14.7.4.4, "Finding Structure Elements from Content Items"). 

ID byte string (Optional; PDF 1.3; indirect reference preferred) The digital 
identifier of the page’s parent Web Capture content set (see 
14.10.6, "Object Attributes Related to Web Capture"). 

PZ number (Optional; PDF 1.3) The page’s preferred zoom (magnification) 
factor: the factor by which it shall be scaled to achieve the natural 
display magnification (see 14.10.6, "Object Attributes Related to 
Web Capture"). 

SeparationInfo dictionary (Optional; PDF 1.3) A separation dictionary that shall contain 
information needed to generate colour separations for the page 
(see 14.11.4, "Separation Dictionaries"). 

Tabs name (Optional; PDF 1.5) A name specifying the tab order that shall be 
used for annotations on the page. The possible values shall be R 
(row order), C (column order), and S (structure order). See 12.5, 
"Annotations" for details.

TemplateInstantiated name (Required if this page was created from a named page object; PDF 
1.5) The name of the originating page object (see 12.7.6, "Named 
Pages"). 

PresSteps dictionary (Optional; PDF 1.5) A navigation node dictionary that shall 
represent the first node on the page (see 12.4.4.2, "Sub-page 
Navigation").

UserUnit number (Optional; PDF 1.6) A positive number that shall give the size of 
default user space units, in multiples of 1 ⁄ 72 inch. The range of 
supported values shall be implementation-dependent.
Default value: 1.0 (user space unit is 1 ⁄ 72 inch).

VP dictionary (Optional; PDF 1.6) An array of viewport dictionaries (see 
Table 260) that shall specify rectangular regions of the page.

Table 30 –  Entries in a page object  (continued)

Key Type Value

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved79

PDF 32000-1：2008

次の例を示したサムネイル画像二つの注釈付きページ・オブジェクトの定義。メディアは、ページがレターサイズの用紙に印刷することを指定するボックス。また、リソースディクショナリは、ページがF3、F5、およびF7という3つのフォントを使用することを直接の対象と番組として指定されています。 3 0 OBJ << /タイプ/ページ/上位4 0 R /メディアサイズ[0 0 612 792] /リソース<< /フォント<< / F3 7 0 R / F5 9 0 R / F7 11 0 R >> / ProcSet [ / PDF] >> /目次12 0 R /親指14 0 R / Annots [23 0 R 24 R 0] >> endobj

StructParentsinteger（ページが構造コンテンツ項目が含まれている場合は必須。PDF 1.3）構造的な親ツリー内のページのエントリの整数キー（「コンテンツアイテムから構造要素の検索」、14.7.4.4を参照してください）。

IDbyte文字列（オプション; PDF 1.3、好ましくは間接参照）ページの親のWebキャプチャコンテンツのセットのデジタル識別子（14.10.6、「オブジェクトがWebキャプチャに関連する属性」を参照します）。

PZnumber（オプション; PDF 1.3）ページの優先ズーム（倍率）要因：自然な表示倍率を達成するためにスケーリングするものとすることにより、因子（14.10.6を参照してください、「オブジェクトはWebキャプチャに関連する属性」）。

SeparationInfodictionary（オプション; PDF 1.3）ページ用の色分解を生成するために必要な情報を含まなければならない分離辞書（14.11.4、「分離辞書」を参照してください）。

Tabsname（オプション; PDF 1.5）ページ上の注釈のために使用しなければならないタブ順序を指定する名前。可能な値はR（行順）、C（列の順序）、及びS（構造オーダー）でなければなりません。詳細については、12.5、「注釈」を参照してください。

TemplateInstantiatedname（このページは、名前のページオブジェクトから作成された場合に必要な、PDF 1.5）元のページオブジェクトの名前（12.7.6、「名前付きページ」を参照してください）。

PresStepsdictionary（オプション; PDF 1.5）ページ上の最初のノードを表すものとするナビゲーションノード辞書（「サブページナビゲーション」、12.4.4.2を参照してください）。

UserUnitnumber（オプション; PDF 1.6）72分の1インチの倍数で、デフォルトのユーザー・スペース・ユニットのサイズを与えなければならない正の数。サポートされる値の範囲は、実装dependent.Default値でなければならない：1.0（ユーザ空間部72分の1インチです）。

VPdictionary（オプション、PDF 1.6）ページの矩形領域を指定しなければならないビューポート辞書の配列（表260を参照のこと）。

表30  - ページオブジェクトのエントリ（続き）
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7.7.3.4 Inheritance of Page Attributes

Some of the page attributes shown in Table 30 are designated as inheritable. If such an attribute is omitted from 
a page object, its value shall be inherited from an ancestor node in the page tree. If the attribute is a required 
one, a value shall be supplied in an ancestor node. If the attribute is optional and no inherited value is specified, 
the default value shall be used. 

An attribute can thus be defined once for a whole set of pages by specifying it in an intermediate page tree 
node and arranging the pages that share the attribute as descendants of that node. 

EXAMPLE A document may specify the same media box for all of its pages by including a MediaBox entry in the root 
node of the page tree. If necessary, an individual page object may override this inherited value with a 
MediaBox entry of its own. 

In a document conforming to the Linearized PDF organization (see Annex F), all page attributes shall be 
specified explicitly as entries in the page dictionaries to which they apply; they shall not be inherited from an 
ancestor node. 

Figure 6 illustrates the inheritance of attributes. In the page tree shown, pages 1, 2, and 4 are rotated clockwise 
by 90 degrees, page 3 by 270 degrees, page 6 by 180 degrees, and pages 5 and 7 not at all (0 degrees). 

Figure 6 –  Inheritance of attributes

7.7.4 Name Dictionary

Some categories of objects in a PDF file can be referred to by name rather than by object reference. The 
correspondence between names and objects is established by the document’s name dictionary (PDF 1.2), 
located by means of the Names entry in the document’s catalog (see 7.7.2, "Document Catalog"). Each entry in 
this dictionary designates the root of a name tree (see 7.9.6, "Name Trees") defining names for a particular 
category of objects. Table 31 shows the contents of the name dictionary.

Table 31 –  Entries in the name dictionary  

Key Type Value

Dests name tree (Optional; PDF 1.2) A name tree mapping name strings to 
destinations (see 12.3.2.3, "Named Destinations"). 

AP name tree (Optional; PDF 1.3) A name tree mapping name strings to 
annotation appearance streams (see 12.5.5, "Appearance 
Streams"). 

Pages

PagesPages
/Rotate 90

Pages
/Rotate 180

PagePage Page
/Rotate 0

PagePagePages

Page
/Rotate 90

Page
/Rotate 270

Page 1 Page 2 Page 5 Page 6 Page 7 

Page 4 Page 3
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ページ属性の7.7.3.4継承

表30に示すページ属性の一部は継承として指定されています。そのような属性は、ページオブジェクトから省略されている場合、その値は、ページツリー内の祖先ノードから継承されなければなりません。属性が必要なものである場合、値は、先祖ノードで供給されなければなりません。属性はオプションであり、継承された値が指定されていない場合、デフォルト値が使用されなければなりません。

例A文書はページツリーのルートノードにおけるメディアサイズのエントリを含めることにより、そのページのすべてに対して同じメディアボックスを指定することもできます。必要に応じて、個々のページオブジェクトには、独自のメディアサイズのエントリで、この継承された値を無効にすることができます。

線形化PDFの組織に準拠した文書では（附属書Fを参照）、すべてのページ属性は、それらが適用されるページ辞書のエントリとして明示的に指定しなければなりません。彼らは先祖ノードから継承されてはなりません。

図6は、属性の継承を示します。ページ・ツリー示し、ページ1,2、および4に回転90度時計回りに270度ページ3、180度6ページ、およびすべての（0度）でのページ5,7はありません。

図6  - 属性の継承

7.7.4名前辞書

PDFファイル内のオブジェクトのいくつかのカテゴリは、名前ではなく、オブジェクト参照によって参照することができます。名前とオブジェクト間の対応は、ドキュメントのカタログで名前のエントリによって、位置ドキュメントの名前辞書（PDF 1.2）、（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）によって確立されます。この辞書の各エントリには、オブジェクトの特定のカテゴリの名前を定義する（「名前木」、7.9.6を参照してください）名前ツリーのルートを指定します。表31に示し名辞書の内容。

キータイプ値

Destsnameツリー（オプション; PDF 1.2）名前ツリーマッピング名の文字列の目的地へ（12.3.2.3、「名前付き宛先」を参照してください）。

APnameツリー（オプション; PDF 1.3）注釈外観ストリームにA名前ツリーマッピング名の文字列（12.5.5を参照してください、「外観ストリーム」）。

ページ

ページのページ/回転90

ページ数/ 180度回転

ページページページ/回転0

ページページページ

ページ/回転90

ページ/回転270

ページ4ページ3
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7.8 Content Streams and Resources

7.8.1 General

Content streams are the primary means for describing the appearance of pages and other graphical elements. 
A content stream depends on information contained in an associated resource dictionary; in combination, these 
two objects form a self-contained entity. This sub-clause describes these objects. 

7.8.2 Content Streams

A content stream is a PDF stream object whose data consists of a sequence of instructions describing the 
graphical elements to be painted on a page. The instructions shall be represented in the form of PDF objects, 
using the same object syntax as in the rest of the PDF document. However, whereas the document as a whole 
is a static, random-access data structure, the objects in the content stream shall be interpreted and acted upon 
sequentially. 

Each page of a document shall be represented by one or more content streams. Content streams shall also be 
used to package sequences of instructions as self-contained graphical elements, such as forms (see 8.10, 
"Form XObjects"), patterns (8.7, "Patterns"), certain fonts (9.6.5, "Type 3 Fonts"), and annotation appearances 
(12.5.5, "Appearance Streams"). 

A content stream, after decoding with any specified filters, shall be interpreted according to the PDF syntax 
rules described in 7.2, "Lexical Conventions." It consists of PDF objects denoting operands and operators. The 
operands needed by an operator shall precede it in the stream. See EXAMPLE 4 in 7.4, "Filters," for an 
example of a content stream. 

An operand is a direct object belonging to any of the basic PDF data types except a stream. Dictionaries shall 
be permitted as operands only by certain specific operators. Indirect objects and object references shall not be 
permitted at all. 

JavaScript name tree (Optional; PDF 1.3) A name tree mapping name strings to 
document-level JavaScript actions (see 12.6.4.16, "JavaScript 
Actions"). 

Pages name tree (Optional; PDF 1.3) A name tree mapping name strings to visible 
pages for use in interactive forms (see 12.7.6, "Named Pages"). 

Templates name tree (Optional; PDF 1.3) A name tree mapping name strings to invisible 
(template) pages for use in interactive forms (see 12.7.6, "Named 
Pages"). 

IDS name tree (Optional; PDF 1.3) A name tree mapping digital identifiers to Web 
Capture content sets (see 14.10.4, "Content Sets"). 

URLS name tree (Optional; PDF 1.3) A name tree mapping uniform resource locators 
(URLs) to Web Capture content sets (see 14.10.4, "Content Sets"). 

EmbeddedFiles name tree (Optional; PDF 1.4) A name tree mapping name strings to file 
specifications for embedded file streams (see 7.11.4, "Embedded 
File Streams"). 

AlternatePresentations name tree (Optional; PDF 1.4) A name tree mapping name strings to alternate 
presentations (see 13.5, "Alternate Presentations").

Renditions name tree (Optional; PDF 1.5) A name tree mapping name strings (which shall 
have Unicode encoding) to rendition objects (see 13.2.3, 
"Renditions").

Table 31 –  Entries in the name dictionary  (continued)

Key Type Value
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7.8コンテンツストリームとリソース

7.8.1一般的な

コンテンツストリームは、ページと他のグラフィカル要素の外観を説明するための主要な手段です。コンテンツストリームは、関連するリソース辞書に含まれる情報に依存します。組み合わせて、これらの2つのオブジェクトが自己完結型のエンティティを形成します。このサブ句は、これらのオブジェクトを記述する。

7.8.2コンテンツストリーム

コンテンツストリームは、そのデータページに塗布される図形要素を記述する一連の命令から成るPDFストリームオブジェクトです。説明書は、PDFドキュメントの残りの部分と同じオブジェクト構文を使用して、PDFオブジェクトの形で表現されなければなりません。全体として、ドキュメントは、静的ランダム・アクセス・データ構造であるのに対し、しかし、コンテンツストリーム内のオブジェクトは、解釈され、順次作用しなければなりません。

文書の各ページには、1つまたは複数のコンテンツのストリームで表現されなければなりません。コンテンツストリームは、パッケージなどの形態などの自己完結型のグラフィック要素、などの命令のシーケンス（8.10、「フォームXObjects」を参照）、パターン（8.7、「パターン」）、特定のフォント（9.6.5、「タイプにも使用されなければならない3フォント」）、および注釈出演（12.5.5、 "外観ストリーム"）。

コンテンツストリームは、任意の指定されたフィルタを用いて解読した後に、PDFの構文規則に従って解釈されるものと、7.2の「字句規則」を記載しましたこれは、オペランドと演算子を表すPDFオブジェクトで構成されています。オペレータが必要とするオペランドは、ストリームでそれに先行するものとします。コンテンツストリームの、例えば、7.4の「フィルタ」を実施例4を参照のこと。

JavaScriptnameツリー（オプション; PDF 1.3）ドキュメントレベルのJavaScriptアクションにAの名前ツリーマッピング名の文字列を（12.6.4.16、「JavaScriptのアクション」を参照）。

Pagesnameツリー（オプション; PDF 1.3）名前ツリーマッピング名の文字列インタラクティブフォームで使用するための可視ページへ（12.7.6、「名前付きページ」を参照してください）。

Templatesnameツリー（オプション; PDF 1.3）対話的な形での使用には見えない（テンプレート）のページへの名前ツリーマッピング名の文字列（12.7.6、「名前付きページ」を参照してください）。

IDSnameツリー（オプション; PDF 1.3）のWebキャプチャコンテンツセットにデジタル識別子をマッピング名ツリー（14.10.4、「コンテンツセット」を参照）。

URLSnameツリー（オプション; PDF 1.3）名前ツリーマッピングユニフォームリソースロケータ（URL）のWebキャプチャコンテンツセットに（14.10.4、「コンテンツセット」を参照）。

EmbeddedFilesnameツリー（オプション; PDF 1.4）埋め込みファイルストリームのファイル仕様にAの名前ツリーマッピング名の文字列（7.11.4を参照してください、「埋め込みファイルストリーム」）。

AlternatePresentationsnameツリー（オプション; PDF 1.4）別のプレゼンテーションにAの名前ツリーマッピング名の文字列（13.5、「代替プレゼンテーション」を参照）。

Renditionsnameツリー（オプション; PDF 1.5）（Unicodeエンコーディングを持たなければならない）名前ツリーマッピング名の文字列を演出オブジェクトへ（13.2.3、「レンディション」を参照してください）。

表31  - 名辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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An operator is a PDF keyword specifying some action that shall be performed, such as painting a graphical 
shape on the page. An operator keyword shall be distinguished from a name object by the absence of an initial 
SOLIDUS character (2Fh) (/ ). Operators shall be meaningful only inside a content stream. 

NOTE 1 This postfix notation, in which an operator is preceded by its operands, is superficially the same as in the 
PostScript language. However, PDF has no concept of an operand stack as PostScript has. 

In PDF, all of the operands needed by an operator shall immediately precede that operator. Operators do not 
return results, and operands shall not be left over when an operator finishes execution. 

NOTE 2 Most operators have to do with painting graphical elements on the page or with specifying parameters that 
affect subsequent painting operations. The individual operators are described in the clauses devoted to their 
functions:  
 
Clause 8, "Graphics" describes operators that paint general graphics, such as filled areas, strokes, and 
sampled images, and that specify device-independent graphical parameters, such as colour.  
 
Clause 9, "Text" describes operators that paint text using character glyphs defined in fonts.  
 
Clause 10, "Rendering" describes operators that specify device-dependent rendering parameters.  
 
Clause 14, "Document Interchange" describes the marked-content operators that associate higher-level logical 
information with objects in the content stream. These operators do not affect the rendered appearance of the 
content; they specify information useful to applications that use PDF for document interchange. 

Ordinarily, when a conforming reader encounters an operator in a content stream that it does not recognize, an 
error shall occur. A pair of compatibility operators, BX and EX (PDF 1.1), shall modify this behaviour (see 
Table 32). These operators shall occur in pairs and may be nested. They bracket a compatibility section, a 
portion of a content stream within which unrecognized operators shall be ignored without error. This 
mechanism enables a conforming writer to use operators defined in later versions of PDF without sacrificing 
compatibility with older applications. It should be used only in cases where ignoring such newer operators is the 
appropriate thing to do. The BX and EX operators are not themselves part of any graphics object (see 8.2, 
"Graphics Objects") or of the graphics state (8.4, "Graphics State"). 

7.8.3 Resource Dictionaries

As stated above, the operands supplied to operators in a content stream shall only be direct objects; indirect 
objects and object references shall not be permitted. In some cases, an operator shall refer to a PDF object 
that is defined outside the content stream, such as a font dictionary or a stream containing image data. This 
shall be accomplished by defining such objects as named resources and referring to them by name from within 
the content stream. 

Named resources shall be meaningful only in the context of a content stream. The scope of a resource name 
shall be local to a particular content stream and shall be unrelated to externally known identifiers for objects 
such as fonts. References from one object outside of content streams to another outside of content streams 
shall be made by means of indirect object references rather than named resources. 

Table 32 –  Compatibility operators  

Operands Operator Description

— BX (PDF 1.1) Begin a compatibility section. Unrecognized operators (along with 
their operands) shall be ignored without error until the balancing EX operator 
is encountered. 

— EX (PDF 1.1) End a compatibility section begun by a balancing BX operator. 
Ignore any unrecognized operands and operators from previous matching 
BX onward.

PDF 32000-1：2008

82©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

オペレータは、ページ上のグラフィカルな図形を描くように、実行されなければならないいくつかのアクションを指定してPDFのキーワードです。オペレータのキーワードは、初期SOLIDUS文字（2Fhを）（/）の不在によって名前のオブジェクトと区別されなければなりません。オペレータはコンテンツだけストリーム内の意味のあるものでなければなりません。

オペレータは、そのオペランドが先行している注1このポストフィックス表記は、表面的にポストスクリプト言語と同じです。しかし、PDFは、PostScriptを持っているとして、オペランドスタックの概念がありません。

PDFには、オペレータが必要とするオペランドのすべてが直ちにその演算子の前にしなければなりません。オペレータは結果を返しませんし、オペレータが実行を終了したときに、オペランドが残されてはなりません。

注2つのほとんどの演算子は、ページ上または後続の塗装作業に影響を与えるパラメータを指定すると、グラフィカル要素を描くとしなければなりません。個々のオペレータは、それらの機能に専念節に記載されている：箇条8、「グラフィックス」は、充填された領域、ストローク、及びサンプリングされた画像のような一般的なグラフィックスを、ペイントオペレータを記述し、それは、色などのデバイス非依存のグラフィックパラメータを、指定します。箇条9は、「テキスト」、ペイントテキストはフォントで定義された文字のグリフを使用していることを演算子について説明します。箇条10は、「レンダリング」は、デバイス依存のレンダリングパラメータを指定する演算子について説明します。 14節、「文書交換は、」コンテンツストリーム内のオブジェクトと関連付けるより高いレベルの論理情報というマーク・コンテンツ演算子について説明します。これらの演算子は、コンテンツのレンダリング表示には影響を与えません。彼らは、文書交換のためにPDFを使用するアプリケーションに有用な情報を指定します。

準拠した読者が、それは認識していないことをコンテンツストリームにオペレータに遭遇した場合通常、エラーが発生するものとします。互換性演算子、BXおよびEX（PDF 1.1）の対は、この動作を変更しなければならない（表32参照します）。これらの演算子はペアで発生するものとし、入れ子にすることができます。これらは互換性のセクション、認識されないオペレータがエラーなし無視するその中のコンテンツストリームの一部を囲みます。このメカニズムは、古いアプリケーションとの互換性を犠牲にすることなく、PDFのそれ以降のバージョンで定義された演算子を使用するために準拠したライターを可能にします。それだけで、このような新しい演算子を無視して行うには適切なものである場合に使用する必要があります。 BXとEX演算子は、それ自体は、グラフィックスオブジェクトの一部ではない（8.2を参照してください、「グラフィックスオブジェクト」）またはグラフィックス状態の（8.4、「グラフィック状態」）。

7.8.3リソース辞書

上述したように、コンテンツストリームにオペレータに供給されるオペランドは、直接オブジェクトでなければなりません。間接的なオブジェクトやオブジェクト参照を許可してはなりません。いくつかのケースでは、オペレータは、フォント辞書や画像データを含むストリームとして、コンテンツストリームの外に定義されているPDFオブジェクトを参照しなければなりません。これは、名前付きリソースなどのオブジェクトを定義し、コンテンツストリームの中から名前によってそれらを参照することで達成されなければなりません。

オペランド演算子説明

-EX（PDF 1.1）のバランスBX演算子で始まっ互換性のセクションを終了します。以降、以前のマッチングBXから認識されないオペランドと演算子を無視します。
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A content stream’s named resources shall be defined by a resource dictionary, which shall enumerate the 
named resources needed by the operators in the content stream and the names by which they can be referred 
to. 

EXAMPLE 1 If a text operator appearing within the content stream needs a certain font, the content stream’s resource 
dictionary can associate the name F42 with the corresponding font dictionary. The text operator can use 
this name to refer to the font. 

A resource dictionary shall be associated with a content stream in one of the following ways: 

• For a content stream that is the value of a page’s Contents entry (or is an element of an array that is the 
value of that entry), the resource dictionary shall be designated by the page dictionary’s Resources or is 
inherited, as described under 7.7.3.4, "Inheritance of Page Attributes," from some ancestor node of the 
page object.

• For other content streams, a conforming writer shall include a Resources entry in the stream's dictionary 
specifying the resource dictionary which contains all the resources used by that content stream. This shall 
apply to content streams that define form XObjects, patterns, Type 3 fonts, and annotation.

• PDF files written obeying earlier versions of PDF may have omitted the Resources entry in all form 
XObjects and Type 3 fonts used on a page. All resources that are referenced from those forms and fonts 
shall be inherited from the resource dictionary of the page on which they are used. This construct is 
obsolete and should not be used by conforming writers.

In the context of a given content stream, the term current resource dictionary refers to the resource dictionary 
associated with the stream in one of the ways described above. 

Each key in a resource dictionary shall be the name of a resource type, as shown in Table 33. The 
corresponding values shall be as follows:

• For resource type ProcSet, the value shall be an array of procedure set names

• For all other resource types, the value shall be a subdictionary. Each key in the subdictionary shall be the 
name of a specific resource, and the corresponding value shall be a PDF object associated with the name. 

Table 33 –  Entries in a resource dictionary  

Key Type Value

ExtGState dictionary (Optional) A dictionary that maps resource names to graphics state 
parameter dictionaries (see 8.4.5, "Graphics State Parameter 
Dictionaries"). 

ColorSpace dictionary (Optional) A dictionary that maps each resource name to either the 
name of a device-dependent colour space or an array describing a 
colour space (see 8.6, "Colour Spaces"). 

Pattern dictionary (Optional) A dictionary that maps resource names to pattern objects 
(see 8.7, "Patterns"). 

Shading dictionary (Optional; PDF 1.3) A dictionary that maps resource names to shading 
dictionaries (see 8.7.4.3, "Shading Dictionaries"). 

XObject dictionary (Optional) A dictionary that maps resource names to external objects 
(see 8.8, "External Objects"). 

Font dictionary (Optional) A dictionary that maps resource names to font dictionaries 
(see clause 9, "Text"). 

ProcSet array (Optional) An array of predefined procedure set names (see 14.2, 
"Procedure Sets"). 
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コンテンツストリームの名前のリソースは、彼らが呼ぶことができることにより、コンテンツストリームの演算子と名前が必要とするという名前のリソースを列挙しなければならないリソースディクショナリで定義されなければなりません。

【実施例1コンテンツストリーム内に現れるテキストオペレータは、特定のフォントが必要な場合は、コンテンツストリームのリソースディクショナリには、対応するフォント辞書で名前のF42を関連付けることができます。テキストオペレータは、フォントを参照するために、この名前を使用することができます。

•7.7の下で説明するように、ページの内容エントリの値（またはそのエントリの値である配列の要素である）であるコンテンツストリームの場合、リソースディクショナリは、ページ辞書のリソースによって指名するか、継承されています.3.4、ページオブジェクトのいくつかの祖先ノードから「ページの継承は、属性」。

•他のコンテンツストリームの場合、準拠ライターはそのコンテンツストリームで使用されるすべてのリソースを含むリソースディクショナリを指定して、ストリームの辞書内のリソースのエントリーを含まなければなりません。これは、フォームのXObjects、パターン、Type 3フォント、および注釈を定義するコンテンツストリームに適用しなければなりません。

•PDFの以前のバージョンに従う書かれたPDFファイルは、すべてのフォームXObjects内のリソースのエントリを省略し、ページ上で使用される3フォントを入力している可能性があります。それらのフォームやフォントから参照されているすべてのリソースは、それらが使用されているページのリソースディクショナリから継承されなければなりません。この構築物は廃止され、作家の準拠により、使用すべきではありません。

所与のコンテンツストリームの文脈において、用語現在のリソースディクショナリは、上述のいずれかの方法で、ストリームに関連付けられたリソースディクショナリを指します。

表33に示すように、リソースディクショナリ内の各キーは、次のように対応する値がなければならない、リソースタイプの名前でなければなりません。

•リソースタイプProcSetの場合、値は手続きのセット名の配列でなければなりません

•その他のすべてのリソースタイプの場合、値はサブディクショナリでなければなりません。サブディクショナリの各キーは、特定のリソースの名前でなければならない、とそれに対応する値が名前に関連付けられたPDFのオブジェクトでなければなりません。

キータイプ値

ExtGStatedictionary（オプション）グラフィック状態パラメータ辞書にリソース名をマッピングした辞書（8.4.5、「グラフィック状態パラメータ辞書」を参照してください）。

ColorSpacedictionary（任意）デバイス依存色空間や色空間を記述するアレイの名前のいずれかに各リソース名をマップする辞書（8.6、「色空間」を参照）。

Patterndictionary（オプション）パターンオブジェクトにリソース名をマッピングした辞書（8.7、「パターン」を参照してください）。

Shadingdictionary（オプション; PDF 1.3）の辞書を遮光するリソース名をマッピングした辞書（「シェーディング辞書」、8.7.4.3を参照してください）。

XObjectdictionary（オプション）外部オブジェクトにリソース名をマッピングした辞書（8.8を参照してください、「外部オブジェクト」）。

Fontdictionary（オプション）フォント辞書にリソース名をマッピングした辞書（節9、「テキスト」を参照してください）。

ProcSetarray（オプション）事前に定義された手順のセット名の配列（14.2、「プロシージャのセット」を参照）。
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EXAMPLE 2 The following shows a resource dictionary containing procedure sets, fonts, and external objects. The 
procedure sets are specified by an array, as described in 14.2, "Procedure Sets". The fonts are specified 
with a subdictionary associating the names F5, F6, F7, and F8 with objects 6, 8, 10, and 12, respectively. 
Likewise, the XObject subdictionary associates the names Im1 and Im2 with objects 13 and 15, 
respectively. 
 
<</ProcSet [ /PDF /ImageB ] 

/Font << /F5 6 0 R 
 /F6 8 0 R 
/F7 10 0 R 
/F8 12 0 R 

 >> 
 /XObject << /Im1 13 0 R 

/Im2 15 0 R 
>> 

>>

7.9 Common Data Structures

7.9.1 General

As mentioned at the beginning of this clause, there are some general-purpose data structures that are built 
from the basic object types described in 7.3, "Objects," and are used in many places throughout PDF. This sub-
clause describes data structures for text strings, dates, rectangles, name trees, and number trees. More 
complex data structures are described in 7.10, "Functions," and 7.11, "File Specifications."

All of these data structures are meaningful only as part of the document hierarchy; they may not appear within 
content streams. In particular, the special conventions for interpreting the values of string objects apply only to 
strings outside content streams. An entirely different convention is used within content streams for using strings 
to select sequences of glyphs to be painted on the page (see clause 9, "Text"). Table 34 summarizes the basic 
and higher-level data types that are used throughout this standard to describe the values of dictionary entries 
and other PDF data values. 

Properties dictionary (Optional; PDF 1.2) A dictionary that maps resource names to property 
list dictionaries for marked content (see 14.6.2, "Property Lists"). 

Table 34 –  PDF data types  

Type Description Sub-Clause

ASCII string Bytes containing ASCII characters 7.9.2 
7.9.2.4

array Array object 7.3.6

boolean Boolean value 7.3.2

byte string A series of bytes that shall represent 
characters or other binary data. If such 
a type represents characters, the 
encoding shall be determined by the 
context.

7.9.2

date Date (ASCII string) 7.9.4

dictionary Dictionary object 7.3.7

file specification File specification (string or dictionary) 7.11

Table 33 –  Entries in a resource dictionary  (continued)

Key Type Value
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例2次の手順を示しセット、フォント、および外部オブジェクトを含むリソースディクショナリ。 14.2、「プロシージャ・セット」に記載の手順セットは、配列によって指定されます。フォントは、それぞれのオブジェクト6、8、10、12、と名前F5、F6、F7およびF8を関連付ける副辞書で指定されています。同様に、副辞書のXObject関連付けオブジェクトそれぞれ13と15との名称Im1をとIm2を。 << / ProcSet [/ PDF / ImageB] /フォント<< / F5 6 0 R / F6 8 0 R / F7 10 0 R / F8 12 0 R >> / <<のXObject / Im1を13 0 R / Im2を15 0 R >> >>

7.9一般的なデータ構造

7.9.1一般的な

この句の冒頭で述べたように、「オブジェクト」7.3、に記載されている基本的なオブジェクトタイプから構築されており、PDFの多くの場所で使用されるいくつかの汎用的なデータ構造があります。このサブ句は、テキスト文字列、日付、長方形、名前の木、および番号の木のためのデータ構造を説明しています。より複雑なデータ構造は7.10、「機能」、および7.11に記載されている「ファイル仕様。」

これらのデータ構造のすべてが唯一のドキュメント階層の一部として意味があります。彼らは、コンテンツのストリーム内に表示されない場合があります。具体的には、文字列オブジェクトの値を解釈するための特別な規則は、コンテンツのストリーム外の文字列にのみ適用されます。全く別の大会には、（節9、「テキスト」を参照）ページに塗装されるグリフの配列を選択した文字列を使用するためのコンテンツのストリーム内で使用されます。表34は、辞書エントリおよび他のPDFデータ値の値を記述するために、この規格の全体にわたって使用される基本的な、より高いレベルのデータ・タイプをまとめたものです。

Propertiesdictionary（オプション; PDF 1.2）マークされたコンテンツのプロパティリスト辞書にリソース名をマッピングした辞書（14.6.2、「プロパティリスト」を参照してください）。

タイプ説明サブ句

含むASCII文字7.9.2 7.9.2.4をバイトのASCII文字列

アレイ配列オブジェクト7.3.6

ブールブール値7.3.2

文字または他のバイナリデータを表すものとバイトのバイト列Aシリーズ。このようなタイプの文字を表す場合、符号化は、コンテキストによって決定されなければなりません。

7.9.2

日付日付（ASCII文字列）7.9.4

辞書辞書オブジェクト7.3.7

ファイル仕様ファイル仕様（文字列または辞書）7.11

表33  - リソースの辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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7.9.2 String Object Types

7.9.2.1 General

PDF supports one fundamental string object (see 7.3.4, "String Objects"). The string object shall be further 
qualified as a text string, a PDFDocEncoded string, ASCII string, or byte string. The further qualification reflects 
the encoding used to represent the characters or glyphs described by the string. 

Table 35 summarizes the string object types that represent data encoded using specific conventions.

function Function (dictionary or stream) 7.10

integer Integer number

name Name object 7.3.5

name tree Name tree (dictionary) 7.9.6

null Null object 7.3.9

number Number (integer or real)

number tree Number tree (dictionary) 7.9.7

PDFDocEncoded string Bytes containing a string that shall be 
encoded using PDFDocEncoding

7.9.2

rectangle Rectangle (array) 7.9.5

stream Stream object 7.3.8

string Any string that is not a text string.
Beginning with PDF 1.7, this type is 
further qualified as the types: 
PDFDocEncoded string, ASCII string, 
and byte string.

7.9.2

text string Bytes that represent characters that 
shall be encoded using either 
PDFDocEncoding or UTF-16BE with a 
leading byte-order marker (as defined 
in “Text String Type” on page 86.)

7.9.2.2 
7.9.2

text stream Text stream 7.9.3

Table 35 –  String Object Types  

Type Description

text string Shall be used for human-readable text, such as text 
annotations, bookmark names, article names, and 
document information. These strings shall be encoded 
using either PDFDocEncoding or UTF-16BE with a 
leading byte-order marker. 
This type is described in 7.9.2.2, "Text String Type." 

PDFDocEncoded string Shall be used for characters and glyphs that are 
represented in a single byte, using PDFDocEncoding. 
This type is described in 7.9.2.3, "PDFDocEncoded String 
Type." 

Table 34 –  PDF data types  (continued)

Type Description Sub-Clause
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7.9.2文字列オブジェクトの種類

7.9.2.1一般的な

PDFをサポートするものの基本的な文字列オブジェクト（7.3.4、「文字列オブジェクト」を参照してください）。文字列オブジェクトは、テキスト文字列、PDFDocEncoded文字列、ASCII文字列、またはバイト文字列として、さらに修飾しなければなりません。さらに資格は、文字列によって記述文字又はグリフを表すために使用される符号化を反映しています。

表35は、特定の規則を使用して符号化データを表す文字列オブジェクトのタイプをまとめたものです。

ファンクション機能（辞書またはストリーム）7.10

整数整数

名前Nameオブジェクト7.3.5

名前ツリー名ツリー（辞書）7.9.6

ヌルヌルオブジェクト7.3.9

数数値（整数または実数）

数ツリー番号ツリー（辞書）7.9.7

PDFDocEncoding7.9.2を使用してエンコードされなければならない文字列を含む文字列PDFDocEncodedバイト

長方形長方形（アレイ）7.9.5

ストリームStreamオブジェクト7.3.8

PDFDocEncoded文字列、ASCII文字列、およびバイト文字列：文字列は、PDF 1.7のテキストstring.Beginningではない任意の文字列が、このタイプは、タイプとして、さらに修飾されています。

7.9.2

（86ページの「テキスト文字列タイプ」で定義されている）をリードバイトオーダーマーカーでPDFDocEncodingまたはUTF-16BEのいずれかを使用してエンコードされなければならない文字を表すテキスト文字列のバイト数

7.9.2.2 7.9.2

テキストストリームテキストストリーム7.9.3

タイプ説明

テキスト文字列は、テキスト注釈、ブックマーク名、商品名、及び文書情報として、人間が読み取り可能なテキストのために使用しなければなりません。これらの文字列は、主要なバイト順マーカーでPDFDocEncodingまたはUTF-16BEのいずれかを使用してエンコードされなければなりません。このタイプは「テキスト文字列を入力します。」、7.9.2.2に記述されています

PDFDocEncoded stringShallはPDFDocEncodingを使用して、単一のバイトで表現された文字とグリフのために使用されます。このタイプは、7.9.2.3で説明され、「文字列型PDFDocEncoded。」

表34  -  PDFデータタイプ（続き）

タイプ説明サブ句
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The string types described in Table 35 specify increasingly specific encoding schemes, as shown in Figure 7. 

Figure 7 –  Relationship between string types

7.9.2.2 Text String Type 

The text string type shall be used for character strings that contain information intended to be human-readable, 
such as text annotations, bookmark names, article names, document information, and so forth. 

NOTE 1 Text string type is a subtype of string type and represents data encoded using specific conventions.

The text string type shall be used for character strings that shall be encoded in either PDFDocEncoding or the 
UTF-16BE Unicode character encoding scheme. PDFDocEncoding can encode all of the ISO Latin 1 
character set and is documented in Annex D. UTF-16BE can encode all Unicode characters. UTF-16BE and 
Unicode character encoding are described in the Unicode Standard by the Unicode Consortium (see the 
Bibliography). 

NOTE 2 PDFDocEncoding does not support all Unicode characters whereas UTF-16BE does.

For text strings encoded in Unicode, the first two bytes shall be 254 followed by 255. These two bytes represent 
the Unicode byte order marker, U+FEFF, indicating that the string is encoded in the UTF-16BE (big-endian) 
encoding scheme specified in the Unicode standard. 

NOTE 3 This mechanism precludes beginning a string using PDFDocEncoding with the two characters thorn 
ydieresis, which is unlikely to be a meaningful beginning of a word or phrase.

Conforming readers that process PDF files containing Unicode text strings shall be prepared to handle 
supplementary characters; that is, characters requiring more than two bytes to represent.

An escape sequence may appear anywhere in a Unicode text string to indicate the language in which 
subsequent text shall be written.

ASCII string Shall be used for characters that are represented in a 
single byte using ASCII encoding. 

byte string Shall be used for binary data represented as a series of 
bytes, where each byte can be any value representable in 
8 bits. The string may represent characters but the 
encoding is not known. The bytes of the string need not 
represent characters. This type shall be used for data 
such as MD5 hash values, signature certificates, and Web 
Capture identification values. 
This type is described in 7.9.2.4, "Byte String Type." 

Table 35 –  String Object Types  (continued)

Type Description

PDFDocEncoded 
string

string types 

text string

UTF-16BE encoded string with 
a leading byte order marker

ASCII string byte string

PDF 32000-1：2008

86©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

図7に示すように、表35に記載の文字列型は、ますます、特定の符号化方式を指定します。

図7  - 文字列型との関係

情報が含まれている文字列のために使用しなければならないテキスト文字列型は、人間が読めるように等々テキスト注釈、ブックマーク名、商品名、文書情報、およびなど、あることを意図し。

注記1テキスト文字列型は文字列型のサブタイプであり、データは、特定の規則を使用して符号化表します。

UTF-16BEがないのに対し、注2 PDFDocEncodingは、すべてのUnicode文字をサポートしていません。

テキスト文字列は、Unicodeでエンコードされたため、最初の2つのバイト254は、スキームをコードするこれらの2バイト文字列がUTF-16BE（ビッグエンディアン）で符号化されていることを示す、Unicodeのバイト順マーカー、U + FEFFを表し255によって従わなければなりませんUnicode標準で指定されました。

単語や語句の意味の始まりになることはほとんどありませんydieresisとげの2つの文字でPDFDocEncodingを使用して文字列、開始注3このメカニズムを排除します。

Unicodeテキスト文字列を含むプロセスPDFファイルは、補助文字を処理するために準備されなければならないことを読者に準拠しました。すなわち、以上の2つのバイトを必要とする文字を表現します。

エスケープシーケンスは、後続のテキストが書かれなければならない言語を示すために、どこにでもUnicodeテキスト文字列で表示されることがあります。

バイト列は、各バイトが8ビットの任意の値を表現することができる一連のバイトとして表されるバイナリデータのために使用されなければなりません。文字列は、文字を表すことができるが、エンコードが知られていません。文字列の必要性のバイトではなく文字を表します。このタイプは、MD5ハッシュ値、署名証明書、およびWebキャプチャ識別値などのデータのために使用しなければなりません。このタイプは、「文字列型のバイト。」、7.9.2.4に記述されています

表35  -  Stringオブジェクトタイプ（続き）

タイプ説明

PDFDocEncoded文字列

テキスト文字列

UTF-16BEは、主要なバイトオーダーマーカーで文字列をエンコード

ASCII文字列バイト文字列
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NOTE 4 This is useful when the language cannot be determined from the character codes used in the text. 

The escape sequence shall consist of the following elements, in order: 

a) The Unicode value U+001B (that is, the byte sequence 0 followed by 27). 

b) A 2- byte ISO 639 language code.

EXAMPLE en for English or ja for Japanese encoded as ASCII characters. 

c) (Optional) A 2-byte ISO 3166 country code.

EXAMPLE US for the United States or JP for Japan. 

d) The Unicode value U+001B. 

NOTE 5 The complete list of codes defined by ISO 639 and ISO 3166 can be obtained from the International 
Organization for Standardization (see the Bibliography). 

7.9.2.3 PDFDocEncoded String Type

A PDFDocEncoded string is a character string in which the characters shall be represented in a single byte 
using PDFDocEncoding. 

NOTE PDFDocEncoding does not support all Unicode characters whereas UTF-16BE does. 

7.9.2.4 Byte String Type

The byte string type shall be used for binary data that shall be represented as a series of bytes, where each 
byte may be any value representable in 8 bits. Byte string type is a subtype of string type.

NOTE The string may represent characters but the encoding is not known. The bytes of the string may not represent 
characters. 

7.9.3 Text Streams

A text stream (PDF 1.5) shall be a PDF stream object (7.3.8, "Stream Objects") whose unencoded bytes shall 
meet the same requirements as a text string (7.9.2.2, "Text String Type") with respect to encoding, byte order, 
and lead bytes.

7.9.4 Dates

Date values used in a PDF shall conform to a standard date format, which closely follows that of the 
international standard ASN.1 (Abstract Syntax Notation One), defined in ISO/IEC 8824. A date shall be a text 
string of the form 

( D : YYYYMMDDHHmmSSOHH ' mm  )

where:

YYYY shall be the year 

MM shall be the month (01–12)

DD shall be the day (01–31) 

HH shall be the hour (00–23) 
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エスケープシーケンスは順番に、次の要素で構成されなければなりません：

a）は、Unicode値U + 001B（すなわち、27に続くバイト列0）。

B）A 2バイトISO 639言語コード。

C）（オプション）A 2バイトのISO 3166国コード。

7.9.2.3 PDFDocEncoded文字列タイプ

7.9.2.4バイト文字列タイプ

バイト列型は、各バイトが8ビットの任意の値を表現することができる一連のバイトとして表されるものとするバイナリデータのために使用されなければなりません。バイト文字列型は文字列型のサブタイプです。

7.9.3テキストストリーム

テキストストリーム（PDF 1.5）PDFストリームオブジェクトでなければならない（7.3.8、「ストリームオブジェクト」）は、その符号化されていないバイトエンコーディングに対してテキスト文字列（7.9.2.2、「テキスト文字列型」）と同じ要件を満たさなければなりません、バイト順、およびリードバイト。

7.9.4日付

PDFで使用される日付値は密接に、フォームのテキスト文字列でなければならISO / IEC 8824. A日付で定義された国際標準ASN.1（抽象構文記法1）のように次の標準の日付形式に適合しなければなりません

（D：YYYYMMDDHHmmSSOHH 'MM）

どこ：

MMは月でなければならない（01-12）
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mm shall be the minute (00–59) 

SS shall be the second (00–59) 

O shall be the relationship of local time to Universal Time (UT), and shall be denoted by one of the 
characters PLUS SIGN (U+002B) (+), HYPHEN-MINUS (U+002D) (-), or LATIN CAPITAL LETTER Z 
(U+005A) (Z) (see below) 

HH followed by APOSTROPHE (U+0027) (') shall be the absolute value of the offset from UT in hours 
(00–23) 

mm shall be the absolute value of the offset from UT in minutes (00–59) 

The prefix D: shall be present, the year field (YYYY) shall be present and all other fields may be present but 
only if all of their preceding fields are also present. The APOSTROPHE following the hour offset field (HH) shall 
only be present if the HH field is present. The minute offset field (mm) shall only be present if the 
APOSTROPHE following the hour offset field (HH) is present. The default values for MM and DD shall be both 
01; all other numerical fields shall default to zero values. A PLUS SIGN as the value of the O field signifies that 
local time is later than UT, a HYPHEN-MINUS signifies that local time is earlier than UT, and the LATIN 
CAPITAL LETTER Z signifies that local time is equal to UT. If no UT information is specified, the relationship of 
the specified time to UT shall be considered to be GMT. Regardless of whether the time zone is specified, the 
rest of the date shall be specified in local time. 

EXAMPLE For example, December 23, 1998, at 7:52 PM, U.S. Pacific Standard Time, is represented by the string 
D : 199812231952 - 08 ' 00  

7.9.5 Rectangles

Rectangles are used to describe locations on a page and bounding boxes for a variety of objects. A rectangle 
shall be written as an array of four numbers giving the coordinates of a pair of diagonally opposite corners. 

NOTE Although rectangles are conventionally specified by their lower-left and upper-right corners, it is acceptable to 
specify any two diagonally opposite corners. Applications that process PDF should be prepared to normalize 
such rectangles in situations where specific corners are required.  
 
Typically, the array takes the form  
 
[ llx lly urx ury ] 
 
specifying the lower-left x, lower-left y, upper-right x, and upper-right y coordinates of the rectangle, in that 
order. The other two corners of the rectangle are then assumed to have coordinates (llx, ury) and (urx, lly). 

7.9.6 Name Trees

A name tree serves a similar purpose to a dictionary—associating keys and values—but by different means. A 
name tree differs from a dictionary in the following important ways: 

• Unlike the keys in a dictionary, which are name objects, those in a name tree are strings. 

• The keys are ordered. 

• The values associated with the keys may be objects of any type. Stream objects shall be specified by 
indirect object references (7.3.8, "Stream Objects"). The dictionary, array, and string objects should be 
specified by indirect object references, and other PDF objects (nulls, numbers, booleans, and names) 
should be specified as direct objects.

• The data structure can represent an arbitrarily large collection of key-value pairs, which can be looked up 
efficiently without requiring the entire data structure to be read from the PDF file. (In contrast, a dictionary 
can be subject to an implementation limit on the number of entries it can contain.) 
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Oは、世界時（UT）にローカル時間の関係でなければならない、と文字PLUS SIGN（U + 002B）（+）、ハイフンマイナス（U + 002D）のいずれかで表さなければならない（ - ）、またはLATIN CAPITAL LETTER Z（U + 005A）（Z）（下記参照）

接頭辞D：存在しなければならない、年フィールド（YYYY）が存在しなければならないし、他のすべてのフィールドが存在することができるが、その前のすべてのフィールドも存在している場合にのみ。 HHフィールドが存在する場合は時間オフセットフィールド（HH）以下のアポストロフィだけ存在しなければなりません。時間オフセットフィールドに続くアポストロフィ（HH）が存在する場合には分オフセットフィールド（mm）が唯一存在しなければなりません。 MMとDDのデフォルト値は両方とも01でなければなりません。他のすべての数値フィールドがゼロ値をデフォルトとするものとします。ローカル時刻がUTよりなることOフィールドが意味の値としてプラス記号が、現地時間は、UTに等しいローカル時刻がUTよりも前であることをハイフンマイナス意味し、LATIN CAPITAL LETTERのZが意味あること。何UT情報が指定されていない場合、UTに指定された時間の関係がGMTであることを考慮しなければなりません。かかわらず、タイムゾーンが指定されているかどうかの、日の残りは現地時間で指定されなければなりません。

例えば実施例7：52 PMで、1998年12月23日、米国太平洋標準時間は、列Dで表される：199812231952から08 "00

7.9.5長方形

長方形は、従来、それらの左下と右上の角で指定されているが注、任意の2つの対角を指定することが許容されます。プロセスのPDFは、特定の角が必要とされている状況で、このような四角形を正規化するために準備されるべきであるとするアプリケーション。典型的には、アレイの形式をとる[LLX LLY URXユリィ]そのために、左下X、左下Y、右上X、及び矩形の右上のY座標を指定します。矩形の他の二つの隅部は、次に（LLY、URX）座標（LLX、ユリィ）とを有するものとします。

7.9.6名前木

•名前のオブジェクトである辞書のキーとは異なり、名前ツリー内のものは文字列です。

•キーに関連付けられた値は、任意のタイプのオブジェクトであってもよいです。ストリームオブジェクトは、間接的なオブジェクト参照で指定されなければならない（7.3.8、「ストリームオブジェクト」）。辞書、配列、および文字列オブジェクトは、間接的なオブジェクト参照で指定する必要があり、かつ他のPDFオブジェクト（ヌル、数字、ブール値、および名前が）直接オブジェクトとして指定する必要があります。

•データ構造は、PDFファイルから読み出されるデータ構造全体を必要とせずに効率的に調べることができるキーと値のペアの任意の大規模なコレクションを表すことができます。 （対照的に、辞書は、それが含有することができるエントリの数に実装制限を受けることができます。）
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A name tree shall be constructed of nodes, each of which shall be a dictionary object. Table 36 shows the 
entries in a node dictionary. The nodes shall be of three kinds, depending on the specific entries they contain. 
The tree shall always have exactly one root node, which shall contain a single entry: either Kids or Names but 
not both. If the root node has a Names entry, it shall be the only node in the tree. If it has a Kids entry, each of 
the remaining nodes shall be either an intermediate node, that shall contain a Limits entry and a Kids entry, or 
a leaf node, that shall contain a Limits entry and a Names entry. 

The Kids entries in the root and intermediate nodes define the tree’s structure by identifying the immediate 
children of each node. The Names entries in the leaf (or root) nodes shall contain the tree’s keys and their 
associated values, arranged in key-value pairs and shall be sorted lexically in ascending order by key. Shorter 
keys shall appear before longer ones beginning with the same byte sequence. Any encoding of the keys may 
be used as long as it is self-consistent; keys shall be compared for equality on a simple byte-by-byte basis. 

The keys contained within the various nodes’ Names entries shall not overlap; each Names entry shall contain 
a single contiguous range of all the keys in the tree. In a leaf node, the Limits entry shall specify the least and 
greatest keys contained within the node’s Names entry. In an intermediate node, it shall specify the least and 
greatest keys contained within the Names entries of any of that node’s descendants. The value associated with 
a given key can thus be found by walking the tree in order, searching for the leaf node whose Names entry 
contains that key. 

EXAMPLE 1 The following is an abbreviated outline, showing object numbers and nodes, of a name tree that maps the 
names of all the chemical elements, from actinium to zirconium, to their atomic numbers. 
 
Example of a name tree 
1: Root node 

2: Intermediate node: Actinium to Gold 
5: Leaf node: Actinium = 25, … , Astatine = 31 

25: Integer: 89 
… 
31: Integer: 85 

… 
11: Leaf node: Gadolinium = 56, … , Gold = 59 

56: Integer: 64 
… 
59: Integer: 79 

3: Intermediate node: Hafnium to Protactinium 
12: Leaf node: Hafnium = 60, … , Hydrogen = 65 

60: Integer: 72 
… 
65: Integer: 1 

… 

Table 36 –  Entries in a name tree node dictionary  

Key Type Value

Kids array (Root and intermediate nodes only; required in intermediate nodes; present in the 
root node if and only if Names is not present) Shall be an array of indirect 
references to the immediate children of this node. The children may be 
intermediate or leaf nodes. 

Names array (Root and leaf nodes only; required in leaf nodes; present in the root node if and 
only if Kids is not present) Shall be an array of the form 
[ key1 value1 key2 value2 … keyn valuen]

where each keyi shall be a string and the corresponding valuei shall be the object 
associated with that key. The keys shall be sorted in lexical order, as described 
below. 

Limits array (Intermediate and leaf nodes only; required) Shall be an array of two strings, that 
shall specify the (lexically) least and greatest keys included in the Names array of 
a leaf node or in the Names arrays of any leaf nodes that are descendants of an 
intermediate node. 

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved89

PDF 32000-1：2008

名前ツリーは辞書オブジェクトでなければならないそれぞれがノードで構成されなければなりません。表36が示すノード辞書内のエントリ。ノードは、それに含まれる特定のエントリに応じて、3種類のものでなければなりません。キッズや名前ではなく、両方：ツリーは、常に単一のエントリーを含まなければならない、正確に1つのルートノードを、持っているものとします。ルートノードは、名前のエントリを持っている場合、それは、ツリー内の唯一のノードでなければなりません。それは子供のエントリがある場合、残りのノードの各々は、制限エントリおよび名前エントリを含まなければならない制限エントリとキッズ・エントリ、又はリーフノードを含まなければならない中間ノード、のいずれかでなければなりません。

ルートおよび中間ノードにおける子供のエントリは、各ノードの直接の子を識別することによって、木の構造を定義します。リーフ（またはルート）ノード内の名前エントリは、キーと値のペアで配置ツリーのキーと関連する値を含むものとし、キーによって昇順に辞書的にソートされなければなりません。短い鍵は同じバイト列で始まる長いものの前に出頭しなければなりません。キーのいずれかの符号化があれば、自己矛盾である限り使用することができます。キーは、単純なバイト単位で等しいかどうかを比較するものとします。

キーがオーバーラップしてはならない様々なノードの名前エントリ内に含まれます。各名前エントリは、ツリー内のすべてのキーの一つの連続した範囲を含まなければなりません。リーフノードでは、制限エントリは、ノードの名前エントリ内に含まれる最大と最小のキーを指定しなければなりません。中間ノードでは、そのノードの子孫のいずれかの名前エントリ内に含まれる少なくともと最大のキーを指定しなければなりません。指定されたキーに関連付けられた値は、従って、名前エントリそのキーを含むリーフノードを検索順にツリーを歩くことにより求めることができます。

実施例1以下は、すべての化学元素の名前をマップする名前ツリーの、アクチニウムからジルコニウム、それらの原子番号にオブジェクト番号及びノードを示し、略記概要です。ルートノード2：名前ツリー1の例中間ノード：アクチニウムゴールド5：葉ノード：アクチニウム= 25、...、アスタチン= 31 25：整数：89 ... 31：整数：85 ... 11：リーフノード：ガドリニウム= 56、...、金= 59 56：整数：64 ... 59：整数：79 3：中間ノード：ハフニウムプロトアクチニウム12：葉ノード：ハフニウム= 60、...、水素= 65 60：整数：72 ... 65：整数： 1 ...

キータイプ値

フォームの配列でなければならない[キー1値1 KEY2値2 ... keyn ValueNの（;リーフノードで必要であれば、ルートノードに存在し、子供が存在しない場合にのみ、ルート及びリーフノードのみ）Namesarray

各KEYIは文字列でなければならないと対応valueiは、そのキーに関連付けられているオブジェクトでなければならない場合。以下に説明するように、キーは、辞書順にソートされなければなりません。

Limitsarray（中間体とリーフノードのみ、必要な）葉ノードの名前配列または子孫である任意のリーフノードの名前配列に含まれる（字句）最小と最大のキーを指定しなければならないという、二つの文字列の配列でなければなりません中間ノードの。
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19: Leaf node: Palladium = 92, … , Protactinium = 100 
92: Integer: 46 
… 
100:Integer: 91 

4: Intermediate node: Radium to Zirconium 
20: Leaf node: Radium = 101, … , Ruthenium = 107 

101:Integer: 89 
… 
107:Integer: 85 

… 
24: Leaf node: Xenon = 129, … , Zirconium = 133 

129:Integer: 54 
… 
133:Integer: 40

EXAMPLE 2 The following shows the representation of this tree in a PDF file 
 
1 0 obj 

<<  /Kids  [  2 0 R % Root node 
3 0 R 
4 0 R 

 ] 
>> 

endobj 
 
2 0 obj 

<< /Limits [ ( Actinium ) ( Gold ) ] % Intermediate node 
  /Kids  [ 5 0 R 

   6 0 R 
   7 0 R 
   8 0 R 
   9 0 R 
   10 0 R 
   11 0 R 
  ] 

>> 
endobj 
 
3 0 obj 

<< /Limits [ ( Hafnium ) ( Protactinium ) ] % Intermediate node 
  /Kids  [ 12 0 R 

   13 0 R 
   14 0 R 
   15 0 R 
   16 0 R 
   17 0 R 
   18 0 R 
   19 0 R 
  ] 

>> 
endobj 
4 0 obj 

<< /Limits [ ( Radium ) ( Zirconium ) ] % Intermediate node 
  /Kids  [ 20 0 R 

   21 0 R 
   22 0 R 
   23 0 R 
   24 0 R 
  ] 

>> 
endobj 
 
5 0 obj 

<< /Limits [ ( Actinium ) ( Astatine ) ] % Leaf node 
  /Names [  ( Actinium ) 25 0 R 
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19：リーフノード：パラジウム= 92、...、プロトアクチニウム= 100 92：整数：46 ... 100：整数：91 4：中間ノード：ラジウムジルコニウム20：葉ノード：ラジウム= 101、...、ルテニウム= 107 101：整数89 ... 107：整数：85 ... 24：葉ノード：キセノン= 129、...、ジルコニウム= 133 129：整数：54 ... 133：整数：40
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  ( Aluminum ) 26 0 R 
  ( Americium ) 27 0 R 
  ( Antimony ) 28 0 R 
  ( Argon ) 29 0 R 
  ( Arsenic ) 30 0 R 
  ( Astatine ) 31 0 R 

   ] 
>> 

endobj 
 
… 
 
24 0 obj 

<< /Limits [ ( Xenon ) ( Zirconium ) ] % Leaf node 
  /Names [  ( Xenon ) 129 0 R 

  ( Ytterbium ) 130 0 R 
  ( Yttrium ) 131 0 R 
  ( Zinc ) 132 0 R 
  ( Zirconium ) 133 0 R 

   ] 
>> 

endobj 
 
25 0 obj 

89 % Atomic number (Actinium) 
endobj 
 
… 
 
133 0 obj 

40 % Atomic number (Zirconium) 
endobj

7.9.7 Number Trees

A number tree is similar to a name tree (see 7.9.6, "Name Trees"), except that its keys shall be integers instead 
of strings and shall be sorted in ascending numerical order. The entries in the leaf (or root) nodes containing 
the key-value pairs shall be named Nums instead of Names as in a name tree. Table 37 shows the entries in a 
number tree’s node dictionaries. 

Table 37 –  Entries in a number tree node dictionary  

Key Type Value

Kids array (Root and intermediate nodes only; required in intermediate nodes; present in the 
root node if and only if Nums is not present) Shall be an array of indirect 
references to the immediate children of this node. The children may be 
intermediate or leaf nodes. 

Nums array (Root and leaf nodes only; shall be required in leaf nodes; present in the root 
node if and only if Kids is not present) Shall be an array of the form 
[ key1 value1 key2 value2 … keyn valuen]

where each keyi is an integer and the corresponding valuei shall be the object 
associated with that key. The keys shall be sorted in numerical order, 
analogously to the arrangement of keys in a name tree as described in 7.9.6, 
"Name Trees." 

Limits array (Shall be present in Intermediate and leaf nodes only) Shall be an array of two 
integers, that shall specify the (numerically) least and greatest keys included in 
the Nums array of a leaf node or in the Nums arrays of any leaf nodes that are 
descendants of an intermediate node. 
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7.9.7数木

数の木は、そのキーが整数の代わりに文字列でなければならず、数値の昇順にソートされなければならないことを除いて、（「名前木」、7.9.6を参照してください）名前ツリーに似ています。キーと値のペアを含む葉（またはルート）のノードのエントリは、名前の木のように名前の代わりにNUMSを命名されなければなりません。表37が示す番号のツリーのノードの辞書内のエントリ。

キータイプ値

Numsarray（ルート及びリーフは、ノード、リーフノードで必要とされなければならない。子供が存在しない場合、ルートノードに存在する場合のみ）形式の配列でなければならない[キー1値1 KEY2値2 ... keyn ValueNの]

ここで、各KEYIは整数であり、対応するvalueiは、そのキーに関連付けられているオブジェクトでなければなりません。 7.9.6に記載のキーは、同様に名前ツリー内のキーの配置に、番号順にソートされなければならない「名前木。」

Limitsarrayは（中間体中に存在するものとし、リーフノードのみ）を指定しなければならない二つの整数の配列でなければならない（数値）以上とリーフノードのNUMS配列または任意のリーフノードのNUMSアレイに含まれる最大のキーその中間ノードの子孫です。
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7.10 Functions

7.10.1 General

PDF is not a programming language, and a PDF file is not a program. However, PDF provides several types of 
function objects (PDF 1.2) that represent parameterized classes of functions, including mathematical formulas 
and sampled representations with arbitrary resolution. 

NOTE 1 Functions may be used in various ways in PDF, including device-dependent rasterization information for high-
quality printing (halftone spot functions and transfer functions), colour transform functions for certain colour 
spaces, and specification of colours as a function of position for smooth shadings. 

Functions in PDF represent static, self-contained numerical transformations. 

NOTE 2 A function to add two numbers has two input values and one output value:  
 

 

 
Similarly, a function that computes the arithmetic and geometric mean of two numbers can be viewed as a 
function of two input values and two output values:  
 

In general, a function can take any number (m) of input values and produce any number (n) of output values: 

In PDF functions, all the input values and all the output values shall be numbers, and functions shall have no 
side effects. 

Each function definition includes a domain, the set of legal values for the input. Some types of functions also 
define a range, the set of legal values for the output. Input values passed to the function shall be clipped to the 
domain, and output values produced by the function shall be clipped to the range. 

EXAMPLE Suppose the following function is defined with a domain of [-1 1 ]. If the function is called with the input 
value 6, that value is replaced with the nearest value in the defined domain, 1, before the function is 
evaluated; the resulting output value is therefore 3.  

 
 
Similarly, if the following function is defined with a range of [ 0 100 ], and if the input values -6 and 4 are 
passed to the function (and are within its domain), then the output value produced by the function, -14, is 
replaced with 0, the nearest value in the defined range.  
 

 

A function object may be a dictionary or a stream, depending on the type of function. The term function 
dictionary is used generically in this sub-clause to refer to either a dictionary object or the dictionary portion of a 
stream object. A function dictionary specifies the function’s representation, the set of attributes that 
parameterize that representation, and the additional data needed by that representation. Four types of 
functions are available, as indicated by the dictionary’s FunctionType entry: 

• (PDF 1.2) A sampled function (type 0) uses a table of sample values to define the function. Various 
techniques are used to interpolate values between the sample values; see 7.10.2, "Type 0 (Sampled) 
Functions."

f x0 x1,( ) x0 x1+=

f x0 x1,( )
x0 x1+

2
----------------- x0 x1×,=

f x0 … xm 1–, ,( ) y0 … yn 1–, ,=

f x( ) x 2+=

f x0 x1,( ) 3 x0× x1+=
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7.10の機能

7.10.1一般的な

PDFは、プログラミング言語ではなく、PDFファイルはプログラムではありません。しかし、PDFは、数式および任意の解像度を有するサンプリングされた表現を含む関数のパラメータ化クラスを表す関数オブジェクト（PDF 1.2）のいくつかのタイプを提供します。

注1つの機能は、高品質印刷（網点機能および伝達関数）のための装置依存ラスタライズ情報を含むPDFで様々な方法で使用することができる、色特定のカラースペースの変換関数、およびのための位置の関数としての色の指定陰影を滑らかに。

PDFの関数は、静的な、自己完結型の数値変換を表します。

 同様に、2つの数値の算術および幾何平均を計算する関数は、2つの入力値と2つの出力値の関数として見ることができます。

一般に、関数は、入力値の任意の数（m）を取得し、出力値の任意の数（n）を生成することができます。

PDF機能では、すべての入力値と、すべての出力値は数字でなければならない、との関数には副作用がありませんもの。

各関数の定義は、ドメイン、入力の正当な値のセットが含まれています。機能のいくつかのタイプはまた、レンジ、出力のための有効な値のセットを定義します。関数に渡された入力値がドメインにクリップしなければならない、そして機能によって生成される出力値が範囲にクリップしなければなりません。

実施例は、以下の機能が[-1 1]のドメインと定義されると仮定する。関数は、入力値が6で呼び出される場合、関数が評価される前に、その値が、定義されたドメイン、1に最も近い値に置き換えられます。結果として得られる出力値は、以下の機能が[0 100]の範囲で定義されている場合、同様従って3であり、入力値-6及び4が関数に渡される（およびそのドメイン内にある）された場合には、出力関数によって生成される値は、-14、0、定義された範囲内の最も近い値に置き換えられます。

関数オブジェクトは、関数の種類に応じて、辞書又はストリームであってもよいです。用語機能辞書は、辞書オブジェクトやストリームオブジェクトの辞書部分のいずれかを参照するために、この副節で一般的に使用されます。機能辞書は、関数の表現、一連の属性を指定するパラメータ化という表現、およびその表現が必要とする追加データという。辞書のFunctionTypeエントリによって示されるような機能の4種類、用意されています。

•（PDF 1.2）サンプリング関数（タイプ0）関数を定義するためにサンプル値のテーブルを使用します。様々な技術は、サンプル値の間の補間値に使用されています。 "0（サンプリング）さ関数を入力してください。"、7.10.2を参照してください

FのX0×1、（）X0、X1 + =

FのX0×1、（）x0x1 + x0x1 2 -----------------×=

F X0 ... xm1-、、（）Y0 ... yn1-、、=

F X（）X2 + =

FのX0×1、（）3x0×X1 + =
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• (PDF 1.3) An exponential interpolation function (type 2) defines a set of coefficients for an exponential 
function; see 7.10.3, "Type 2 (Exponential Interpolation) Functions." 

• (PDF 1.3) A stitching function (type 3) is a combination of other functions, partitioned across a domain; see 
7.10.4, "Type 3 (Stitching) Functions." 

• (PDF 1.3) A PostScript calculator function (type 4) uses operators from the PostScript language to 
describe an arithmetic expression; see 7.10.5, "Type 4 (PostScript Calculator) Functions." 

All function dictionaries shall share the entries listed in Table 38. 

In addition, each type of function dictionary shall include entries appropriate to the particular function type. The 
number of output values can usually be inferred from other attributes of the function; if not (as is always the 
case for type 0 and type 4 functions), the Range entry is required. The dimensionality of the function implied by 
the Domain and Range entries shall be consistent with that implied by other attributes of the function. 

7.10.2 Type 0 (Sampled) Functions

Type 0 functions use a sequence of sample values (contained in a stream) to provide an approximation for 
functions whose domains and ranges are bounded. The samples are organized as an m-dimensional table in 
which each entry has n components. 

NOTE 1 Sampled functions are highly general and offer reasonably accurate representations of arbitrary analytic 
functions at low expense. For example, a 1-input sinusoidal function can be represented over the range 
[ 0 180 ] with an average error of only 1 percent, using just ten samples and linear interpolation. Two-input 
functions require significantly more samples but usually not a prohibitive number if the function does not have 
high frequency variations. 

 There shall be no dimensionality limit of a sampled function except for possible implementation limits.

NOTE 2 The number of samples required to represent functions with high dimensionality multiplies rapidly unless the 
sampling resolution is very low. Also, the process of multilinear interpolation becomes computationally 
intensive if the number of inputs m is greater than 2. The multidimensional spline interpolation is even more 
computationally intensive. 

In addition to the entries in Table 38, a type 0 function dictionary includes those shown in Table 39. 

Table 38 –  Entries common to all function dictionaries  

Key Type Value

FunctionType integer (Required) The function type: 
0  Sampled function 
2  Exponential interpolation function 
3  Stitching function 
4  PostScript calculator function 

Domain array (Required) An array of 2 × m numbers, where m shall be the number 
of input values. For each i from 0 to m − 1, Domain2i shall be less than 
or equal to Domain2i+1 , and the ith input value, xi , shall lie in the 
interval Domain2i ≤ xi ≤ Domain2i+1 . Input values outside the declared 
domain shall be clipped to the nearest boundary value. 

Range array (Required for type 0 and type 4 functions, optional otherwise; see 
below) An array of 2 × n numbers, where n shall be the number of 
output values. For each j from 0 to n − 1, Range2j shall be less than or 
equal to Range2j+1 , and the jth output value, yj  , shall lie in the interval 
Range2j ≤ yj ≤ Range2j+1. Output values outside the declared range 
shall be clipped to the nearest boundary value. If this entry is absent, 
no clipping shall be done. 
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•（PDF 1.3）指数補間関数（タイプ2）は指数関数の係数のセットを定義します。 "2（指数補間）機能を入力してください。"、7.10.3を参照してください

•（PDF 1.3）縫合関数（タイプ3）は、ドメイン全体に分配し、他の機能の組み合わせです。 "3（ステッチ）関数を入力してください。"、7.10.4を参照してください

•（PDF 1.3）AのPostScript電卓機能（タイプ4）の演算式を説明するためにポストスクリプト言語からオペレータを使用します。 "4（PostScriptの電卓）関数を入力してください。"、7.10.5を参照してください

また、機能辞書の各種類は、特定の機能タイプに適切なエントリを含まなければなりません。出力値の数は、通常機能の他の属性から推論することができます。そうでない場合には（常にタイプ0の場合の、図4の関数を入力すると）、範囲エントリが必要です。ドメインとレンジのエントリによって暗黙の関数の次元は、関数の他の属性によって暗示されたものと一致しなければなりません。

7.10.2タイプ0（サンプリングさ）機能

注記1サンプリング機能は非常に一般的であり、低費用で、任意の分析関数の合理的に正確な表現を提供します。例えば、1入力正弦関数はちょうど10個のサンプルと線形補間を使用して、わずか1パーセント、平均誤差と範囲[0 180]上に表現することができます。関数は、高周波変動を有していない場合、2つの入力機能が有意に多くの試料が、通常ではない法外な数を必要とします。

注記2サンプリング分解能が非常に低くない限り迅速に高次元の乗算との機能を表すために必要なサンプルの数。入力Mの数は、多次元スプライン補間をより計算集約的である2よりも大きい場合にも、多重線形補間の方法は計算集約的となります。

表38のエントリに加えて、タイプ0関数辞書は、表39に示したものを含みます。

キータイプ値

Domainarray（必須）mは、入力値の数でなければならない2×m個のアレイ。 0からmまでの各iについて -  1、Domain2i未満又はDomain2i + 1に等しく、i番目の入力値、XIでなければならない、間隔Domain2i≤XI≤Domain2i + 1に存在しなければなりません。宣言したドメイン外の入力値は、最も近い境界値にクリップされなければなりません。

Rangearray; nは出力値の数でなければならない2のアレイ×Nの番号を、（タイプ0のために必要と4機能、オプション別段のタイプは下記参照します）。 0からnまでの各jについて -  1、Range2j未満又はRange2j + 1に等しくなければならない、とj番目の出力値、YJ、間隔Range2j≤YJ≤Range2j + 1に存在しなければなりません。宣言範囲外の出力値は、最も近い境界値にクリップされなければなりません。このエントリが存在しない場合は、クリッピングが行われてはなりません。
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The Domain, Encode, and Size entries determine how the function’s input variable values are mapped into the 
sample table. For example, if Size is [ 21 31 ], the default Encode array shall be [ 0 20 0 30 ], which maps the 
entire domain into the full set of sample table entries. Other values of Encode may be used. 

To explain the relationship between Domain, Encode, Size, Decode, and Range, we use the following 
notation: 

For a given value of x, Interpolate calculates the y value on the line defined by the two points (xmin , ymin ) and 
(xmax , ymax). 

When a sampled function is called, each input value xi , for 0 £ i < m, shall be clipped to the domain: 

That value shall be encoded: 

That value shall be clipped to the size of the sample table in that dimension: 

The encoded input values shall be real numbers, not restricted to integers. Interpolation shall be used to 
determine output values from the nearest surrounding values in the sample table. Each output value rj , for 
0 £ j < n, shall then be decoded: 

Table 39 –  Additional entries specific to a type 0 function dictionary  

Key Type Value

Size array (Required) An array of m positive integers that shall specify the 
number of samples in each input dimension of the sample table. 

BitsPerSample integer (Required) The number of bits that shall represent each sample. (If the 
function has multiple output values, each one shall occupy 
BitsPerSample bits.) Valid values shall be 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, and 
32. 

Order integer (Optional) The order of interpolation between samples. Valid values 
shall be 1 and 3, specifying linear and cubic spline interpolation, 
respectively. Default value: 1. 

Encode array (Optional) An array of 2 × m numbers specifying the linear mapping of 
input values into the domain of the function’s sample table. Default 
value: [ 0 (Size0 − 1) 0 (Size1 − 1) … ]. 

Decode array (Optional) An array of 2 × n numbers specifying the linear mapping of 
sample values into the range appropriate for the function’s output 
values. Default value: same as the value of Range. 

other stream
attributes

(various) (Optional) Other attributes of the stream that shall provide the sample 
values, as appropriate (see Table 5). 

y Interpolate x xmin xmax ymin ymax, , , , )(=

ymin x xmin– )(
ymax ymin–

xmax xmin–
----------------------------×

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

+=

xi′ min max xi Domain2i, )( Domain2i 1+, )(=

ei Interpolate xi′ Domain2i Domain2i 1+ Encode2i Encode2i 1+, , , , )(=

ei′ min max ei 0, )( Sizei 1–, )(=
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ドメイン、エンコード、およびサイズエントリは、関数の入力変数値が試料テーブルにマッピングされる方法を決定します。例えば、サイズは[21 31]である場合、デフォルトエンコード配列は、サンプルテーブルエントリのフルセットにドメイン全体をマッピング[0 20 0 30]、でなければなりません。エンコードの他の値を使用することができます。

ドメイン、エンコード、サイズ、デコード、および範囲との関係を説明するために、我々は、以下の表記を使用します。

xの所与の値に対して、補間は、二つの点（XMIN、YMIN）及び（XMAX、YMAX）によって定義されたライン上のY値を算出します。

サンプリングされた関数が呼び出されると、各入力値Xiは、0£I <mについて、ドメインにクリップしなければなりません。

エンコードされた入力値が実数、整数に制限されないものでなければなりません。補間は、サンプルテーブル内の最も近い周囲の値から出力値を決定するために使用されなければなりません。各出力値RJは、0£jに対して<N、次に復号化されなければなりません。

キータイプ値

BitsPerSampleinteger（必須）各試料を代表するビット数。 （関数は、複数の出力値を有する場合、それぞれは、は、bitsPerSampleビットを占有しなければならない。）有効な値は1、2、4、8、12、16、24、及び32でなければなりません。

Orderinteger（オプション）サンプル間の補間の順番。有効な値は、それぞれ、直鎖状及びキュービックスプライン補間を指定し、1及び3でなければなりません。デフォルト値：1。

他のstreamattributes適宜、サンプル値を提供しなければならないストリームの（任意）（様々な）他の属性（表5参照）。

yInterpolate X XMIN XMAX YMIN YMAX、、、、）（=

yminx xmin-）（YMAX ymin-

xmaxxmin -----------------------------×⎝⎠⎜⎟⎛⎞+ =

xi'min最大XI Domain2i、）（Domain2i1 +、）（=

eiInterpolate XI 'Domain2i Domain2i1 + Encode2i Encode2i1 +、、、、）（=

最大EI 0、）（Sizei1-、）（= ei'min
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Finally, each decoded value shall be clipped to the range: 

Sample data shall be represented as a stream of bytes. The bytes shall constitute a continuous bit stream, with 
the high-order bit of each byte first. Each sample value shall be represented as a sequence of BitsPerSample
bits. Successive values shall be adjacent in the bit stream; there shall be no padding at byte boundaries. 

For a function with multidimensional input (more than one input variable), the sample values in the first 
dimension vary fastest, and the values in the last dimension vary slowest. 

EXAMPLE 1 For a function f (a, b, c), where a, b, and c vary from 0 to 9 in steps of 1, the sample values would appear 
in this order: f (0, 0, 0), f (1, 0, 0), … , f (9, 0, 0), f (0, 1, 0), f (1, 1, 0), … , f (9, 1, 0), f (0, 2, 0), f (1, 2, 0), … , 
f (9, 9, 0), f (0, 0, 1), f (1, 0, 1), and so on. 

For a function with multidimensional output (more than one output value), the values shall be stored in the 
same order as Range. 

The stream data shall be long enough to contain the entire sample array, as indicated by Size, Range, and 
BitsPerSample; see 7.3.8.2, "Stream Extent." 

Example 2 illustrates a sampled function with 4-bit samples in an array containing 21 columns and 31 rows 
(651 values). The function takes two arguments, x and y, in the domain [-1.0 1.0 ], and returns one value, z, in 
that same range. The x argument shall be linearly transformed by the encoding to the domain [ 0 20 ] and the y
argument to the domain [ 0 30 ]. Using bilinear interpolation between sample points, the function computes a 
value for z, which (because BitsPerSample is 4) will be in the range [ 0 15 ], and the decoding transforms z to 
a number in the range [ -1.0 1.0 ] for the result. The sample array shall be stored in a string of 326 bytes, 
calculated as follows (rounded up): 

326 bytes = 31 rows ¥ 21 samples / row ¥ 4 bits / sample ³ 8 bits / byte

The first byte contains the sample for the point (-1.0, -1.0) in the high-order 4 bits and the sample for the point 
(-0.9, -1.0) in the low-order 4 bits. 

EXAMPLE 2 14 0 obj 
<< /FunctionType 0 

  /Domain [-1.0  1.0  -1.0  1.0 ] 
  /Size [ 21 31 ] 
  /Encode [ 0  20  0  30 ] 
  /BitsPerSample 4 
  /Range [ -1.0 1.0 ] 
  /Decode [ -1.0 1.0 ] 
  /Length … 
  /Filter … 

>> 
stream 
… 651 sample values … 
endstream 
endobj

NOTE 3 The Decode entry can be used creatively to increase the accuracy of encoded samples corresponding to 
certain values in the range. 

EXAMPLE 3 If the range of the function is [ -1.0 1.0 ] and BitsPerSample is 4, the usual value of Decode would be 
[ -1.0 1.0 ] and the sample values would be integers in the interval [ 0 15 ] (as shown in Figure 8). But if 
these values are used, the midpoint of the range, 0.0, is not represented exactly by any sample value, 
since it falls halfway between 7 and 8. However, if the Decode array is [ -1.0 +1.1429 ] (1.1429 being 

rj′ Interpolate rj 0 2BitsPerSample 1– Decode2j Decode2j 1+, , , , )(=

yj min max rj′ Range2j, )( Range2j 1+, )(=
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最後に、各復号された値の範囲にクリップしなければなりません。

サンプルデータは、バイトのストリームとして表現されなければなりません。バイトは、最初の各バイトの最上位ビットと、連続的なビットストリームを構成しなければなりません。各サンプル値はBitsPerSamplebitsの配列として表現されなければなりません。連続する値は、ビットストリーム内で隣接しなければなりません。バイト境界でのパディングがあってはなりません。

多次元入力（複数の入力変数）の関数のために、第一次元におけるサンプル値が最も速く変化し、最後の次元の値が最も遅い変化します。

a、bおよびcは1のステップで0から9まで変化関数f（A、B、C）については、実施例1は、サンプル値がこの順序で現れる：F（0、0、0）、fは（1、0、0）、...、F（9、0、0）、F（0、1、0）、F（1、1、0）、...、F（9、1、0）、F（ 0、2、0）、F（1、2、0）、...、F（9,9、0）、F（0、0、1）、F（1、0、1）など。

多次元出力の機能（複数の出力値）のために、値の範囲と同じ順序で格納されなければなりません。

大きさ、範囲、およびは、bitsPerSampleによって示されるように、ストリームデータは、全サンプルのアレイを含むのに十分な長さでなければなりません。 7.3.8.2は、「ストリームのエクステント。」

実施例2は、21列と31行（651の値）を含むアレイに4ビットのサンプルでサンプリングされた機能を示します。関数は、同じ範囲内に、一つの値、Zをドメイン[-1.0 1.0]において、二つの引数xとyをとり、戻ります。直線ドメインに符号化することによって、形質転換されなければならないX引数[0 20]とドメイン[0 30]にyargument。以下のために[-1.0 1.0]サンプル点間の双一次補間を使用して、関数は、zの値を計算し、これは（は、bitsPerSampleが4であるため）の範囲であろう[15：0]、および範囲内の数値に復号変換さz結果。サンプルアレイ（切り上げ）を以下のように計算し、326バイトの文字列に格納されなければなりません。

326バイト= 31行の¥21サンプル/行¥4ビット/サンプル³8ビット/バイト

最初のバイトは、下位4ビットにポイントのポイント（-1.0、-1.0）上位4ビットと、サンプル中のサンプル（-0.9を、-1.0）を含みます。

実施例2 14 0 OBJ << / FunctionType 0 /ドメイン[-1.0 1.0 -1.0 1.0] /サイズ[21 31] /エンコード[0 20 0 30] / 4は、bitsPerSample /範囲[-1.0 1.0] /デコード[-1.0 1.0 ] /長さ... /フィルタ... >>ストリーム... 651のサンプル値... endstream endobj

実施例3If関数の範囲は[-1.0 1.0]であり、は、bitsPerSampleデコードの通常の値は次のようになり、4 [-1.0 1.0]とサンプル値は、区間内の整数であろう[15：0]（図8に示すように）。これらの値が使用される場合デコードアレイは[-1.0 1.1429（1.1429されている場合、それは、しかし、途中7と8の間にあるのでしかし、範囲の中点、0.0は、任意のサンプル値によって正確に表現されていません

rj'Interpolate RJ 0 2BitsPerSample 1 Decode2j Decode2j1 +、、、、）（=

yjmin最大RJ "Range2j、）（Range2j1 +、）（=
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approximately equal to 16 ³ 14) and the sample values supplied are in the interval [ 0 14 ], the effective 
range of [ -1.0 1.0 ] is achieved, and the range value 0.0 is represented by the sample value 7. 

The Size value for an input dimension can be 1, in which case all input values in that dimension shall be 
mapped to the single allowed value. If Size is less than 4, cubic spline interpolation is not possible and Order 3 
shall be ignored if specified. 

Figure 8 –  Mapping with the Decode array

7.10.3 Type 2 (Exponential Interpolation) Functions

Type 2 functions (PDF 1.3) include a set of parameters that define an exponential interpolation of one input 
value and n output values: 

In addition to the entries in Table 38, a type 2 function dictionary shall include those listed in Table 40. 

Values of Domain shall constrain x in such a way that if N is not an integer, all values of x shall be non-
negative, and if N is negative, no value of x shall be zero. Typically, Domain is declared as [ 0.0 1.0 ], and N is 
a positive number. To clip the output to a specified range The Range attribute shall be used. 

NOTE When N is 1, the function performs a linear interpolation between C0 and C1; therefore, the function can also 
be expressed as a sampled function (type 0). 

7.10.4 Type 3 (Stitching) Functions

Type 3 functions (PDF 1.3) define a stitching of the subdomains of several 1-input functions to produce a single 
new 1-input function. Since the resulting stitching function is a 1-input function, the domain is given by a two-
element array, [ Domain0 Domain1 ]. 

Table 40 –  Additional entries specific to a type 2 function dictionary  

Key Type Value

C0 array (Optional) An array of n numbers that shall define the function result when x = 0.0. 
Default value: [ 0.0 ]. 

C1 array (Optional) An array of n numbers that shall define the function result when x = 1.0. 
Default value: [ 1.0 ]. 

N number (Required) The interpolation exponent. Each input value x shall return n values, 
given by yj = C0j + xN × (C1j − C0j ), for 0 ≤ j < n. 
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約16³14）に等しく供給されたサンプル値は、区間[0 14]、達成される[-1.0 1.0]の有効範囲内にあり、レンジ値0.0は、サンプル値7で表されます。

入力次元のサイズ値は、その次元内のすべての入力値が単一の許容値にマッピングされなければならない、その場合に1とすることができます。サイズが4未満の場合、キュービックスプライン補間は不可能であり、指定された場合は受注3は無視されなければなりません。

図8  - デコードアレイとのマッピング

7.10.3タイプ2（指数補間）機能

表38のエントリに加えて、2型関数辞書は、表40に列挙されたものを含むものとします。

ドメインの値はなら拘束X Nが整数でない場合、xのすべての値が非負でなければならない、そしてNが負である場合、xのない値がゼロにはならないようです。一般的に、ドメインは、[0.0 1.0]と宣言され、Nは正の数です。範囲属性を使用しなければならない指定された範囲に出力をクリップします。

Nが1の場合注、関数はC0とC1との間の線形補間を行います。したがって、関数はまた、サンプリング関数（タイプ0）として表すことができます。

7.10.4タイプ3（ステッチ）機能

3機能（PDF 1.3）を入力単一の新しい1入力関数を生成するために、いくつか1入力ファンクションのサブドメインのステッチを定義します。得られたステッチ機能は、1入力機能であるため、ドメインは、2要素アレイ、[domain0のドメイン1]によって与えられます。

キータイプ値

Nnumber（必須）補間指数。 0≤J <nについて、 - 各入力値は、x = YJ C0j + XN×（C0j C1J）によって与えられ、Nの値を返します。
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In addition to the entries in Table 38, a type 3 function dictionary shall include those listed in Table 41. 

Domain shall be of size 2 (that is, m = 1), and Domain0 shall be strictly less than Domain1 unless k = 1. The 
domain shall be partitioned into k subdomains, as indicated by the dictionary’s Bounds entry, which shall be an 
array of k - 1 numbers that obey the following relationships (with exceptions as noted below): 

The Bounds array shall describe a series of half-open intervals, closed on the left and open on the right 
(except the last, which is closed on the right as well). The value of the Functions entry shall be an array of k
functions. The first function shall apply to x values in the first subdomain, Domain0 £ x < Bounds0 ; the second 
function shall apply to x values in the second subdomain, Bounds0 £ x < Bounds1 ; and so on. The last 
function shall apply to x values in the last subdomain, which includes the upper bound: 
Boundsk-2 £ x £ Domain1 . The value of k may be 1, in which case the Bounds array shall be empty and the 
single item in the Functions array shall apply to all x values, Domain0 £ x £ Domain1 . 

The Encode array contains 2 ¥ k numbers. A value x from the ith subdomain shall be encoded as follows: 

for 0 £ i < k. In this equation, Bounds-1 means Domain0 , and Boundsk-1 means Domain1 . If the last bound, 
Boundsk-2, is equal to Domain1 , then x ¢ shall be defined to be Encode2i . 

NOTE The stitching function is designed to make it easy to combine several functions to be used within one shading 
pattern over different parts of the shading’s domain. Shading patterns are discussed in 8.7.4, "Shading 
Patterns". The same effect could be achieved by creating a separate shading dictionary for each of the 
functions, with adjacent domains. However, since each shading would have similar parameters, and because 
the overall effect is one shading, it is more convenient to have a single shading with multiple function 
definitions. Also, type 3 functions provide a general mechanism for inverting the domains of 1-input functions. 

EXAMPLE Consider a function f with a Domain of [ 0.0 1.0 ] and a stitching function g with a Domain of [ 0.0 1.0 ], a 
Functions array containing f, and an Encode array of [ 1.0 0.0 ]. In effect, g (x) = f (1 - x). 

7.10.5 Type 4 (PostScript Calculator) Functions

7.10.5.1 General

A type 4 function (PDF 1.3), also called a PostScript calculator function, shall be represented as a stream 
containing code written in a small subset of the PostScript language. 

Table 41 –  Additional entries specific to a type 3 function dictionary  

Key Type Value

Functions array (Required) An array of k 1-input functions that shall make up the stitching 
function. The output dimensionality of all functions shall be the same, and 
compatible with the value of Range if Range is present. 

Bounds array (Required) An array of k − 1 numbers that, in combination with Domain, shall 
define the intervals to which each function from the Functions array shall apply. 
Bounds elements shall be in order of increasing value, and each value shall be 
within the domain defined by Domain. 

Encode array (Required) An array of 2 × k numbers that, taken in pairs, shall map each 
subset of the domain defined by Domain and the Bounds array to the domain 
of the corresponding function. 

Domain0 Bounds0 Bounds1 … Boundsk 2– Domain1< < < < <

x′ Interpolate x Boundsi 1– Boundsi
· Encode2i Encode2i 1+, , , , )(=
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表38のエントリに加えて、タイプ3の機能辞書は、表41に列挙されたものを含むものとします。

ドメインは（M = 1である）サイズ2でなければならない、とdomain0のは、厳密に小さいドメイン1以上でなければならない場合を除き配列でなければならない辞書の境界エントリによって示されるようにドメインが、k個のサブドメインに分割されなければならない= 1 K、 kの - （下記のように例外を除いて）次の関係に従う1つの番号：

境界配列は、（同様に右側に閉じられている最後を除く）右に左とオープンに閉じ半開区間のシリーズを記述しなければなりません。関数のエントリの値はkfunctionsの配列でなければなりません。最初の関数は、最初のサブドメイン、domain0の£X <Bounds0にxの値に適用されなければなりません。第二の機能は、第二のサブドメイン、Bounds0£X <Bounds1にxの値に適用されなければなりません。等々。 Boundsk-2£X£ドメイン1：最後の機能は、上限を含む最後のサブドメインにxの値に適用されなければなりません。 kの値は、1であってもよい場合には境界配列は空でなければならないと機能アレイ内の単一の項目は、すべてのxの値にdomain0の£X£ドメイン1を適用しなければなりません。

0のための£I <K。この式において、境界-1手段domain0の、及びBoundsk-1手段ドメイン1。結合した最後の場合、Boundsk-2は、その後、X¢をEncode2iなるように定義されなければならないドメイン1に等しいです。

注ステッチ機能は、それが簡単にシェーディングのドメインの異なる部分の上に1つのシェーディングパターン内で使用されるいくつかの機能を組み合わせることができるように設計されています。シェーディングパターンは8.7.4、「シェーディングパターン」で説明されています。同様の効果は、隣接するドメインと、機能ごとに個別のシェーディング辞書を作成することによって達成することができます。しかし、各シェーディングは同様のパラメータを有することになるので、全体的な効果は、1つのシェーディングがあるため、複数の関数定義を有する単一のシェーディングを有することがより便利です。また、タイプ3の機能は、1入力機能のドメインを反転させるための一般的なメカニズムを提供します。

EXAMPLEConsider [0.0 1.0]のドメインを持つ関数f及び[0.0 1.0]のドメイン、Fを含む機能配列、及び[1.0 0.0]のエンコード配列を有する縫合関数g。効果で、G（X）= F（1  -  x）です。

7.10.5タイプ4（PostScriptの電卓）機能

7.10.5.1一般

また、ポストスクリプト電卓機能と呼ばれるタイプ4関数（PDF 1.3）、ポストスクリプト言語の小さなサブセットで記述されたコードを含むストリームとして表現されなければなりません。

キータイプ値

Functionsarray（必須）ステッチ機能を構成しなければならないK 1入力ファンクションのアレイ。範囲が存在する場合、すべての機能の出力の次元は同じであり、範囲の値と互換性がなければなりません。

Boundsarray（必須）kのアレイ -  1つの数字ドメインと組み合わせて、関数アレイからの各関数を適用する先の区間を定義しなければならない、ということ。境界要素は、増加する値の順序でなければならない、そして各値は、ドメインによって定義されたドメイン内でなければなりません。

Encodearray（必須）、ペアに取り、ドメイン及び対応する機能のドメインに境界配列によって定義されたドメインの各サブセットをマッピングしなければならない2×k個のアレイ。

domain0のBounds0 Bounds1 ... Boundsk2  - ドメイン1 <<<<<

x'InterpolateはBoundsi1-BoundsiをX・Encode2i Encode2i1 +、、、、）（=
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NOTE Although any function can be sampled (in a type 0 PDF function) and others can be described with exponential 
functions (type 2 in PDF), type 4 functions offer greater flexibility and potentially greater accuracy. For 
example, a tint transformation function for a hexachrome (six-component) DeviceN colour space with an 
alternate colour space of DeviceCMYK (see 8.6.6.5, "DeviceN Colour Spaces") requires a 6-in, 4-out function. 
If such a function were sampled with m values for each input variable, the number of samples, 4 ¥ m6, could be 
prohibitively large. In practice, such functions can often be written as short, simple PostScript functions.  
 
Type 4 functions also make it possible to include a wide variety of halftone spot functions without the loss of 
accuracy that comes from sampling, and without adding to the list of predefined spot functions (see 10.5.3, 
"Spot Functions"). All of the predefined spot functions can be written as type 4 functions. 

The language that shall be used in a type 4 function contains expressions involving integers, real numbers, and 
boolean values only. There shall be no composite data structures such as strings or arrays, no procedures, and 
no variables or names. Table 42 lists the operators that can be used in this type of function. (For more 
information on these operators, see Appendix B of the PostScript Language Reference, Third Edition.) 
Although the semantics are those of the corresponding PostScript operators, a full PostScript interpreter is not 
required. 

The operand syntax for type 4 functions shall follow PDF conventions rather than PostScript conventions. The 
entire code stream defining the function shall be enclosed in braces { } (using LEFT CURLY BRACE (7Bh) and 
RIGHT CURLY BRACE (07hD)). Braces also shall delimit expressions that are executed conditionally by the if
and ifelse operators: 

• boolean { expression } if

• boolean { expression1 } { expression2 } ifelse

This construct is purely syntactic; unlike in PostScript, no “procedure objects” shall be involved. 

A type 4 function dictionary shall include the entries in Table 38, as well as other appropriate stream attributes 
(see Table 5). The following example shows a type 4 function equivalent to the predefined spot function 
DoubleDot (see 10.5.3, "Spot Functions"). 

EXAMPLE 10 0 obj 
 << /FunctionType 4 

  /Domain [ -1.0  1.0  -1.0  1.0 ] 
  /Range [ -1.0  1.0 ] 
  /Length 71 

>> 
stream 

Table 42 –  Operators in type 4 functions  

Operator Type Operators

Arithmetic operators abs
add
atan
ceiling
cos

cvi
cvr
div
exp

floor
idiv
ln
log

mod
mul
neg
round

sin
sqrt
sub
truncate

Relational, boolean, 
and bitwise 
operators

and
bitshift
eq

false
ge
gt

le 
lt
ne

not
or

true
xor

Conditional 
operators

if ifelse

Stack operators copy
dup

exch
index

pop
roll
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任意の関数が（タイプ0 PDF機能で）サンプリングすることができ、他の指数関数（PDFにおける2型）を用いて記述することができるメモが、タイプ4の機能は、柔軟性及び潜在的により高い精度を提供します。例えば、DeviceCMYKの代替の色空間を有するヘキサクローム（六成分）DeviceNの色空間の色味変換関数は（8.6.6.5、「DeviceNのカラースペース」を参照）6-で、4アウト機能を必要とします。このような機能は、各入力変数のためのM値、サンプル数、4¥M6でサンプリングした場合、極端に大きいかもしれません。実際には、このような機能は、多くの場合、短い、簡単なPostScriptの関数として記述することができます。また、サンプリングから来て、精度を失うことなく、網点多種多様な機能を含んすることを可能にし、そして（10.5.3、「スポット関数」を参照してください）事前に定義されたスポット関数のリストに追加することなく、4関数を入力します。事前に定義されたスポット機能のすべては、タイプ4の機能として記述することができます。

タイプ4の機能で使用しなければならない言語では、整数、実数、およびブール値のみを含む式が含まれています。文字列や配列、無手順、および無変数や名前などの一切の複合データ構造があってはなりません。表42機能のこのタイプで使用できる演算子。 （これらの演算子の詳細については、ポストスクリプト言語リファレンスの付録B、第3版を参照してください。）意味が対応するPostScriptオペレータのものでありますが、完全なPostScriptインタプリタが必要とされていません。

•ブール{式}もし

•ブール{式1} {式2} ifelse

この構築物は、純粋に構文上です。ポストスクリプトとは異なり、全く関与しなければならない「の手順は、オブジェクトん」。

タイプ4の機能辞書は、表38のエントリを含み、ならびに他の適切なストリーム属性（表5参照）しなければなりません。次の例が示す予め定義されたスポット関数DoubleDotにタイプ4の機能と同等（10.5.3、「スポット関数」を参照）。

演算子の種類演算子

算術operatorsabsaddatanceilingcos

cvicvrdivexp

flooridivlnlog

modmulneground

sinsqrtsubtruncate

リレーショナル、ブール値、およびビット演算子

andbitshifteq

falsegegt

ルltne

notortruexor

条件付きoperatorsif ifelse

スタックoperatorscopydupexchindexpoproll
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{ 360 mul sin 
  2 div 
  exch 360 mul sin 
  2 div 
  add 
} 

endstream 
endobj

The Domain and Range entries shall both be required. The input variables shall constitute the initial operand 
stack; the items remaining on the operand stack after execution of the function shall be the output variables. It 
shall be an error for the number of remaining operands to differ from the number of output variables specified 
by Range or for any of them to be objects other than numbers. 

Implementations of type 4 functions shall provide a stack with room for at least 100 entries. No implementation 
shall be required to provide a larger stack, and it shall be an error to overflow the stack. 

Although any integers or real numbers that may appear in the stream fall under the same implementation limits 
(defined in Annex C) as in other contexts, the intermediate results in type 4 function computations shall not. An 
implementation may use a representation that exceeds those limits. Operations on real numbers, for example, 
might use single-precision or double-precision floating-point numbers. 

7.10.5.2 Errors in Type 4 Functions

The part of a conforming reader that reads a type 4 function (analogous to the PostScript scanner) shall detect 
and report syntax errors. Any errors detected by the conforming reader shall be errors in the PDF file and shall 
be handled like other errors in the file. 

The part of a conforming reader that executes a type 4 function (analogous to the PostScript interpreter) shall 
detect and report errors. This specification does not define a representation for the errors; those details shall be 
provided by the conforming reader that processes the PDF file. The following types of errors can occur (among 
others): 

• Stack overflow 

• Stack underflow 

• A type error (for example, applying not to a real number) 

• A range error (for example, applying sqrt to a negative number) 

• An undefined result (for example, dividing by 0) 

7.11 File Specifications

7.11.1 General

A PDF file can refer to the contents of another file by using a file specification (PDF 1.1), which shall take either 
of two forms:

• A simple file specification shall give just the name of the target file in a standard format, independent of the 
naming conventions of any particular file system. It shall take the form of either a string or a dictionary

• A full file specification shall include information related to one or more specific file systems. It shall only be 
represented as a dictionary. 
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{360 MUL罪2 DIV EXCH 360 MUL罪2のdiv追加} endstream endobj

タイプ4の機能の実装は、少なくとも100個のエントリの余地のあるスタックを提供しなければなりません。何の実装は、より大きなスタックを提供するために必要とはならない、スタックオーバーフローするエラーでなければなりません。

ストリームに表示され得る任意の整数または実数が他の状況のように（附属書Cに定義された）同じ実装限界に該当するが、タイプ4関数計算における中間結果はなりません。実装は、これらの制限を超えた表現を使用することができます。実数の操作は、例えば、単精度または倍精度浮動小数点数を使用する場合があります。

タイプ4の機能で7.10.5.2エラー

•種類のエラー（例えば、実数にない適用）

•範囲エラー（例えば、負の数の平方根を適用）

•アン（0による除算など）結果を不定

7.11ファイル仕様

7.11.1一般的な

PDFファイルには2つの形式のいずれかをとらなければならないファイル仕様（PDF 1.1）を、使用して別のファイルの内容を参照することができます。

•単純なファイルの仕様は、標準フォーマット、任意の特定のファイルシステムの命名規則とは独立に、対象ファイルの名前だけをしなければなりません。これは、文字列または辞書のいずれかの形式をとります
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A file specification shall refer to a file external to the PDF file or to a file embedded within the referring PDF file, 
allowing its contents to be stored or transmitted along with the PDF file. The file shall be considered to be 
external to the PDF file in either case. 

7.11.2 File Specification Strings

7.11.2.1 General

The standard format for representing a simple file specification in string form divides the string into component 
substrings separated by the SOLIDUS character (2Fh) (/). The SOLIDUS is a generic component separator 
that shall be mapped to the appropriate platform-specific separator when generating a platform-dependent file 
name. Any of the components may be empty. If a component contains one or more literal SOLIDI, each shall be 
preceded by a REVERSE SOLIDUS (5Ch) (\), which in turn shall be preceded by another REVERSE SOLIDUS 
to indicate that it is part of the string and not an escape character. 

EXAMPLE ( in \ \ /out ) 
represents the file name  
in / out

The REVERSE SOLIDI shall be removed in processing the string; they are needed only to distinguish the 
component values from the component separators. The component substrings shall be stored as bytes and 
shall be passed to the operating system without interpretation or conversion of any sort. 

7.11.2.2 Absolute and Relative File Specifications

A simple file specification that begins with a SOLIDUS shall be an absolute file specification. The last 
component shall be the file name; the preceding components shall specify its context. In some file 
specifications, the file name may be empty; for example, URL (uniform resource locator) specifications can 
specify directories instead of files. A file specification that does not begin with a SOLIDUS shall be a relative file 
specification giving the location of the file relative to that of the PDF file containing it. 

In the case of a URL-based file system, the rules of Internet RFC 1808, Relative Uniform Resource Locators
(see the Bibliography), shall be used to compute an absolute URL from a relative file specification and the 
specification of the PDF file. Prior to this process, the relative file specification shall be converted to a relative 
URL by using the escape mechanism of RFC 1738, Uniform Resource Locators, to represent any bytes that 
would be either unsafe according to RFC 1738 or not representable in 7-bit U.S. ASCII. In addition, such URL-
based relative file specifications shall be limited to paths as defined in RFC 1808. The scheme, network 
location/login, fragment identifier, query information, and parameter sections shall not be allowed. 

In the case of other file systems, a relative file specification shall be converted to an absolute file specification 
by removing the file name component from the specification of the containing PDF file and appending the 
relative file specification in its place. 

EXAMPLE 1 The relative file specification 
 

ArtFiles / Figure1 . pdf 
 
appearing in a PDF file whose specification is  
 

/ HardDisk / PDFDocuments / AnnualReport / Summary . pdf 
 
yields the absolute specification  
 

/ HardDisk / PDFDocuments / AnnualReport / ArtFiles / Figure1 . pdf

The special component . . (two PERIODs) (2Eh) can be used in a relative file specification to move up a level in 
the file system hierarchy. After an absolute specification has been derived, when the component immediately 
preceding . . is not another . . , the two cancel each other; both are eliminated from the file specification and the 
process is repeated. 
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ファイル指定は、その内容が記憶されているか、PDFファイルと共に送信することができるように、PDFファイルまたは参照PDFファイル内に埋め込まれたファイルの外部ファイルを参照しなければなりません。ファイルは、いずれの場合も、PDFファイルの外部と見なされなければなりません。

7.11.2ファイルの仕様文字列

7.11.2.1一般

文字列形式で単純なファイル指定を示すための標準的なフォーマットは、固相線文字（2Fhを）（/）により分離された成分ストリングに文字列を分割します。固相線温度は、プラットフォーム依存ファイル名を生成する際に適切なプラットフォーム固有のセパレータにマッピングされなければならない一般的な成分分離器です。コンポーネントのいずれかが空であってもよいです。コンポーネントは、1つまたは複数のリテラルSOLIDI含まれている場合は、それぞれが順番に、それは文字列の一部ではなく、エスケープ文字であることを示すために、別のREVERSE SOLIDUSが先行されなければならないREVERSE SOLIDUS（5CH）（\）が先行されなければなりません。

例（\ \ /アウトはに）イン/アウト、ファイル名を表します

7.11.2.2絶対と相対ファイルの仕様

SOLIDUSで始まる簡単なファイル指定には、絶対ファイル指定しなければなりません。最後のコンポーネントは、ファイル名でなければなりません。前述のコンポーネントは、そのコンテキストを指定しなければなりません。いくつかのファイルの仕様では、ファイル名が空でもよいです。例えば、URL（ユニフォームリソースロケータ）仕様は、ディレクトリの代わりに、ファイルを指定することができます。 SOLIDUSで始まらないファイル仕様は、それを含むPDFファイルと相対ファイルの場所を与える相対的なファイル指定しなければなりません。

URLベースのファイルシステムの場合には、インターネットRFC 1808のルールは、相対的なユニフォームリソースロケータ（参考文献を参照）、相対ファイル指定から絶対URLとPDFファイルの仕様を計算するために使用されなければなりません。この処理に先立って、相対ファイル仕様は、RFC 1738のエスケープ機構を使用して相対的なURLに変換されなければならない、ユニフォームリソースロケータは、RFC 1738のいずれか危険記載あろう任意のバイト数を表し、または7ビットUSで表現できないためにASCII。スキーム、ネットワーク上の場所/ログイン、フラグメント識別子、クエリ情報は、RFC 1808で定義され、パラメータセクションが許可されてはならないように加えて、そのようなURLベース相対ファイル指定は、経路に限定されるものでなければなりません。

他のファイルシステムの場合には、相対ファイル指定を含むPDFファイルの指定からファイル名成分を除去し、その場所の相対ファイル指定を付加することにより、絶対ファイル指定に変換しなければなりません。

実施例1相対ファイル仕様ArtFiles /図1.。その仕様/ハードディスク/ PDFDocuments / ANNUALREPORT /要約であるPDFファイルに登場するのpdf。 PDFファイルは、絶対的な仕様/ハードディスク/ PDFDocuments / ANNUALREPORT / ArtFiles /図1.を生み出します。 PDF

特別なコンポーネント。 。 （二つの期間）（2EH）は、ファイルシステム階層内のレベルを上に移動する相対ファイル指定に使用することができます。成分は直前のときの絶対指定した後、誘導されています。 。他ではありません。 。 、両者は互いに打ち消し合います。両方のファイル指定から排除され、プロセスが繰り返されます。
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EXAMPLE 2 The relative file specification from EXAMPLE 1 in this sub-clause using the .. (two PERIODs) special 
component 
  

. . /. . / ArtFiles / Figure1 . pdf 
 
would yield the absolute specification 
 

/ HardDisk / ArtFiles / Figure1 . pdf

7.11.2.3 Conversion to Platform-Dependent File Names

The conversion of a file specification to a platform-dependent file name depends on the specific file naming 
conventions of each platform: 

• For DOS, the initial component shall be either a physical or logical drive identifier or a network resource 
name as returned by the Microsoft Windows function WNetGetConnection, and shall be followed by a 
COLON (3Ah) ( : ). A network resource name shall be constructed from the first two components; the first 
component shall be the server name and the second shall be the share name (volume name). All 
components shall be separated by REVERSE SOLIDI (backslashes) (5Ch). It shall be possible to specify 
an absolute DOS path without a drive by making the first component empty. (Empty components are 
ignored by other platforms.) 

• For Mac OS, all components shall be separated by COLONs. 

• For UNIX, all components shall be separated by SOLIDI (2Fh) (slashes). An initial SOLIDUS, if present, 
shall be preserved. 

Strings used to specify a file name shall be interpreted in the standard encoding for the platform on which the 
document is being viewed. Table 43 shows examples of file specifications on the most common platforms. 

NOTE 1 When creating documents that are to be viewed on multiple platforms, care should be taken to ensure file 
name compatibility. Only a subset of the U.S. ASCII character set should be used in file specifications: the 
uppercase alphabetic characters (A–Z), the numeric characters (0–9), the PERIOD (2Eh) and the LOW LINE 
(underscore) (5Fh). The PERIOD has special meaning in DOS and Windows file names, and as the first 
character in a Mac OS pathname. In file specifications, the PERIOD should be used only to separate a base 
file name from a file extension. 

NOTE 2 Some file systems are case-insensitive, and names within a directory are unique so names should remain 
distinguishable if lowercase letters are changed to uppercase or vice versa. On DOS and Windows 3.1 
systems and on some CD-ROM file systems, file names are limited to 8 characters plus a 3-character 
extension. File system software typically converts long names to short names by retaining the first 6 or 7 
characters of the file name and the first 3 characters after the last PERIOD, if any. Since characters beyond the 
sixth or seventh are often converted to other values unrelated to the original value, file names should be 
distinguishable from the first 6 characters. 

Table 43 –  Examples of file specifications  

System System-dependent paths Written form

DOS \ pdfdocs \ spec . pdf ( no drive ) 
 r : \ pdfdocs \ spec . pdf  
pclib / eng : \ pdfdocs \ spec . pdf

( / / pdfdocs / spec . pdf )  
( / r / pdfdocs / spec . pdf ) 
( / pclib / eng / pdfdocs /
 spec . pdf )

Mac OS Mac HD : PDFDocs : spec . pdf ( /Mac HD/ PDFDocs/
 spec . pdf )

UNIX / user / fred / pdfdocs / spec . pdf 
 pdfdocs / spec . pdf ( relative )

( / user / fred / pdfdocs /
 spec . pdf ) 
 ( pdfdocs / spec . pdf )
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..（二つの期間）の特別な成分を使用して、実施例2このサブ句の実施例1からの相対ファイル指定。 。 /。 。 / ArtFiles /図1. PDFは、絶対仕様/ハードディスク/ ArtFiles /図1.を生じます。 PDF

プラットフォーム依存ファイル名への変換7.11.2.3

•DOSの場合、最初のコンポーネントは、物理的または論理ドライブ識別子またはMicrosoft Windowsの機能WNetGetConnectionによって返され、COLON（3AH）によって従わなければならないなどのネットワークリソース名のいずれかでなければなりません（：）。ネットワークリソース名は、最初の2つの部品から構成されなければなりません。第一成分は、サーバー名でなければならず、第二には、共有名（ボリューム名）でなければなりません。すべてのコンポーネントは、REVERSE SOLIDI（バックスラッシュ）（5CH）で区切られなければなりません。第一成分が、空にすることにより駆動することなく、絶対DOSパスを指定することが可能でなければなりません。 （空のコンポーネントは、他のプラットフォームでは無視されます。）

•Mac OSのために、すべてのコンポーネントがコロンで区切られなければなりません。

•UNIXの場合は、すべてのコンポーネントがSOLIDI（2Fhを）（スラッシュ）で区切られなければなりません。初期SOLIDUSは、存在する場合、保存しなければなりません。

注1複数のプラットフォーム上で表示される文書を作成、注意がファイル名の互換性を確保するために取られるべきです。大文字のアルファベット文字（A-Z）、数字（0-9）、ピリオド（2EH）とLOW LINE（アンダースコア）（5FH）：US ASCII文字セットのサブセットのみがファイル指定で使用する必要があります。 PERIODがDOSとWindowsのファイル名で、およびMac OSのパス名の最初の文字として特別な意味を持っています。ファイルの仕様では、期間はファイル拡張子からベースファイル名を分離するためにのみ使用する必要があります。

NOTE 2Someファイルシステムは大文字と小文字を区別しない、と小文字の文字はその逆大文字または副ために変更された場合は名前が区別可能なままにする必要がありますので、ディレクトリ内の名前は一意です。 DOSやWindows 3.1のシステムと一部のCD-ROMファイルシステム上では、ファイル名は8つの文字と3文字の拡張子に制限されています。ファイルシステムソフトウェアは、典型的には、任意の場合は、最後のピリオドの後に、ファイル名の最初の6または7文字と最初の3つの文字を保持することにより、短い名前に長い名前を変換します。 6又は7を超えた文字は、しばしば元の値とは無関係な他の値に変換されるので、ファイル名は、最初の6つの文字から区別可能であるべきです。

システムシステム依存パス書面

DOS \ pdfdocs \スペック。 PDF（なしドライブ）R：\ pdfdocs \スペック。 PDF pclib / ENG：\ pdfdocs \スペック。 PDF

（/ / pdfdocs /スペック。PDF）（/ R / pdfdocs /スペック。PDF）（/ pclib / ENG / pdfdocs /スペック。PDF）

Mac OSのMacのHD：PDFDocs：スペック。 PDFファイル（/ MacのHD / PDFDocs /仕様。PDF）

UNIX /ユーザー/フレッド/ pdfdocs /スペック。 PDFファイルpdfdocs /仕様。 PDF（相対）（/ユーザ/フレッド/ pdfdocs /スペック。PDF）（pdfdocs /スペック。PDF）
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7.11.2.4 Multiple-Byte Strings in File Specifications

In PDF 1.2 or higher, a file specification may contain multiple-byte character codes, represented in 
hexadecimal form between angle brackets (< and >) (using LESS-THAN SIGN (3Ch) and GREATER-THAN 
SIGN (3Eh)). Since the SOLIDUS (2Fh) (slash character), denoted as < 2F >, is used as a component delimiter 
and the REVERSE SOLIDUS (5Ch) (backslash character), denoted as < 5C >, is used as an escape character, 
any occurrence of either of these bytes in a multiple-byte character shall be preceded by the ASCII code for the 
SOLIDUS (2Fh). 

EXAMPLE A file name containing the 2-byte character code < 89 5C > is written as < 89 5C 5C >. When the 
application encounters this sequence of bytes in a file name, it replaces the sequence with the original 
2-byte code. 

7.11.3 File Specification Dictionaries

The dictionary form of file specification provides more flexibility than the string form, allowing different files to be 
specified for different file systems or platforms, or for file systems other than the standard ones (DOS/Windows, 
Mac OS, and UNIX). Table 44 shows the entries in a file specification dictionary. Regardless of the platform, 
conforming readers should use the F and UF (beginning with PDF 1.7) entries to specify files. The UF entry is 
optional, but should be included because it enables cross-platform and cross-language compatibility. 

Table 44 –  Entries in a file specification dictionary  

Key Type Value

Type name (Required if an EF or RF entry is present; recommended always) The type of 
PDF object that this dictionary describes; shall be Filespec for a file 
specification dictionary.

FS name (Optional) The name of the file system that shall be used to interpret this file 
specification. If this entry is present, all other entries in the dictionary shall be 
interpreted by the designated file system. PDF shall define only one standard 
file system name, URL (see 7.11.5, "URL Specifications"); an application can 
register other names (see Annex E). This entry shall be independent of the F, 
UF, DOS, Mac, and Unix entries. 

F string (Required if the DOS, Mac, and Unix entries are all absent; amended with the 
UF entry for PDF 1.7) A file specification string of the form described in 7.11.2, 
"File Specification Strings," or (if the file system is URL) a uniform resource 
locator, as described in 7.11.5, "URL Specifications." 
The UF entry should be used in addition to the F entry. The UF entry provides 
cross-platform and cross-language compatibility and the F entry provides 
backwards compatibility. 

UF text string (Optional, but recommended if the F entry exists in the dictionary; PDF 1.7) A 
Unicode text string that provides file specification of the form described in 
7.11.2, "File Specification Strings." This is a text string encoded using 
PDFDocEncoding or UTF-16BE with a leading byte-order marker (as defined 
in 7.9.2.2, "Text String Type"). The F entry should be included along with this 
entry for backwards compatibility reasons.

DOS byte string (Optional) A file specification string (see 7.11.2, "File Specification Strings") 
representing a DOS file name. 
This entry is obsolescent and should not be used by conforming writers.

Mac byte string (Optional) A file specification string (see 7.11.2, "File Specification Strings") 
representing a Mac OS file name. 
This entry is obsolescent and should not be used by conforming writers.

Unix byte string (Optional) A file specification string (see 7.11.2, "File Specification Strings") 
representing a UNIX file name. 
This entry is obsolescent and should not be used by conforming writers.
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7.11.2.4ファイル仕様でのマルチバイト文字列

PDF 1.2以上では、ファイル指定は、角括弧（<と>）の間に16進形式で表される多バイト文字コードを含んでいてもよい（SIGN未満-（3CH）と大なり記号（3EH）を使用して）。 <2F>と表記SOLIDUS（2Fhを）（スラッシュ文字）、以来、コンポーネントの区切り文字と<5C>と表記REVERSE SOLIDUS（5CH）（バックスラッシュ文字）として使用される、エスケープ文字、任意の発生として使用されますマルチバイト文字でこれらのバイトのいずれかの固相線（2Fhを）のASCIIコードが先行されなければなりません。

2バイト文字コードを含む実施例Aのファイル名は、<89 5C>は<89 5C 5C>と書かれています。アプリケーションがファイル名のバイトこのシーケンスに遭遇すると、オリジナルの2バイト・コードを持つ列に置き換えられます。

7.11.3ファイルの仕様辞書

ファイル指定の辞書形式が異なるファイルが異なるファイルシステムやプラットフォームのための、または標準的なもの（DOS / Windows版、Mac OS、およびUNIX）以外のファイルシステムに指定することができ、文字列の形式よりも高い柔軟性を提供します。表44に示したファイルの仕様辞書のエントリ。プラットフォームに関係なく、読者は（PDF 1.7で始まる）FとUFを使用する必要があります準拠して、ファイルを指定するエントリ。 UFエントリはオプションですが、それは、クロスプラットフォーム、クロス言語の互換性を可能にしますので、含まれるべきです。

キータイプ値

型名（EFまたはRFエントリが存在する場合は必須、常に推奨）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。ファイル指定の辞書のためのファイル指定しなければなりません。

FSname（オプション）このファイルの仕様を解釈するために使用されなければならないファイルシステムの名前。このエントリが存在する場合、辞書内の他のすべてのエントリが指定されたファイルシステムによって解釈されなければなりません。 PDFは、URL（7.11.5、「URLの仕様」を参照してください）を唯一の標準ファイルシステム名を定義しなければなりません。アプリケーションは、他の名前（附属書Eを参照）を登録することができます。このエントリはF、UF、DOS、Mac、およびUnixのエントリの独立していなければなりません。

Fstring（必須DOS、Mac、およびUnixのエントリがすべて存在しない場合は、PDF 1.7のためのUFエントリに改正）7.11.2で説明した形式のファイル指定文字列「ファイルの仕様文字列、」または（もしファイルシステムあるURL）ユニフォームリソースロケータ、7.11.5で説明したように、「URLの仕様。」 UFエントリはFのエントリに加えて使用する必要があります。 UFエントリは、クロスプラットフォーム、クロス言語の互換性を提供し、Fエントリが後方互換性を提供します。

UFtext文字列（任意、ただしFエントリが辞書に存在する場合に推奨。PDF 1.7）形式のファイル指定を提供A Unicodeテキスト文字列は、7.11.2で説明した「ファイルの仕様文字列。」これは、（7.9.2.2に定義されているように、「テキスト文字列型」）をリードするバイトオーダーマーカーでPDFDocEncodingまたはUTF-16BEを使用してエンコードされたテキスト文字列です。 Fのエントリは、後方互換性の理由から、このエントリと一緒に含まれるべきです。

DOSのファイル名を表すDOSbyte文字列（オプション）Aファイル指定文字列（7.11.2、「ファイルの仕様文字列」を参照してください）。このエントリは旧式で、作家の準拠により、使用すべきではありません。

Mac OSのファイル名を表す文字列Macbyte（オプション）ファイル指定文字列（「ファイルの仕様文字列」、7.11.2を参照してください）。このエントリは旧式で、作家の準拠により、使用すべきではありません。

UNIXのファイル名を表す文字列Unixbyte（オプション）Aファイル指定文字列（7.11.2、「ファイルの仕様文字列」を参照してください）。このエントリは旧式で、作家の準拠により、使用すべきではありません。
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7.11.4 Embedded File Streams

7.11.4.1 General

If a PDF file contains file specifications that refer to an external file and the PDF file is archived or transmitted, 
some provision should be made to ensure that the external references will remain valid. One way to do this is to 
arrange for copies of the external files to accompany the PDF file. Embedded file streams (PDF 1.3) address 
this problem by allowing the contents of referenced files to be embedded directly within the body of the PDF 
file. This makes the PDF file a self-contained unit that can be stored or transmitted as a single entity. (The 
embedded files are included purely for convenience and need not be directly processed by any conforming 
reader.)

NOTE If the file contains OPI (Open Prepress Interface) dictionaries that refer to externally stored high-resolution 
images (see 14.11.7, "Open Prepress Interface (OPI)"), the image data can be incorporated into the PDF file 
with embedded file streams. 

An embedded file stream shall be included in a PDF document in one of the following ways:

• Any file specification dictionary in the document may have an EF entry that specifies an embedded file 
stream. The stream data shall still be associated with a location in the file system. In particular, this method 

ID array (Optional) An array of two byte strings constituting a file identifier (see 14.4, 
"File Identifiers") that should be included in the referenced file. 
NOTE The use of this entry improves an application’s chances of finding 

the intended file and allows it to warn the user if the file has 
changed since the link was made. 

V boolean (Optional; PDF 1.2) A flag indicating whether the file referenced by the file 
specification is volatile (changes frequently with time). If the value is true, 
applications shall not cache a copy of the file. For example, a movie 
annotation referencing a URL to a live video camera could set this flag to true
to notify the conforming reader that it should re-acquire the movie each time it 
is played. Default value: false. 

EF dictionary (Required if RF is present; PDF 1.3; amended to include the UF key in PDF 
1.7) A dictionary containing a subset of the keys F, UF, DOS, Mac, and Unix, 
corresponding to the entries by those names in the file specification dictionary. 
The value of each such key shall be an embedded file stream (see 7.11.4, 
"Embedded File Streams") containing the corresponding file. If this entry is 
present, the Type entry is required and the file specification dictionary shall be 
indirectly referenced.
The F and UF entries should be used in place of the DOS, Mac, or Unix
entries.

RF dictionary (Optional; PDF 1.3) A dictionary with the same structure as the EF dictionary, 
which shall be present. Each key in the RF dictionary shall also be present in 
the EF dictionary. Each value shall be a related files array (see 7.11.4.2, 
"Related Files Arrays") identifying files that are related to the corresponding 
file in the EF dictionary. If this entry is present, the Type entry is required and 
the file specification dictionary shall be indirectly referenced. 

Desc text string (Optional; PDF 1.6) Descriptive text associated with the file specification. It 
shall be used for files in the EmbeddedFiles name tree (see 7.7.4, "Name 
Dictionary"). 

CI dictionary (Optional; shall be indirect reference; PDF 1.7) A collection item dictionary, 
which shall be used to create the user interface for portable collections (see 
7.11.6, "Collection Items"). 

Table 44 –  Entries in a file specification dictionary  (continued)

Key Type Value

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved103

PDF 32000-1：2008

7.11.4組み込みファイルストリーム

7.11.4.1一般

PDFファイルを外部ファイルとアーカイブまたは送信されたPDFファイルを参照するファイルの仕様が含まれている場合、一部の規定は、外部参照が有効であり続けることを保証するためになされるべきです。これを行う1つの方法は、PDFファイルを伴うために、外部ファイルのコピーを配置することです。埋め込まれたファイルストリーム（PDF 1.3）は、PDFファイルの本体内に直接埋め込むことが参照されるファイルの内容を可能にすることにより、この問題に対処します。これは、PDFファイル単一のエンティティとして格納または送信することができる自己完結型のユニットを作ります。 （埋め込まれたファイルは、便宜のために純粋に含まれており、直接、任意の適合リーダによって処理される必要はありません。）

ファイルが外部に格納さする高解像度の画像を参照してくださいOPI（オープンプリプレスインターフェイス）辞書（14.11.7を参照してください、「オープンプリプレスインターフェイス（OPI）を」）が含まれている場合NOTE、画像データが埋め込まれたファイルを使用してPDFファイルに組み込むことができますストリーム。

埋め込まれたファイルストリームは、次のいずれかの方法でPDF文書に含まれなければなりません。

•文書内の任意のファイル仕様辞書が埋め込まれたファイルストリームを指定するEFエントリを有することができます。ストリームデータはまだ、ファイルシステム内の場所に関連付けされなければなりません。特に、この方法

参照されたファイルに含まれるべきファイル識別子を構成する2つのバイト文字列のIDarray（オプション）配列（14.4、「ファイル識別子」を参照してください）。このエントリの注：使用することは意図したファイルを見つけるのアプリケーションの可能性を向上させ、リンクが行われたため、ファイルが変更された場合、それはユーザーに警告することができます。

Vboolean（オプション、PDF 1.2）（時間と共に頻繁に変化する）ファイル仕様によって参照されるファイルが揮発性であるかどうかを示すフラグ。値がtrueの場合、アプリケーションはファイルのコピーをキャッシュしてはなりません。例えば、ライブビデオカメラへのURLを参照して、ムービーのアノテーションは、それが映画にそれが再生されるたびに再取得する必要があること準拠したリーダーに通知をtrueこのフラグを設定することができます。デフォルト値：falseを。

EFdictionary（RFが存在する場合に必要な、PDF 1.3、PDF 1.7でUFキーを含めるように修正された）ファイルにそれらの名前でのエントリに対応し、キーF、UF、DOS、Mac、およびUnixのサブセットを含む辞書仕様辞書。このような各キーの値は、対応するファイルを含む（7.11.4、「埋め込みファイルストリーム」を参照）埋め込みファイルストリームでなければなりません。このエントリが存在する場合、タイプ入力が必要であり、ファイル指定の辞書には間接的にreferenced.The FとUFエントリはDOS、マック、またはUnixentriesの代わりに使用しなければならないものでなければなりません。

RFdictionary（オプション、PDF 1.3）存在しなければならないEF辞書、同じ構造を持つ辞書。 RF辞書の各キーはまた、EF辞書に存在しなければなりません。各値は、関連するファイルの配列（7.11.4.2、「関連ファイル配列」を参照）はEF辞書に対応するファイルに関連するファイルを特定しなければなりません。このエントリが存在する場合、タイプ入力が必要であり、ファイル指定辞書を間接的に参照されなければなりません。

Desctext文字列（オプション; PDF 1.6）ファイル仕様に関連付けられた説明テキスト。それは（7.7.4、「名辞典」を参照）EmbeddedFiles名ツリー内のファイルのために使用しなければなりません。

CIdictionary（オプションは、間接参照でなければならない。PDF 1.7）コレクションアイテム辞書、ポータブルコレクションのためのユーザインタフェースを作成するために使用されなければならない（7.11.6、「コレクションアイテム」を参照してください）。

表44  - ファイル指定辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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shall be used for file attachment annotations (see 12.5.6.15, "File Attachment Annotations"), which 
associate the embedded file with a location on a page in the document. 

• Embedded file streams may be associated with the document as a whole through the EmbeddedFiles
entry (PDF 1.4) in the PDF document’s name dictionary (see 7.7.4, "Name Dictionary"). The associated 
name tree shall map name strings to file specifications that refer to embedded file streams through their EF
entries. 

Beginning with PDF 1.6, the Desc entry of the file specification dictionary (see Table 44) should be used to 
provide a textual description of the embedded file, which can be displayed in the user interface of a conforming 
reader. Previously, it was necessary to identify document-level embedded files by the name string provided in 
the name dictionary associated with an embedded file stream in much the same way that the JavaScript name 
tree associates name strings with document-level JavaScript actions (see 12.6.4.16, "JavaScript Actions"). 

The stream dictionary describing an embedded file shall contain the standard entries for any stream, such as 
Length and Filter (see Table 5), as well as the additional entries shown in Table 45. 

Table 45 –  Additional entries in an embedded file stream dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be EmbeddedFile for an embedded file stream. 

Subtype name (Optional) The subtype of the embedded file. The value of this entry 
shall be a first-class name, as defined in Annex E. Names without a 
registered prefix shall conform to the MIME media type names defined 
in Internet RFC 2046, Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME), 
Part Two: Media Types (see the Bibliography), with the provision that 
characters not allowed in names shall use the 2-character 
hexadecimal code format described in 7.3.5, "Name Objects." 

Params dictionary (Optional) An embedded file parameter dictionary that shall contain 
additional file-specific information (see Table 46). 

Table 46 –  Entries in an embedded file parameter dictionary  

Key Type Value

Size integer (Optional) The size of the uncompressed embedded file, in bytes. 

CreationDate date (Optional) The date and time when the embedded file was created. 

ModDate date (Optional) The date and time when the embedded file was last 
modified. 

Mac dictionary (Optional) A subdictionary containing additional information specific to 
Mac OS files (see Table 47). 

CheckSum string (Optional) A 16-byte string that is the checksum of the bytes of the 
uncompressed embedded file. The checksum shall be calculated by 
applying the standard MD5 message-digest algorithm (described in 
Internet RFC 1321, The MD5 Message-Digest Algorithm; see the 
Bibliography) to the bytes of the embedded file stream. 
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ドキュメント内のページ上の場所に埋め込まれたファイルを関連付けた、（12.5.6.15、「添付ファイルの注釈」を参照）、ファイル添付注釈のために使用しなければなりません。

•組み込みファイルストリームは、（「名前辞典」、7.7.4を参照してください）PDFドキュメントの名前辞書にEmbeddedFilesentryて全体としての文書（PDF 1.4）と関連付けられてもよいです。埋め込まれたファイルを参照するファイルの仕様名の文字列をマッピングするものと関連付けられた名前の木は、そのEFentriesを通じてストリーム。

PDF 1.6で始まる、ファイル指定辞書（表44を参照）のDESCエントリが適合リーダのユーザインタフェースに表示することができる埋め込みファイルのテキスト記述を提供するために使用されるべきです。以前は、（12.6を参照してくださいドキュメントレベルのJavaScriptアクションを持つJavaScriptの名前ツリー関連付け名文字列とほぼ同じ方法で埋め込まれたファイルストリームに関連付けられている名前辞書に指定された名前の文字列でドキュメントレベルの埋め込まれたファイルを特定する必要がありました。 4.16、 "JavaScriptのアクション"）。

埋め込まれたファイルを記述するストリーム辞書は、表45に示すような長さ及びフィルタ（表5を参照）などの任意のストリームのための標準エントリ、ならびに追加の項目を含まなければなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、埋め込まれたファイルストリームのためEmbeddedFileしなければなりません。

Subtypename（オプション）埋め込みファイルのサブタイプ。メディア：登録した接頭辞なし附属書E.名で定義されているこのエントリの値は、インターネットRFC 2046、MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）の、第二部で定義されたMIMEメディアタイプ名に適合しなければならない、ファーストクラスの名前でなければなりません名に使用できない文字は7.3.5で説明した2文字の16進コードの形式を使用しなければならないことを規定してタイプ（参考文献を参照）、「名前はオブジェクト。」

キータイプ値

Sizeinteger（オプション）バイト単位で圧縮されていない埋め込まれたファイルのサイズ、。

圧縮されていない埋め込まれたファイルのバイトのチェックサムです（オプション）A 16バイトの文字列をCheckSumstring。埋め込まれたファイルストリームのバイトに、チェックサムは、標準的なMD5メッセージダイジェストアルゴリズム（参考文献を参照インターネットRFC 1321、MD5メッセージダイジェストアルゴリズムで説明）を適用して計算しなければなりません。
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For Mac OS files, the Mac entry in the embedded file parameter dictionary should hold a further subdictionary 
containing Mac OS–specific file information. Table 47 shows the contents of this subdictionary. 

7.11.4.2 Related Files Arrays

In some circumstances, a PDF file can refer to a group of related files, such as the set of five files that make up 
a DCS 1.0 colour-separated image. The file specification explicitly names only one of the files; the rest shall be 
identified by some systematic variation of that file name (such as by altering the extension). When such a file is 
to be embedded in a PDF file, the related files shall be embedded as well. This is accomplished by including a 
related files array (PDF 1.3) as the value of the RF entry in the file specification dictionary. The array shall have 
2 ¥ n elements, which shall be paired in the form 

[ string1 stream1 
  string2 stream2 
  … 
  stringn streamn 
]

The first element of each pair shall be a string giving the name of one of the related files; the second element 
shall be an embedded file stream holding the file’s contents. 

EXAMPLE In the following example, objects 21, 31, and 41 are embedded file streams containing the DOS file 
SUNSET . EPS, the Mac OS file Sunset . eps, and the UNIX file Sunset . eps, respectively. The file 
specification dictionary’s RF entry specifies an array, object 30, identifying a set of embedded files related 
to the Mac OS file, forming a DCS 1.0 set. The example shows only the first two embedded file streams in 
the set; an actual PDF file would, of course, include all of them. 
 
10 0 obj % File specification dictionary 

<< /Type /Filespec 
/DOS ( SUNSET . EPS) 
 /Mac ( Sunset . eps ) % Name of Mac OS file 
 /Unix ( Sunset . eps  ) 

 
 /EF << /DOS  21 0 R 

/Mac 31 0 R % Embedded Mac OS file 
/Unix 41 0 R 

   >> 
/RF << /Mac 30 0 R >> % Related files array for Mac OS file 

>> 
endobj 
 
30 0 obj % Related files array for Mac OS file 

[ ( Sunset . eps ) 31 0 R % Includes file Sunset . eps itself 
  ( Sunset . C ) 32 0 R 
  ( Sunset . M ) 33 0 R 
  ( Sunset . Y ) 34 0 R 

Table 47 –  Entries in a Mac OS file information dictionary  

Key Type Value

Subtype integer (Optional) The embedded file’s file type. It shall be encoded as an integer 
according to Mac OS conventions: a 4-character ASCII text literal, that shall be 
a 32-bit integer, with the high-order byte first. 
EXAMPLE The file type “CARO” is represented as the hexadecimal 

integer 4341524F, which is expressed in decimal as 
1128354383.

Creator integer (Optional) The embedded file’s creator signature shall be encoded in the same 
way as Subtype.

ResFork stream (Optional) The binary contents of the embedded file’s resource fork. 
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Mac OSのファイルの場合、埋め込まれたファイルのパラメータ辞書のMACエントリは、Mac OS固有のファイル情報を含む更なるサブディクショナリを保持する必要があります。表47に示し、このサブディクショナリの内容。

7.11.4.2関連ファイル配列

いくつかの状況では、PDFファイルには、DCS 1.0色分解された画像を構成する5つのファイルのセットなどの関連ファイルのグループを参照することができます。明示的ファイル指定名のファイルの一つだけ。残りは、（拡張子を変更することによって）、そのファイル名の一部の系統的な変化によって識別されなければなりません。そのようなファイルは、PDFファイルに埋め込まれる場合には、関連ファイルがうまくとして埋め込まれなければなりません。これは、ファイル指定辞書のRFエントリの値として、関連ファイルの配列（PDF 1.3）を含むことによって達成されます。アレイの形式で対にしなければならない2つの¥n個の要素を有するもの

[string1のストリーム1 string2のストリーム2 ... stringn streamn]

例次の例では、21、31オブジェクト、及び41は、ファイルがDOSファイルSUNSETを含むストリームに埋め込まれています。 EPS、Mac OSのファイル日没。 EPS、およびUNIXファイル日没。それぞれEPS、。ファイル指定の辞書のRF入力は、DCS 1.0セットを形成するMac OSのファイルに関連する埋め込みファイルのセットを、特定の配列、オブジェクト30を指定します。例えばショーセットにおける最初の2つの埋め込まれたファイルストリーム。実際のPDFファイルは、当然のことながら、それらのすべてが含まれます。 10 0 OBJ％ファイルの仕様辞書<< /タイプ/ filespecで/ DOS（SUNSET。EPS）/マック（サンセット。EPS）/ UnixのMac OSのファイルの％名前（サンセット。EPS）/ EF << / DOS 21 0 R /マック31 0 R％を組み込みMac OSのファイル/ Unixの41 0 R >> / RF << / Macの30 0 R >>％関連は、Mac OSファイルの配列をファイル>> Mac OSのファイルのための30 0 OBJ％関連ファイルの配列をendobj [ （サンセット。EPS）31 0 R％はファイル日没が含ま。 EPS自体（サンセット。C）32 0 R（サンセット。M）33 0 R（サンセット。Y）34 0 R

キータイプ値

Subtypeinteger（オプション）埋め込まれたファイルのファイルタイプ。 4文字のASCIIテキスト・リテラル、最初の上位バイトと、32ビットの整数でなければならない：それは、Mac OSの規則に従って整数として符号化されなければなりません。 EXAMPLETheファイルタイプ「CAROは」1128354383として小数で表され4341524F、整数進数として表現されます。

Creatorinteger（オプション）埋め込まれたファイルの作成者の署名がサブタイプと同じように符号化されなければなりません。



PDF 32000-1:2008

106 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

  ( Sunset . K ) 35 0 R 
] 

endobj 
 
31 0 obj % Embedded file stream for Mac OS file 

<<  /Type /EmbeddedFile % Sunset . eps 
  /Length … 
  /Filter … 

>> 
stream 
… Data for Sunset . eps … 
endstream 
endobj 
 
32 0 obj % Embedded file stream for related file 

<<  /Type /EmbeddedFile % Sunset . C 
  /Length … 
  /Filter … 

>> 
stream 
… Data for Sunset . C … 
endstream 
endobj

7.11.5 URL Specifications

When the FS entry in a file specification dictionary has the value URL, the value of the F entry in that dictionary 
is not a file specification string, but a uniform resource locator (URL) of the form defined in Internet RFC 1738, 
Uniform Resource Locators (see the Bibliography). 

EXAMPLE The following example shows a URL specification. 
 
<<  /FS /URL 

  /F ( ftp : / / www . beatles . com / Movies / AbbeyRoad . mov ) 
>>

The URL shall adhere to the character-encoding requirements specified in RFC 1738. Because 7-bit U.S. 
ASCII is a strict subset of PDFDocEncoding, this value shall also be considered to be in that encoding. 

7.11.6 Collection Items

Beginning with PDF 1.7, a collection item dictionary shall contain the data described by the collection schema 
dictionary for a particular file in a collection (see 12.3.5, "Collections"). Table 48 describes the entries in a 
collection item dictionary. 

Table 48 –  Entries in a collection item dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be CollectionItem for a collection item dictionary.
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7.11.5 URL仕様

ファイル指定辞書のFSエントリは値のURLを持っている場合は、その辞書内のFエントリの値は、ファイル指定文字列ではなく、インターネットRFC 1738で定義されたフォームのユニフォームリソースロケータ（URL）、ユニフォームリソースロケータ（参考文献を参照）。

例次の例が示すURLの指定。 << / FS / URL / F（FTP：。。。/ / WWWのビートルズのCOM /映画/ AbbeyRoad MOV）>>

URLは、文字エンコード要件を遵守する7ビットの米国ASCIIはPDFDocEncodingの厳密なサブセットであるため、RFC 1738で指定され、この値は、そのエンコーディングであることを考慮しなければなりません。

7.11.6コレクションアイテム

PDF 1.7以降では、コレクションアイテムの辞書はコレクション内の特定のファイルの収集スキーマ辞書で記述されたデータを含まなければならない（12.3.5、「コレクション」を参照してください）。表48には、コレクションアイテム辞書のエントリについて説明します。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、コレクションアイテムの辞書のためCollectionItemしなければなりません。
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A collection subitem dictionary provides the data corresponding to the related fields in the collection dictionary, 
and it provides a means of associating a prefix string with that data value. The prefix shall be ignored by the 
sorting algorithm. Table 49 describes the entries in a collection subitem dictionary. 

7.11.7 Maintenance of File Specifications

The techniques described in this sub-clause can be used to maintain the integrity of the file specifications within 
a PDF file during the following types of operations: 

• Updating the relevant file specification when a referenced file is renamed

• Determining the complete collection of files that are copied to a mirror site 

• When creating new links to external files, discovering existing file specifications that refer to the same files 
and sharing them 

• Finding the file specifications associated with embedded files to be packed or unpacked 

NOTE 1 It is not possible, in general, to find all file specification strings in a PDF file because there is no way to 
determine whether a given string is a file specification string. It is possible, however, to find all file specification 
dictionaries, provided that they meet the following conditions:  
 
They are indirect objects.  
 
They contain a Type entry whose value is the name Filespec. 

NOTE 2 A conforming reader can locate all of the file specification dictionaries by traversing the PDF file’s cross-
reference table (see 7.5.4, "Cross-Reference Table") and finding all dictionaries with Type keys whose value is 
Filespec. For this reason, all file specifications should be expressed in dictionary form and meet the conditions 
stated above. Any file specification dictionary specifying embedded files (that is, one that contains an EF entry) 
should satisfy these conditions (see Table 44). 

Other 
keys 

text string, 
date, 
number or 
dictionary

(Optional) Provides the data corresponding to the related fields in the 
collection dictionary. If the entry is a dictionary, then it shall be a collection 
subitem dictionary (see Table 49). 
The type of each entry shall match the type of data identified by the collection 
field dictionary (see Table 157) referenced by the same key in the collection 
schema dictionary (see Table 156). 
EXAMPLE If the corresponding collection field has a Subtype entry of 

S, then the entry is a text string. 

A single collection item dictionary may contain multiple entries, with one entry 
representing each key (see EXAMPLE 1 in 12.3.5, "Collections").

Table 49 –  Entries in a collection subitem dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be CollectionSubitem for a collection item dictionary.

D text string, 
date, or 
number

(Optional) The data corresponding to the related entry in the collection field 
dictionary (see Table 157). The type of data shall match the data type 
identified by the corresponding collection field dictionary. Default: none.

P text string (Optional) A prefix string that shall be concatenated with the text string 
presented to the user. This entry is ignored when a conforming reader sorts 
the items in the collection. Default: none. 

Table 48 –  Entries in a collection item dictionary  (continued)

Key Type Value
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収集サブ項目辞書は、収集辞書の関連フィールドに対応するデータを提供し、それはそのデータ値にプレフィックス文字列を関連付ける手段を提供します。接頭辞は、ソートアルゴリズムによって無視されなければなりません。表49は、コレクションのサブ項目の辞書のエントリを記述します。

ファイル仕様の7.11.7メンテナンス

•参照されたファイルの名前が変更されたときに、関連するファイル仕様を更新

•、外部ファイルへの新しいリンクを作成し、同じファイルを参照する既存のファイル仕様を発見し、それらを共有する場合

与えられた文字列は、ファイル指定文字列であるかどうかを判断する方法がないためNOTE 1これは、PDFファイル内のすべてのファイル指定文字列を見つけるために、一般的には、可能ではありません。それは、彼らが次の条件を満たしていなければならない、すべてのファイル指定辞書を見つけるために、しかし、可能である：彼らは間接的なオブジェクトです。彼らは、その値が名前ファイル指定であるタイプのエントリが含まれています。

注2 A準拠したリーダーは、PDFファイルの相互参照テーブルをトラバース（7.5.4、「相互参照表」を参照）、値filespecであるタイプのキーを持つすべての辞書を見つけることによってファイル指定の辞書のすべてを見つけることができます。このため、すべてのファイルの仕様は、辞書形で表現し、上記の条件を満たしている必要があります。 （で、EFのエントリが含まれている1）埋め込まれたファイルを指定して任意のファイル指定の辞書には、これらの条件を（表44を参照）を満たす必要があります。

他のキーテキスト文字列、日付、数値または辞書

（オプション）コレクションの辞書の関連分野に対応するデータを提供します。エントリが辞書であれば、それは、コレクションのサブ項目の辞書（表49を参照）でなければなりません。各エントリのタイプは、収集スキーマ辞書に同じキーによって参照される収集フィールド辞書（表157参照）（表156参照）によって識別されるデータのタイプと一致しなければなりません。 EXAMPLEIf対応するコレクションフィールドSのサブタイプのエントリがあり、エントリがテキスト文字列です。

単一の収集項目辞書は各キーを表す1つのエントリ（「コレクション」、12.3.5の例1を参照）と、複数のエントリを含んでいてもよいです。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、コレクションアイテムの辞書のためCollectionSubitemしなければなりません。

Dtext文字列、日付、または数値

（オプション）コレクションフィールド辞書内の関連エントリに対応するデータ（表157を参照のこと）。データの種類は、対応するコレクションフィールド辞書で識別されるデータ型と一致しなければなりません。デフォルト：なし。

表48  - コレクションアイテムの辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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NOTE 3 It may not be possible to locate file specification dictionaries that are direct objects, since they are neither self-
typed nor necessarily reachable by any standard path of object references. 

NOTE 4 Files may be embedded in a PDF file either directly, using the EF entry in a file specification dictionary, or 
indirectly, using related files arrays specified in the RF entry. If a file is embedded indirectly, its name is given 
by the string that precedes the embedded file stream in the related files array. If it is embedded directly, its 
name is obtained from the value of the corresponding entry in the file specification dictionary. 

EXAMPLE The EXAMPLE in 7.11.4.2, "Related Files Arrays," for instance, shows the EF dictionary having a DOS 
entry identifying object number 21 as an embedded file stream. The name of the embedded DOS file, 
SUNSET . EPS, is given by the DOS entry in the file specification dictionary. 

NOTE 5 A given external file may be referenced from more than one file specification. Therefore, when embedding a 
file with a given name, it is recommended to check for other occurrences of the same name as the value 
associated with the corresponding key in other file specification dictionaries. This requires finding all 
embeddable file specifications and, for each matching key, checking for both of the following conditions:  
 
The string value associated with the key matches the name of the file being embedded.  
 
A file has not already been embedded for the file specification. 

NOTE 6 If there is already a corresponding key in the EF dictionary, a file has already been embedded for that use of 
the file name. 

NOTE 7 Files associated with a given file name need not be unique. The same file name, such as readme . txt, may be 
associated with different embedded files in distinct file specifications.

7.12 Extensions Dictionary

7.12.1 General

The extensions dictionary, an entry in the document’s catalog dictionary, if present, shall contain one or more 
entries identifying developer-defined extensions to the ISO 32000-1 Standard. An extensions dictionary, not 
shown, may optionally contain a Type entry whose value is the name Extensions. The keys in the extensions 
dictionary shall be names consisting only of the registered prefixes, described in Annex E, of the developers 
whose extensions are being used. The values shall be developer extensions dictionaries specifying developer-
defined version information as shown in Table 50. The extensions dictionary, all developer extensions 
dictionary entries in the extensions dictionary, as well as their entries, all shall be direct objects (i.e., this 
information shall be nested directly within the catalog dictionary with no indirect objects used).

7.12.2 Developer Extensions Dictionary

Table 50 describes the entries in a developer extensions dictionary. 

Table 50 –  Entries in a developer extensions dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be DeveloperExtensions.

BaseVersion name (Required) The name of the PDF version to which this extension applies. The 
name shall be consistent with the syntax used for the Version entry of the 
catalog dictionary (see 7.7.2, “Document Catalog”).

ExtensionLevel integer (Required) An integer defined by the developer to denote the extension being 
used. If the developer introduces more than one extension to a given 
BaseVersion the extension level numbers assigned by that developer shall 
increase over time.
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彼らは、自己型付けやオブジェクト参照の任意の標準パスで必ずしも到達可能でもないので、注3直接オブジェクトであるファイル指定辞書を検索することができないかもしれません。

NOTE 4Filesは、RFエントリで指定された関連ファイルアレイを使用して、間接的にファイル指定辞書のEFエントリを使用して、直接PDFファイルに埋め込まれた、またはすることができます。ファイルを間接的に埋め込まれている場合、その名前は、関連するファイルの列に埋め込まれたファイルストリームの前に、文字列で与えられます。それが直接埋め込まれている場合、その名前は、ファイル指定辞書内の対応するエントリの値から得られます。

7.11.4.2でEXAMPLEThe例、例えば「関連ファイル配列」、ショー埋め込みファイルストリームとしてオブジェクト番号21を識別するDOSエントリを有するEF辞書。埋め込まれたDOSファイル、SUNSETの名前。 EPS、ファイル指定辞書のDOSエントリで与えられます。

注5 A指定した外部ファイルには、複数のファイル指定から参照することができます。指定された名前のファイルを埋め込む場合したがって、他のファイル指定辞書に対応するキーに関連付けられた値と同じ名前の他の出現を確認することが推奨されます。キーに関連付けられた文字列値が埋め込まれているファイルの名前と一致する：これは、すべての埋め込みファイルの仕様を見つけると、一致する各キーに対して、次の条件の両方のチェックが必要です。ファイルが既にファイル仕様のために埋め込まれていません。

注6すでにEF辞書に対応するキーがある場合は、ファイルはすでにファイル名の使用のために埋め込まれています。

指定したファイル名に関連付けられNOTEの7Filesは一意である必要はありません。同じファイル名、Readmeファイルなど。 TXTは、個別のファイルの仕様の異なる埋め込まれたファイルを関連付けることができます。

7.12拡張辞書

7.12.1一般的な

現在は、ISO 32000-1規格に開発者が定義した拡張を特定する1つまたは複数の項目を含まなければならない場合の拡張機能は、ドキュメントのカタログ辞書のエントリを辞書。拡張辞書、図示していないが、必要に応じてその値が名前の拡張機能であるタイプのエントリが含まれていてもよいです。拡張辞書のキーは拡張使用されている開発者の附属書Eに記載の登録接頭辞でのみからなる名前、しなければなりません。値は、表50.拡張辞書に示すように、開発者定義のバージョン情報を指定する開発者拡張辞書であり、すべての現像拡張辞書拡張辞書のエントリ、ならびにそれらのエントリは、すべてのこの情報の直接オブジェクト（すなわち、しなければならないものとはなら）を使用していない間接的なオブジェクトとカタログ辞書内で直接入れ子にすること。

7.12.2開発者向けの拡張機能辞書

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、DeveloperExtensionsしなければなりません。

BaseVersionname（必須）この拡張機能が適用されるPDFバージョンの名前。名前は（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照してください）カタログ辞書のバージョンエントリのために使用される構文と一致しなければなりません。

ExtensionLevelinteger（必須）使用されている拡張機能を示すために、開発者によって定義された整数。開発者の紹介はより与えられたBaseVersionに1つの拡張子よりもその開発者によって割り当てられた拡張レベル番号は、時間の経過とともに増加するものとした場合。
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7.12.3 BaseVersion

The value of the BaseVersion entry shall be a name and shall be consistent with the syntax used for the 
Version entry value of the catalog dictionary (see 7.7.2, “Document Catalog”). The value of BaseVersion, 
when treated as a version number, shall be less than or equal to the PDF version, both in the document header 
(see 7.5.2, “File Header”) and the catalog Version key value, if present. The value of BaseVersion may be 
different from the version number in the document header or that supplied by the Version key in the Catalog. 
This is because it reflects the version of the standard that has been extended and not the version of this 
particular file.

NOTE 1 The value of BaseVersion is not to be interpreted as a real number but as two integers with a PERIOD (2Eh) 
between them.

7.12.4 ExtensionLevel

The value of the ExtensionLevel entry shall be an integer, which shall be interpreted with respect to the 
BaseVersion value. If a developer has released multiple extensions against the same BaseVersion value, 
they shall be ordered over time and the ExtensionsLevel numbers shall be a monotonically increasing 
sequence over time.

EXAMPLE 1 %PDF–1.7 
<</Type /Catalog 
   /Extensions 

<< /ADBE 
<</BaseVersion   /1.7 
    /ExtensionLevel   3 
>> 

>> 
>>

EXAMPLE 2 %PDF–1.7 
<</Type /Catalog 
   /Extensions 

<< /GLGR 
<</BaseVersion   /1.7 
    /ExtensionLevel   1002 
>> 

>> 
>>

EXAMPLE 3 %PDF–1.7 
<</Type /Catalog 
   /Extensions 

<< /ADBE 
<</BaseVersion   /1.7 
    /ExtensionLevel   3 
>> 

     /GLGR 
<</BaseVersion   /1.7 
    /ExtensionLevel   1002 
>> 

>> 
>> 
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7.12.3 BaseVersion

BaseVersionエントリの値が（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）の名前でなければならず、カタログ辞書のバージョンエントリ値のために使用される構文と一致しなければなりません。バージョン番号として扱わBaseVersion、の値は、存在する場合、カタログバージョンキー値（「ファイルヘッダを」7.5.2を参照）未満またはPDFバージョンに等しく、両方の文書ヘッダ内でなければなりません。 BaseVersionの値は、文書のヘッダーまたはカタログ内のVersionキーによって供給されるバージョン番号と異なっていてもよいです。それは、この特定のファイルのバージョンを拡張していないされた標準のバージョンを反映しているためです。

注記1 BaseVersionの値は、実数としてではなく、それらの間の期間（2EH）を有する2つの整数として解釈されるべきではありません。

7.12.4 ExtensionLevel

ExtensionLevelエントリの値はBaseVersion値に対して解釈されなければならない整数でなければなりません。開発者が同じBaseVersion値に対して複数の拡張子をリリースしている場合、彼らは時間をかけて注文されなければならないとExtensionsLevel番号は、時間の経過とともに単調に増加する順序でなければなりません。

例1％PDF-1.7 << /タイプ/カタログ/拡張<< / ADBE << / BaseVersion /1.7 / ExtensionLevel 3 >> >> >>

【実施例2％PDF-1.7 << /タイプ/カタログ/拡張<< / GLGR << / BaseVersion /1.7 / ExtensionLevel 1002 >> >> >>



PDF 32000-1:2008

110 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

8 Graphics

8.1 General

The graphics operators used in PDF content streams describe the appearance of pages that are to be 
reproduced on a raster output device. The facilities described in this clause are intended for both printer and 
display applications. 

The graphics operators form six main groups: 

• Graphics state operators manipulate the data structure called the graphics state, the global framework 
within which the other graphics operators execute. The graphics state includes the current transformation 
matrix (CTM), which maps user space coordinates used within a PDF content stream into output device 
coordinates. It also includes the current colour, the current clipping path, and many other parameters that 
are implicit operands of the painting operators. 

• Path construction operators specify paths, which define shapes, line trajectories, and regions of various 
sorts. They include operators for beginning a new path, adding line segments and curves to it, and closing 
it. 

• Path-painting operators fill a path with a colour, paint a stroke along it, or use it as a clipping boundary. 

• Other painting operators paint certain self-describing graphics objects. These include sampled images, 
geometrically defined shadings, and entire content streams that in turn contain sequences of graphics 
operators. 

• Text operators select and show character glyphs from fonts (descriptions of typefaces for representing text 
characters). Because PDF treats glyphs as general graphical shapes, many of the text operators could be 
grouped with the graphics state or painting operators. However, the data structures and mechanisms for 
dealing with glyph and font descriptions are sufficiently specialized that clause 9, "Text" focuses on them. 

• Marked-content operators associate higher-level logical information with objects in the content stream. 
This information does not affect the rendered appearance of the content (although it may determine if the 
content should be presented at all; see 8.11, "Optional Content"); it is useful to applications that use PDF 
for document interchange. Marked content is described in 14.6, "Marked Content".

This clause presents general information about device-independent graphics in PDF: how a PDF content 
stream describes the abstract appearance of a page. Rendering—the device-dependent part of graphics—is 
covered in clause 10, "Rendering". The Bibliography lists a number of books that give details of these computer 
graphics concepts and their implementation. 

8.2 Graphics Objects

As discussed in 7.8.2, "Content Streams", the data in a content stream shall be interpreted as a sequence of 
operators and their operands, expressed as basic data objects according to standard PDF syntax. A content 
stream can describe the appearance of a page, or it can be treated as a graphical element in certain other 
contexts. 

The operands and operators shall be written sequentially using postfix notation. Although this notation 
resembles the sequential execution model of the PostScript language, a PDF content stream is not a program 
to be interpreted; rather, it is a static description of a sequence of graphics objects. There are specific rules, 
described below, for writing the operands and operators that describe a graphics object. 

PDF provides five types of graphics objects: 

• A path object is an arbitrary shape made up of straight lines, rectangles, and cubic Bézier curves. A path 
may intersect itself and may have disconnected sections and holes. A path object ends with one or more 
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8枚のグラフィックス

8.1一般

•グラフィックス状態演算子は、グラフィックス状態と呼ばれるデータ構造、他のグラフィックスオペレータが実行その中グローバルフレームワークを操作します。グラフィック状態は、出力デバイス座標にPDFコンテンツストリーム内で使用されるユーザ空間座標をマッピング現在の変換行列（CTM）を含みます。また、現在の色、現在のクリッピングパス、及び塗装事業者の暗黙のオペランドである多くの他のパラメータを含みます。

•パス構築演算子は、形状、線軌道、及び各種の領域を定義するパスを指定します。彼らは、新しいパスを開始することに線分や曲線を追加し、それを閉じるための演算子を含んでいます。

•パス・塗装事業者は、それに沿ってストロークをペイントし、色でパスを塗りつぶし、またはクリップ境界として使用します。

•その他の塗装事業者は、特定の自己記述のグラフィックスオブジェクトを描きます。これらは、次に、グラフィック演算子の配列を含むことがサンプリングされた画像、幾何学的に定義された陰影、及び全体のコンテンツ・ストリームを含みます。

•テキスト演算子は、選択して（テキスト文字を表現するための書体の説明）フォントから文字のグリフを示しました。一般的なグラフィカルな形状のようなPDFの扱いグリフので、テキスト事業者の多くは、グラフィック状態や塗装事業者とグループ化することができます。しかし、グリフとフォントの記述を扱うためのデータ構造とメカニズムは十分句9は、「テキスト」はそれらに焦点を当てていることを専門としています。

•マーク・コンテンツ事業者は、コンテンツストリーム内のオブジェクトをより高いレベルの論理情報を関連付けます。 （; 8.11、「オプションの内容」を参照してください。内容が全く提示されなければならない場合、それは決定することができるが）この情報は、コンテンツのレンダリング表示には影響を与えません。それは、文書交換のためにPDFを使用するアプリケーションに便利です。マーク内容は、「コンテンツをマーク」、14.6に記載されています。

PDFコンテンツストリームは、ページの抽象的な外観を記述する方法：この句は、PDF内のデバイス非依存のグラフィックスに関する一般的な情報を提供します。レンダリング・グラフィックスは「レンダリング」、節10に覆わのデバイス依存部分。参考文献は、これらのコンピュータグラフィックスの概念とその実装の詳細を与える本の数を示しています。

8.2グラフィックスオブジェクト

7.8.2で説明したように、「コンテンツ・ストリーム」、コンテンツストリーム内のデータは、標準的なPDF構文によれば、オペレータとそのオペランドのシーケンスとして解釈さ基本的なデータオブジェクトとして表現されなければなりません。コンテンツストリームは、ページの外観を記述することができる、またはそれは、特定の他の状況においてグラフィカル要素として扱うことができます。

オペランドと演算子はポストフィックス表記法を用いて順次に書き込まれなければなりません。この表記は、PostScript言語の逐次実行モデルに似ていますが、PDFのコンテンツストリームを解釈するプログラムではありません。むしろ、それは、グラフィックスオブジェクトのシーケンスの静的な記述です。グラフィックオブジェクトを記述オペランドと演算子を書くために、以下に説明する特定のルールがあります。

•パスオブジェクトは、直線、四角形、及び立方ベジェ曲線で構成された任意の形状です。パスは、それ自体と交差してもよいし、切断セクションと穴を有していてもよいです。一つ以上のパスのオブジェクトを終了
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painting operators that specify whether the path shall be stroked, filled, used as a clipping boundary, or 
some combination of these operations. 

• A text object consists of one or more character strings that identify sequences of glyphs to be painted. Like 
a path, text can be stroked, filled, or used as a clipping boundary. 

• An external object (XObject) is an object defined outside the content stream and referenced as a named 
resource (see 7.8.3, "Resource Dictionaries"). The interpretation of an XObject depends on its type. An 
image XObject defines a rectangular array of colour samples to be painted; a form XObject is an entire 
content stream to be treated as a single graphics object. Specialized types of form XObjects shall be used 
to import content from one PDF file into another (reference XObjects) and to group graphical elements 
together as a unit for various purposes (group XObjects). In particular, the latter are used to define 
transparency groups for use in the transparent imaging model (transparency group XObjects, discussed in 
detail in clause 11, "Transparency"). There is also a PostScript XObject that may appear in some existing 
PDF files, but it should not be used by a PDF 1.7 conforming writer.

• An inline image object uses a special syntax to express the data for a small image directly within the 
content stream. 

• A shading object describes a geometric shape whose colour is an arbitrary function of position within the 
shape. (A shading can also be treated as a colour when painting other graphics objects; it is not 
considered to be a separate graphics object in that case.) 

PDF 1.3 and earlier versions use an opaque imaging model in which each graphics object is painted in 
sequence, completely obscuring any previous marks it may overlay on the page. PDF 1.4 introduced a 
transparent imaging model in which objects can be less than fully opaque, allowing previously painted marks to 
show through. Each object is painted on the page with a specified opacity, which may be constant at every 
point within the object’s shape or may vary from point to point. The previously existing contents of the page 
form a backdrop with which the new object is composited, producing results that combine the colours of the 
object and backdrop according to their respective opacity characteristics. The objects at any given point on the 
page forms a transparency stack, where the stacking order is defined to be the order in which the objects shall 
be specified, bottommost object first. All objects in the stack can potentially contribute to the result, depending 
on their colours, shapes, and opacities. 

PDF’s graphics parameters are so arranged that objects shall be painted by default with full opacity, reducing 
the behaviour of the transparent imaging model to that of the opaque model. Accordingly, the material in this 
clause applies to both the opaque and transparent models except where explicitly stated otherwise; the 
transparent model is described in its full generality in clause 11, "Transparency". 

Although the painting behaviour described above is often attributed to individual operators making up an object, 
it is always the object as a whole that is painted. Figure 9 in Annex L shows the ordering rules for the 
operations that define graphics objects. Some operations shall be permitted only in certain types of graphics 
objects or in the intervals between graphics objects (called the page description level in the figure). Every 
content stream begins at the page description level, where changes may be made to the graphics state, such 
as colours and text attributes, as discussed in the following sub-clauses. 

In the Figure 9 in Annex L, arrows indicate the operators that mark the beginning or end of each type of 
graphics object. Some operators are identified individually, others by general category. Table 51 summarizes 
these categories for all PDF operators. 

Table 51 –  Operator Categories  

Category Operators Table

General graphics state w, J, j, M, d, ri, i, gs 57

Special graphics state q, Q, cm 57

Path construction m, l, c, v, y, h, re 59
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パスは、ストローク充填し、クリップ境界、またはこれらの操作のいくつかの組み合わせとして使用されなければならないかどうかを指定する演算子を描きます。

•テキストオブジェクトは、塗装されるグリフの配列を同定する1つの以上の文字列で構成されています。パスように、テキストは、ストローク充填、またはクリップ境界として使用することができます。

•外部のオブジェクト（のXObjectは）という名前のリソースとして、コンテンツストリームの外に定義されており、参照されたオブジェクトは、（7.8.3、「リソース辞書」を参照）です。 XObjectの解釈はその種類によって異なります。画像のXObjectは、塗装されるべきカラーサンプルの矩形配列を定義します。フォームのXObjectは、単一のグラフィックオブジェクトとして処理されるべき全コンテンツ・ストリームです。特殊フォームXObjectsのタイプ別に1つのPDFファイルからインポートするコンテンツに使用されなければならない（基準XObjects）と様々な目的（グループXObjects）用のユニットとして一緒にグループグラフィカル要素へ。特に、後者は、透明なイメージングモデルで使用するための透明度グループを定義するために使用される（条項11に詳細に論じ透明基XObjects、「透明性」）。そこにいくつかの既存のPDFファイルに表示されることのPostScript XObjectをもあるが、それは作家に準拠したPDF 1.7で使用すべきではありません。

PDF 1.3およびそれ以前のバージョンは、完全にそれがページ上にオーバーレイすることができる任意の以前のマークを不明瞭、各グラフィックオブジェクトが順序で描かれている不透明なイメージングモデルを使用します。 PDF 1.4には、以前に描かれたマークが透けて見えることができ、オブジェクトは完全に不透明未満であることが可能な透明イメージングモデルを導入しました。各オブジェクトは、オブジェクトの形状内の全ての点において一定であってもよいし、点から点に変化することができる指定された不透明度、でページに描かれています。ページの既存の内容が新しいオブジェクトがそれらのそれぞれの不透明度特性に応じて、オブジェクトと背景の色を組み合わせて結果を生成し、合成している背景を形成します。ページ上の任意の点におけるオブジェクトは、積層順序はオブジェクトを最初に、最下層のオブジェクトを指定しなければならない順序であると定義される透明積層体を形成します。スタック内のすべてのオブジェクトは潜在的にその色、形、および不透明度に応じて、結果に貢献することができます。

PDFのグラフィックスパラメータは、その不透明なモデルのそれに透明イメージングモデルの振る舞いを減らし、オブジェクトが完全に不透明で、デフォルトで塗装されなければならないように配置されています。したがって、この句の材料は、特に明記する場合を除いて、不透明と透明モデルの両方に適用されます。透明モデルは節11、「透明性」にその完全に一般に記載されています。

ペイント動作は上述したが、多くの場合、オブジェクトを構成する個々の事業者に起因する、それは常に塗装され、全体としてのオブジェクトです。付属書Lにおける図9は、グラフィクスオブジェクトを定義する操作の順序規則を示します。一部の操作は、グラフィックスオブジェクトの特定のタイプまたはグラフィックスオブジェクト（図中のページ記述レベルと呼ばれる）との間の間隔で許容されなければなりません。すべてのコンテンツストリームは、以下のサブ節で説明したように変化は、例えば色、テキスト属性として、グラフィックス状態になされてもよいページ記述レベルで始まります。

付属書Lに、図9において、矢印は、グラフィックスオブジェクトの各種類の最初または最後をマークする演算子を示しています。いくつかの演算子は、一般的なカテゴリーによって、個別に他の人を識別しています。表51は、すべてのPDFオペレータのためにこれらのカテゴリをまとめました。

カテゴリー演算子表

一般的なグラフィックス状態がW、J、J、M、D、RI、I、GS 57

特殊なグラフィックス状態q、Q、センチ57

パス構築M、L、C、V、Y、H、再59
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Path painting S, s, f, F, f*, B, B*, b, b*, n 60

Clipping paths W, W* 61

Text objects BT, ET 107

Text state Tc, Tw, Tz, TL, Tf, Tr, Ts

Text positioning Td, TD, Tm, T* 108

Text showing Tj, TJ, ', " 109

Type 3 fonts d0, d1 113

Color CS, cs, SC, SCN, sc, scn, G, g, RG, 
rg, K, k

74

Shading patterns sh 77

Inline images BI, ID, EI 92

XObjects Do 87

Marked content MP, DP, BMC, BDC, EMC 320

Compatibility BX, EX 32

Table 51 –  Operator Categories (continued)

Category Operators Table
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経路Sをペイント、S、F、F、F *、B、B *、B、B *、N 60

クリッピングパスW、W * 61

テキストはBT、ETオブジェクト107

テキスト状態のTc、Twと、Tzを、TL、Tfは、Trと、Tsの

Tdと、TD、TM、T * 108を位置決めするテキスト

Tjを、TJを示すテキスト」、 "109

D0、D1 113 3フォントを入力

色CS、CS、SC、SCN、SC、SCN、G、G、RG、RG、K、K74

シェーディングpatternssh77

インライン画像BI、ID、EI 92

XObjectsDo87

マークコンテンツMP、DP、BMC、BDC、EMC320

互換性BX、EX 32

表51  - オペレータカテゴリー（続き）

カテゴリー演算子表
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Figure 9 –  Graphics Objects

EXAMPLE The path construction operators m and re signal the beginning of a path object. Inside the path object, 
additional path construction operators are permitted, as are the clipping path operators W and W*, but not 
general graphics state operators such as w or J. A path-painting operator, such as S or f, ends the path 
object and returns to the page description level.

NOTE A conforming reader may process a content stream whose operations violate these rules for describing 
graphics objects and can produce unpredictable behaviour, even though it may display and print the stream 
correctly. Applications that attempt to extract graphics objects for editing or other purposes depend on the 
objects’ being well formed. The rules for graphics objects are also important for the proper interpretation of 
marked content (see 14.6, "Marked Content"). 

A graphics object also implicitly includes all graphics state parameters that affect its behaviour. For instance, a 
path object depends on the value of the current colour parameter at the moment the path object is defined. The 
effect shall be as if this parameter were specified as part of the definition of the path object. However, the 
operators that are invoked at the page description level to set graphics state parameters shall not be 

Path object

Allowed operators:
•  Path construction

Text object

Allowed operators:
•  General graphics state
•  Color
•  Text state
•  Text-showing
•  Text-positioning
•  Marked-content

Page description level

Allowed operators:
•  General graphics state
•  Special graphics state
•  Color
•  Text state
•  Marked-content

Clipping path object

Allowed operators:
•  None

Shading object

Allowed operators:
•  None

In-line image object

Allowed operators:
•  ID

External object

Allowed operators:
•  None

(immediate)

Path-painting
operators

(immediate)

Path-painting
operators

m, re

EI BI Do

sh

BT ETW, W*
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図9  - グラフィックスオブジェクト

実施例パス構築オペレータはMとパスオブジェクトの始まりを知らせる再。パスオブジェクトの内部に、追加のパス構築オペレータが許可されないようクリッピングパスW及びW *の演算子が、このようなSまたはFのようなWまたはJ. Aのパスペイントオペレータなどの一般的なグラフィックス状態演算子は、であり、パスを終了しますオブジェクトとページ記述レベルに戻ります。

NOTEA準拠リーダーは、それが正しくストリームを表示し、印刷しても、その操作グラフィックオブジェクトを記述するためにこれらのルールに違反すると予期しない動作を生成することができるコンテンツストリームを処理してもよいです。編集や他の目的のためのグラフィックスオブジェクトを抽出しようとするアプリケーションは、うまく形成されているオブジェクトの依存します。グラフィックスオブジェクトのためのルールもマークされたコンテンツの適切な解釈のために重要である（14.6、「マーク付きコンテンツ」を参照してください）。

グラフィックオブジェクトは、暗黙的にその動作に影響を与えるすべてのグラフィックス状態パラメータを含んでいます。例えば、パスオブジェクト、パスオブジェクトが定義されている瞬間に現在の色パラメータの値に依存します。このパラメータは、パスオブジェクトの定義の一部として指定された場合と同様の効果がなければなりません。しかし、セットのグラフィックス状態パラメータにページ記述レベルで起動している事業者は、あってはなりません

Pathオブジェクト

可演算子：•パスの構築

Textオブジェクト

可演算子：•一般的なグラフィックスの状態•カラー•テキスト状態••テキストを示すテキスト位置決め•マーク・コンテンツ

ページ記述レベル

可演算子：•一般的なグラフィック状態•特別なグラフィック状態•カラー•テキスト状態•マーク・コンテンツ

クリッピングパスオブジェクト

可演算子：•なし

シェーディングオブジェクト

可演算子：•なし

インライン画像オブジェクト

可演算子：•ID

外部オブジェクト

可演算子：•なし

（即時）

パスpaintingoperators

（即時）

パス-paintingoperatorsm、再

EI BIドゥ

SH

BT ETW、W *
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considered to belong to any particular graphics object. Graphics state parameters should be specified only 
when they change. A graphics object can depend on parameters that were defined much earlier. 

Similarly, the individual character strings within a text object implicitly include the graphics state parameters on 
which they depend. Most of these parameters may be set inside or outside the text object. The effect is as if 
they were separately specified for each text string. 

The important point is that there is no semantic significance to the exact arrangement of graphics state 
operators. A conforming reader or writer of a PDF content stream may change an arrangement of graphics 
state operators to any other arrangement that achieves the same values of the relevant graphics state 
parameters for each graphics object. A conforming reader or writer shall not infer any higher-level logical 
semantics from the arrangement of tokens constituting a graphics object. A separate mechanism, marked 
content (see 14.6, "Marked Content"), allows such higher-level information to be explicitly associated with the 
graphics objects. 

8.3 Coordinate Systems

8.3.1 General

Coordinate systems define the canvas on which all painting occurs. They determine the position, orientation, 
and size of the text, graphics, and images that appear on a page. This sub-clause describes each of the 
coordinate systems used in PDF, how they are related, and how transformations among them are specified. 

NOTE The coordinate systems discussed in this sub-clause apply to two-dimensional graphics. PDF 1.6 introduced 
the ability to display 3D artwork, in which objects are described in a three-dimensional coordinate system, as 
described in 13.6.5, "Coordinate Systems for 3D". 

8.3.2 Coordinate Spaces

8.3.2.1 General

Paths and positions shall be defined in terms of pairs of coordinates on the Cartesian plane. A coordinate pair 
is a pair of real numbers x and y that locate a point horizontally and vertically within a two-dimensional 
coordinate space. A coordinate space is determined by the following properties with respect to the current 
page: 

• The location of the origin 

• The orientation of the x and y axes 

• The lengths of the units along each axis 

PDF defines several coordinate spaces in which the coordinates specifying graphics objects shall be 
interpreted. The following sub-clauses describe these spaces and the relationships among them. 

Transformations among coordinate spaces shall be defined by transformation matrices, which can specify any 
linear mapping of two-dimensional coordinates, including translation, scaling, rotation, reflection, and skewing. 
Transformation matrices are discussed in 8.3.3, "Common Transformations" and 8.3.4, "Transformation 
Matrices". 

8.3.2.2 Device Space

The contents of a page ultimately appear on a raster output device such as a display or a printer. Such devices 
vary greatly in the built-in coordinate systems they use to address pixels within their imageable areas. A 
particular device’s coordinate system is called its device space. The origin of the device space on different 
devices can fall in different places on the output page; on displays, the origin can vary depending on the 
window system. Because the paper or other output medium moves through different printers and imagesetters 
in different directions, the axes of their device spaces may be oriented differently. For instance, vertical (y) 
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同様に、テキストオブジェクト内の個々の文字列は、暗黙のうちに、彼らが依存しているグラフィック状態パラメータを含みます。これらのパラメータのほとんどは、一連の内部または外部テキストオブジェクトでもよいです。彼らは別に、各テキスト文字列に指定されたかのような効果があります。

重要な点は、グラフィックス状態のオペレータの正確な配置に何の意味的な重要性がないことです。 PDFコンテンツストリームの適合リーダ又はライタは、各グラフィックスオブジェクトに関連するグラフィック状態パラメータの同じ値を達成する任意の他の配列にグラフィックス状態演算子の配置を変更してもよいです。適合リーダ又はライタは、グラフィックオブジェクトを構成するトークンの配置から、任意の上位レベル論理セマンティクスを推測してはなりません。別機構、マークされたコンテンツは、（14.6、「マーク付きコンテンツ」を参照）、そのようなより高いレベルの情報は、明示的にグラフィック・オブジェクトに関連付けされることを可能にします。

8.3座標系

8.3.1一般的な

座標系は、すべてのペイントが発生したキャンバスを定義します。彼らは、ページに表示されるテキスト、グラフィックス、および画像の位置、向き、およびサイズを決定します。このサブ句は、それらがどのように関連しているか、PDFで使用される座標系のそれぞれを説明し、そしてどのようにそれらの間での変換が指定されています。

この副節で説明した注座標系は、二次元のグラフィックスにも適用されます。 PDF 1.6「は3D用の座標系」、13.6.5に記載されているようにオブジェクトは、三次元座標系で記述された3D作品を表示する機能を導入しました。

8.3.2座標スペース

8.3.2.1一般的な

座標空間の間での変換は、変換、スケーリング、回転、反射、及びスキューを含む二次元座標、任意の線形マッピングを指定することができる変換行列によって定義されます。変換行列は8.3.3、「一般的な変換」と8.3.4、「変換行列」で説明されています。

8.3.2.2デバイス空間

ページの内容は、最終的に、ディスプレイやプリンタ等のラスタ出力装置に表示されます。そのようなデバイスは、彼らが彼らの画像形成可能領域内のアドレスの画素に使用内蔵座標系で大きく変化します。特定のデバイスの座標系は、そのデバイス空間と呼ばれています。異なるデバイス上のデバイス空間の原点は、出力ページ上の別の場所に落ちることができます。ディスプレイ上で、原点はウィンドウシステムによって異なります。異なる方向に異なるプリンタやイメージセッターを介して、紙または他の出力媒体が移動するので、それらのデバイス空間の軸は異なって配向されてもよいです。例えば、垂直方向（Y）



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 115

PDF 32000-1:2008

coordinates may increase from the top of the page to the bottom on some devices and from bottom to top on 
others. Finally, different devices have different resolutions; some even have resolutions that differ in the 
horizontal and vertical directions. 

NOTE If coordinates in a PDF file were specified in device space, the file would be device-dependent and would 
appear differently on different devices. 

EXAMPLE Images specified in the typical device spaces of a 72-pixel-per-inch display and a 600-dot-per-inch printer 
would differ in size by more than a factor of 8; an 8-inch line segment on the display would appear less 
than 1 inch long on the printer. Figure 10 in Annex L shows how the same graphics object, specified in 
device space, can appear drastically different when rendered on different output devices. 

Figure 10 –  Device Space

8.3.2.3 User Space

To avoid the device-dependent effects of specifying objects in device space, PDF defines a device-independent 
coordinate system that always bears the same relationship to the current page, regardless of the output device 
on which printing or displaying occurs. This device-independent coordinate system is called user space. 

The user space coordinate system shall be initialized to a default state for each page of a document. The 
CropBox entry in the page dictionary shall specify the rectangle of user space corresponding to the visible 
area of the intended output medium (display window or printed page). The positive x axis extends horizontally 
to the right and the positive y axis vertically upward, as in standard mathematical practice (subject to alteration 
by the Rotate entry in the page dictionary). The length of a unit along both the x and y axes is set by the 
UserUnit entry (PDF 1.6) in the page dictionary (see Table 30). If that entry is not present or supported, the 
default value of 1 ⁄ 72 inch is used. This coordinate system is called default user space. 

NOTE 1 In PostScript, the origin of default user space always corresponds to the lower-left corner of the output 
medium. While this convention is common in PDF documents as well, it is not required; the page dictionary’s 
CropBox entry can specify any rectangle of default user space to be made visible on the medium. 

NOTE 2 The default for the size of the unit in default user space (1 ⁄ 72 inch) is approximately the same as a point, a unit 
widely used in the printing industry. It is not exactly the same, however; there is no universal definition of a 
point. 

Conceptually, user space is an infinite plane. Only a small portion of this plane corresponds to the imageable 
area of the output device: a rectangular region defined by the CropBox entry in the page dictionary. The region 
of default user space that is viewed or printed can be different for each page and is described in 14.11.2, "Page 
Boundaries". 

Coordinates in user space (as in any other coordinate space) may be specified as either integers or real 
numbers, and the unit size in default user space does not constrain positions to any arbitrary grid. The 
resolution of coordinates in user space is not related in any way to the resolution of pixels in device space. 

Device space for
72-dpi screen

Device space for 
300-dpi printer
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座標は、一部のデバイス上の下へ、下から他人のトップへページの最上部から増加する可能性があります。最後に、異なるデバイスは、異なる解像度を持っています。いくつかのも、水平方向と垂直方向で異なる解像度を持っています。

NOTE PDFファイル内の座標がデバイス空間で指定された場合、ファイルはデバイス依存だろうし、異なるデバイス上で異なって表示されます。

例えば画像は72ピクセル・パー・インチディスプレイの典型的なデバイス空間で指定された600ドット・パー・インチプリンタは8倍以上にサイズが異なることになります。ディスプレイ上の8インチの線分は、プリンタに長い1インチ未満に現れます。異なる出力装置に描画されたときにどのように同一のグラフィックオブジェクト付属書Lショーの図10は、デバイス空間で指定され、大幅に異なって見えることができます。

図10  - デバイス空間

8.3.2.3ユーザ空間

デバイス空間内のオブジェクトを特定のデバイスに依存効果を回避するために、PDFは関係なく、常に印刷または表示が発生する出力デバイスの現在のページに同じ関係を有することをデバイスに依存しない座標系を定義します。このデバイスに依存しない座標系は、ユーザスペースと呼ばれています。

ユーザ空間の座標系は、文書の各ページのデフォルトの状態に初期化されなければなりません。ページ辞書におけるクロップボックスのエントリは、意図された出力媒体（ディスプレイ画面または印刷されたページ）の表示領域に対応するユーザ空間の矩形を指定しなければなりません。正のx軸が右方向に水平に延びており、正のyは、標準的な数学的なプラクティス（ページ辞書に回転エントリによって変化を受ける）のように、上向きの垂直軸x軸およびy軸の両方に沿ったユニットの長さは、ページ辞書内UserUnitエントリ（PDF 1.6）（表30を参照）によって設定されます。そのエントリが存在するか、またはサポートされていない場合、72分の1インチのデフォルト値が使用されます。この座標系はデフォルトユーザスペースと呼ばれています。

注1でのPostScript、デフォルトのユーザ空間の原点は、常に出力媒体の左下隅に対応しています。この規則は、同様にPDF文書で一般的であるが、これは必須ではありません。ページ辞書のクロップボックスのエントリは、媒体上で可視化されるデフォルトのユーザ空間の任意の矩形領域を指定することができます。

デフォルトユーザ空間（72分の1インチ）単位のサイズの注意2Theデフォルトは約点、広く印刷業界で使用される単位と同じです。しかし、まったく同じではありません。ポイントの普遍的な定義はありません。

概念的には、ユーザ空間は無限平面です。ページ辞書におけるクロップボックスのエントリで定義される矩形領域：出力装置の画像形成可能な領域に、この面相当のごく一部。表示または印刷されたページごとに異なっていてもよく、14.11.2に記述されているデフォルトのユーザ空間、「ページ境界」の領域。

（他の座標空間のように）ユーザ空間内の座標は、整数または実数のいずれかとして指定することができ、デフォルトユーザ空間の単位サイズは、任意のグリッドに位置を拘束しません。ユーザ空間の座標の分解能は、デバイス空間における画素の解像度に何らかの方法で関連していません。

デバイス空間for72-DPI画面

300 dpiのプリンタ用デバイス空間



PDF 32000-1:2008

116 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

The transformation from user space to device space is defined by the current transformation matrix (CTM), an 
element of the PDF graphics state (see 8.4, "Graphics State"). A conforming reader can adjust the CTM for the 
native resolution of a particular output device, maintaining the device-independence of the PDF page 
description. Figure 11 in Annex L shows how this allows an object specified in user space to appear the same 
regardless of the device on which it is rendered. 

NOTE 3 The default user space provides a consistent, dependable starting place for PDF page descriptions regardless 
of the output device used. If necessary, a PDF content stream may modify user space to be more suitable to its 
needs by applying the coordinate transformation operator, cm (see 8.4.4, "Graphics State Operators"). Thus, 
what may appear to be absolute coordinates in a content stream are not absolute with respect to the current 
page because they are expressed in a coordinate system that may slide around and shrink or expand. 
Coordinate system transformation not only enhances device-independence but is a useful tool in its own right. 

EXAMPLE A content stream originally composed to occupy an entire page can be incorporated without change as an 
element of another page by shrinking the coordinate system in which it is drawn. 

Figure 11 –  User Space

8.3.2.4 Other Coordinate Spaces

In addition to device space and user space, PDF uses a variety of other coordinate spaces for specialized 
purposes: 

• The coordinates of text shall be specified in text space. The transformation from text space to user space 
shall be defined by a text matrix in combination with several text-related parameters in the graphics state 
(see 9.4.2, "Text-Positioning Operators"). 

• Character glyphs in a font shall be defined in glyph space (see 9.2.4, "Glyph Positioning and Metrics"). The 
transformation from glyph space to text space shall be defined by the font matrix. For most types of fonts, 
this matrix shall be predefined to map 1000 units of glyph space to 1 unit of text space; for Type 3 fonts, the 
font matrix shall be given explicitly in the font dictionary (see 9.6.5, "Type 3 Fonts"). 

• All sampled images shall be defined in image space. The transformation from image space to user space 
shall be predefined and cannot be changed. All images shall be 1 unit wide by 1 unit high in user space, 

User space

Device space for
72-dpi screen

Device space for 
300-dpi printer
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ユーザ空間からデバイス空間への変換は、現在の変換行列（CTM）、PDFグラフィックス状態の要素（8.4、「グラフィック状態」を参照）によって定義されます。適合読者は、PDFページ記述のデバイス独立性を維持し、特定の出力デバイスのネイティブ解像度のためのCTMを調整することができます。これはユーザ空間で指定されたオブジェクトに関係なく、それがレンダリングされているデバイスの同じに見えることを可能にする方法を附属書Lショーにおける図11。

注3デフォルトのユーザスペースにかかわらず使用する出力デバイスのPDFのページ記述に一貫性、信頼性の出発場所を提供しています。必要に応じて、PDFコンテンツストリームは、座標変換演算、センチメートル（「グラフィックス状態演算子」、8.4.4を参照）を適用することによって、そのニーズに、より適切であるとユーザ空間を変更することができます。彼らは周りのスライド及び縮小または拡大することができる座標系で表現されるので、このように、コンテンツストリーム内の絶対座標であるように見えるかもしれないもの、現在のページに対する絶対的なものではありません。座標系の変換は、デバイス独立性を強化するが、それ自体で有用なツールであるだけではなく。

図11  - ユーザ空間

8.3.2.4その他の座標空間

デバイス空間とユーザ空間に加えて、PDFは、特殊な目的のために他の座標空間の様々な使用します：

•テキストの座標は、テキスト空間で指定されなければなりません。テキスト空間からユーザ空間への変換は、（9.4.2、「テキスト位置決め演算子」を参照）、グラフィックス状態でいくつかのテキストに関連するパラメータと組み合わせてテキスト行列によって定義されます。

•フォントの文字のグリフがグリフ空間で定義されなければならない（9.2.4、「グリフポジショニングとメトリクス」を参照）。グリフ空間からテキスト・スペースへの変換は、フォント行列によって定義されます。フォントのほとんどのタイプでは、このマトリックスは、テキストスペースの1つのユニットにグリフ空間の1000の単位をマッピングするために事前に定義されなければなりません。 Type 3フォントのために、フォント行列は、フォント辞書（「3フォントを入力」、9.6.5を参照）で明示的に与えなければなりません。

•すべてのサンプリングされた画像は、画像空間で定義されなければなりません。イメージ空間からユーザ空間への変換は、事前定義されなければならない、変更することはできません。すべての画像は、ユーザ空間で1つの単位の高により1つの単位幅のものでなければなりません

ユーザ空間

デバイス空間for72-DPI画面

300 dpiのプリンタ用デバイス空間

CTM
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regardless of the number of samples in the image. To be painted, an image shall be mapped to a region of 
the page by temporarily altering the CTM. 

• A form XObject (discussed in 8.10, "Form XObjects") is a self-contained content stream that can be treated 
as a graphical element within another content stream. The space in which it is defined is called form space. 
The transformation from form space to user space shall be specified by a form matrix contained in the form 
XObject. 

• PDF 1.2 defined a type of colour known as a pattern, discussed in 8.7, "Patterns". A pattern shall be 
defined either by a content stream that shall be invoked repeatedly to tile an area or by a shading whose 
colour is a function of position. The space in which a pattern is defined is called pattern space. The 
transformation from pattern space to user space shall be specified by a pattern matrix contained in the 
pattern. 

• PDF 1.6 embedded 3D artwork, which is described in three-dimensional coordinates (see 13.6.5, 
"Coordinate Systems for 3D") that are projected into an annotation’s target coordinate system (see 13.6.2, 
"3D Annotations").

8.3.2.5 Relationships among Coordinate Spaces

Figure 12 in Annex L shows the relationships among the coordinate spaces described above. Each arrow in the 
figure represents a transformation from one coordinate space to another. PDF allows modifications to many of 
these transformations. 

Because PDF coordinate spaces are defined relative to one another, changes made to one transformation can 
affect the appearance of objects defined in several coordinate spaces. 

EXAMPLE A change in the CTM, which defines the transformation from user space to device space, affects forms, 
text, images, and patterns, since they are all upstream from user space. 

8.3.3 Common Transformations

A transformation matrix specifies the relationship between two coordinate spaces. By modifying a 
transformation matrix, objects can be scaled, rotated, translated, or transformed in other ways. 

Figure 12 –  Relationships Among Coordinate Systems

A transformation matrix in PDF shall be specified by six numbers, usually in the form of an array containing six 
elements. In its most general form, this array is denoted [ a b c d e f ]; it can represent any linear 
transformation from one coordinate system to another. This sub-clause lists the arrays that specify the most 
common transformations; 8.3.4, "Transformation Matrices", discusses more mathematical details of 
transformations, including information on specifying transformations that are combinations of those listed here: 
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かかわらず、画像内のサンプルの数。塗装する、画像を一時的にCTMを変更することによって、ページの領域にマッピングされなければなりません。

•形（8.10で議論、「フォームXObjects」）のXObjectは、他のコンテンツストリーム内のグラフィカル要素として扱うことができる自己完結型のコンテンツストリームです。それが定義されている空間は、フォームスペースと呼ばれています。フォーム空間からユーザ空間への変換は、フォームのXObjectに含まれるフォーム行列で指定されなければなりません。

•PDF 1.2は8.7、「パターン」で説明したパターンとして知られている色の種類を、定義されました。パターンはタイル領域またはその色の位置の関数であるシェーディングによって繰り返し呼び出さなければならないコンテンツストリームのいずれかによって定義されなければなりません。パターンが定義されているスペースは、パターンスペースと呼ばれています。パターン空間からユーザ空間への変換は、パターンに含まれるパターン行列で指定されなければなりません。

•座標系注釈の対象に投影された三次元座標（「3D用の座標系」、13.6.5を参照されたい）（13.6.2、「3D注釈」を参照）に記載されているPDF 1.6埋め込まれた3D作品は、。

座標空間の中で8.3.2.5の関係

PDFは、スペースが互いに対して定義される座標ので、一つの変換に加えられた変更は、いくつかの座標空間で定義されたオブジェクトの外観に影響を与えることができます。

それらはすべてのユーザ空間から上流にあるので、デバイス空間にユーザ空間から変換を定義CTMにおける実施例Aの変化は、フォーム、テキスト、画像、およびパターンに影響を与えます。

8.3.3一般的な変換

変換行列は、二つの座標空間の間の関係を特定します。変換行列を変更することによって、オブジェクトを拡大縮小することができ、翻訳、または他の方法で形質転換され、回転されます。

図12  - 座標系間の関係

PDFに変換行列は、通常6つの要素を含む配列の形で、6つの数字で指定しなければなりません。その最も一般的な形態では、この配列が示されている[BはD = EがF]。それは1つが別の座標系から任意の線形変換を表すことができます。このサブ句リスト最も一般的な変換を指定の配列。 8.3.4、「変換行列」、議論し、ここに挙げたものの組み合わせである変換を指定に関する情報を含む変換のより多くの数学的な詳細：
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• Translations shall be specified as [ 1 0 0 1 tx ty ], where tx and ty shall be the distances to translate the 
origin of the coordinate system in the horizontal and vertical dimensions, respectively. 

• Scaling shall be obtained by [ sx 0 0 sy 0 0 ]. This scales the coordinates so that 1 unit in the horizontal 
and vertical dimensions of the new coordinate system is the same size as sx and sy units, respectively, in 
the previous coordinate system. 

• Rotations shall be produced by [ cos q sin q -sin q cos q 0 0 ], which has the effect of rotating the 
coordinate system axes by an angle q counter clockwise. 

• Skew shall be specified by [ 1 tan a tan b 1 0 0 ], which skews the x axis by an angle a and the y axis by 
an angle b. 

Figure 13 in Annex L shows examples of each transformation. The directions of translation, rotation, and skew 
shown in the figure correspond to positive values of the array elements. 

Figure 13 –  Effects of Coordinate Transformations

NOTE If several transformations are combined, the order in which they are applied is significant. For example, first 
scaling and then translating the x axis is not the same as first translating and then scaling it. In general, to 
obtain the expected results, transformations should be done in the following order: Translate, Rotate, Scale or 
skew. 
 
Figure 14 in Annex L shows the effect of the order in which transformations are applied. The figure shows two 
sequences of transformations applied to a coordinate system. After each successive transformation, an outline 
of the letter n is drawn. 
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•翻訳[1 0 0 1 TX TY]、TX及びTYは、それぞれ、水平方向および垂直次元で座標系の原点を平行移動する距離でなければならない場合のように指定されなければなりません。

•スケーリングは[SX 0 0 SY 0 0]によって得られなければなりません。この新規の水平および垂直寸法の1つの単位は、システムが前の座標系において、それぞれ、SX及びSYユニットと同じサイズである座標ようにスケール座標。

•回転は角度qを反時計方向によってシステムの座標軸を回転させる効果を有する、[Q罪COS Q -sin Q COS Q 0]によって生成されなければなりません。

•スキュー角度bで角度Aとy軸によってx軸をスキュー[1件のタンタンB 1 0 0]で指定されなければなりません。

各変換の付属書Lが示す例において、図13。並進、回転、スキューの方向は、配列要素の正の値に対応する図に示されています。

図13  - 座標変換の効果

NOTEいくつかの変換が組み合わされている場合、それらが適用される順序は重要です。例えば、第1のスケーリングした後、x軸を変換する第一並進と同じではないし、それをスケーリングします。一般的に、期待される結果を得るために、変換は次の順序で行わなければならない：、回転、スケールまたはスキューを翻訳します。付属書Lに図14は、変換が適用される順序の効果を示します。図に示す座標系に適用される変換の二つの配列。それぞれの連続した変換後、文字nの輪郭が描かれます。
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Figure 14 –  Effect of Transformation Order

NOTE The following transformations are shown in the figure: a translation of 10 units in the x direction and 20 units in 
the y direction; a rotation of 30 degrees; a scaling by a factor of 3 in the x direction  
 
In the figure, the axes are shown with a dash pattern having a 2-unit dash and a 2-unit gap. In addition, the 
original (untransformed) axes are shown in a lighter colour for reference. Notice that the scale-rotate-translate 
ordering results in a distortion of the coordinate system, leaving the x and y axes no longer perpendicular; the 
recommended translate-rotate-scale ordering results in no distortion. 

8.3.4 Transformation Matrices

This sub-clause discusses the mathematics of transformation matrices. 

To understand the mathematics of coordinate transformations in PDF, it is vital to remember two points: 

• Transformations alter coordinate systems, not graphics objects. All objects painted before a transformation 
is applied shall be unaffected by the transformation. Objects painted after the transformation is applied 
shall be interpreted in the transformed coordinate system. 

• Transformation matrices specify the transformation from the new (transformed) coordinate system to the 
original (untransformed) coordinate system. All coordinates used after the transformation shall be 
expressed in the transformed coordinate system. PDF applies the transformation matrix to find the 
equivalent coordinates in the untransformed coordinate system. 

NOTE 1 Many computer graphics textbooks consider transformations of graphics objects rather than of coordinate 
systems. Although either approach is correct and self-consistent, some details of the calculations differ 
depending on which point of view is taken. 

PDF represents coordinates in a two-dimensional space. The point (x, y) in such a space can be expressed in 
vector form as [ x y 1 ]. The constant third element of this vector (1) is needed so that the vector can be used 
with 3-by-3 matrices in the calculations described below. 

The transformation between two coordinate systems can be represented by a 3-by-3 transformation matrix 
written as follows:

Original Step 1: Translation Step 2: Rotation Step 3: Scaling

Original   Step 1: Scaling Step 2: Rotation Step 3: Translation
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図14  - 変換注文の影響

次の変換は、図に示されている注：x方向に10の単位およびy方向に20単位の翻訳。 30度の回転。図中X方向に3倍スケーリングは、軸が2単位のダッシュと2単位のギャップを有するダッシュパターンで示されています。また、元の（非形質転換）軸は、参照のために明るい色で示されています。もはや垂直x軸とy軸を残して、座標系の歪みに順序付け結果をスケール回転は、翻訳しないことに注意してください。歪みのないに翻訳し、回転スケールの発注結果をお勧めします。

8.3.4変換行列

PDFに座標変換の数学を理解するには、2つの点を覚えておくことが重要です。

•変換はシステムではなく、グラフィックスオブジェクトを座標変えます。変換が適用される前に描かれたオブジェクトは、すべての変換の影響を受けないものでなければなりません。変換が適用された後に塗装物品は、形質転換された座標系で解釈されなければなりません。

注1冊の多くのコンピュータグラフィックスの教科書には、グラフィックスオブジェクトのではなく、座標系の変換を検討してください。いずれかのアプローチが正しいと自己整合しているが、計算のいくつかの詳細は、ビューの点が取られるかに応じて異なります。

PDFは、2次元空間の座標を表しています。このような空間内の点（x、y）は、[X yを1]のようにベクトル形式で表現することができます。ベクターは、計算における3×3行列は、以下に説明して使用することができるように、このベクター（1）の定数第三の要素が必要です。

次の2つの座標系間の変換は、書かれた3×3の変換行列で表すことができます。

オリジナルステップ1：翻訳ステップ2：回転ステップ3：スケーリング

オリジナルステップ1：スケーリングステップ2：回転ステップ3：翻訳
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Because a transformation matrix has only six elements that can be changed, in most cases in PDF it shall be 
specified as the six-element array [ a b c d e f ]. 

Coordinate transformations shall be expressed as matrix multiplications: 

Because PDF transformation matrices specify the conversion from the transformed coordinate system to the 
original (untransformed) coordinate system, x ¢ and y ¢ in this equation shall be the coordinates in the 
untransformed coordinate system, and x and y shall be the coordinates in the transformed system. The 
multiplication is carried out as follows:

If a series of transformations is carried out, the matrices representing each of the individual transformations can 
be multiplied together to produce a single equivalent matrix representing the composite transformation. 

NOTE 2 Matrix multiplication is not commutative—the order in which matrices are multiplied is significant. Consider a 
sequence of two transformations: a scaling transformation applied to the user space coordinate system, 
followed by a conversion from the resulting scaled user space to device space. Let MS be the matrix specifying 
the scaling and MC the current transformation matrix, which transforms user space to device space. Recalling 
that coordinates are always specified in the transformed space, the correct order of transformations first 
converts the scaled coordinates to default user space and then converts the default user space coordinates to 
device space. This can be expressed as 

where 

XD   denotes the coordinates in device space 

XU   denotes the coordinates in default user space 

XS   denotes the coordinates in scaled user space 

This shows that when a new transformation is concatenated with an existing one, the matrix representing it 
shall be multiplied before (premultiplied with) the existing transformation matrix. 

This result is true in general for PDF: when a sequence of transformations is carried out, the matrix 
representing the combined transformation (M¢) is calculated by premultiplying the matrix representing the 
additional transformation (MT ) with the one representing all previously existing transformations (M): 

NOTE 3 When rendering graphics objects, it is sometimes necessary for a conforming reader to perform the inverse of 
a transformation—that is, to find the user space coordinates that correspond to a given pair of device space 

a b 0
c d 0
e f 1

x′ y′ 1[ ] x y 1[ ]
a b 0
c d 0
e f 1

×=

x′ a x× c y× e+ +=

y′ b x× d y× f+ +=

XD XU MC× XS MS×( ) MC× XS MS MC×(×= = =

M′ MT M×=
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変換行列は、PDFに、ほとんどの場合、変更することができる唯一の6つの要素を有しているので、6つの要素の配列[B C Dの電子のF]として指定されなければなりません。

PDF変換行列は、元の（非形質転換）座標系に変換済み座標系の変換を指定するため、X¢この式でyは¢非形質転換座標系における座標であり、xおよびyは、形質転換の座標でなければならないものとしますシステム。次のように乗算が行われます。

一連の変換が行われる場合は、個々の変換のそれぞれを表すマトリックスは、複合変換を表す単一等価行列を生成するために一緒に乗算することができます。

注2行列の乗算は可換-ない行列が乗算される順序は重要です。座標系をユーザ空間に適用されるスケーリング変換、デバイス空間に得られたスケーリングされたユーザ空間からの変換、続いて2つの変換のシーケンスを考えます。 MSは、デバイス空間へのユーザ空間を変換するスケーリングおよびMC現在の変換行列を指定する行列であるとします。座標は常に、変換された空間内にデフォルトユーザ空間への変換最初の変換スケールされた座標の正しい順序を指定した後、デバイス空間にデフォルトユーザ空間座標に変換していることを想起。これは次のように表すことができます

新しい変換が既存のものと連結されていることをこのショーは、それを表す行列は、既存の変換行列（とあらかじめ乗算）前乗算されなければなりません。

この結果は、PDFのために一般的に真である：変換のシーケンスが実行される場合、合成変換（M¢）を表す行列は、（すべての既存の変換を表す1つで追加の変換（MT）を表す行列をpremultiplyingことによって計算されますM）：

グラフィックスオブジェクトを描画するとき適合リーダが変換デバイス空間の所与の対に対応するユーザ空間座標を見つけるために、あるの逆を実行するための注記3、時には必要です

A B 0C D 0E F 1

X '、Y' 1 [] X Y 1 [] B 0C D 0E F 1

×=

X '、A、X×Y×C + E + = Y' B X×D Y×F + + =

XD XU MC×XS MS×（）MC×XS MS MC×（×= = =

M 'MT M×=
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coordinates. Not all transformations are invertible, however. For example, if a matrix contains a, b, c, and d
elements that are all zero, all user coordinates map to the same device coordinates and there is no unique 
inverse transformation. Such noninvertible transformations are not very useful and generally arise from 
unintended operations, such as scaling by 0. Use of a noninvertible matrix when painting graphics objects can 
result in unpredictable behaviour. 

8.4 Graphics State

8.4.1 General

A conforming reader shall maintain an internal data structure called the graphics state that holds current 
graphics control parameters. These parameters define the global framework within which the graphics 
operators execute. 

EXAMPLE 1 The f (fill) operator implicitly uses the current colour parameter, and the S (stroke) operator additionally 
uses the current line width parameter from the graphics state. 

A conforming reader shall initialize the graphic state at the beginning of each page with the values specified in 
Table 52 and Table 53. Table 52 lists those graphics state parameters that are device-independent and are 
appropriate to specify in page descriptions. The parameters listed in Table 53 control details of the rendering 
(scan conversion) process and are device-dependent; a page description that is intended to be device-
independent should not be written to modify these parameters. 

Table 52 –  Device-Independent Graphics State Parameters  

Parameter Type Value

CTM array The current transformation matrix, which maps positions from 
user coordinates to device coordinates (see 8.3, "Coordinate 
Systems"). This matrix is modified by each application of the 
coordinate transformation operator, cm. Initial value: a matrix 
that transforms default user coordinates to device 
coordinates. 

clipping path (internal) The current clipping path, which defines the boundary against 
which all output shall be cropped (see 8.5.4, "Clipping Path 
Operators"). Initial value: the boundary of the entire 
imageable portion of the output page. 

color space name or array The current colour space in which colour values shall be
interpreted (see 8.6, "Colour Spaces"). There are two 
separate colour space parameters: one for stroking and one 
for all other painting operations. Initial value: DeviceGray. 

color (various) The current colour to be used during painting operations (see 
8.6, "Colour Spaces"). The type and interpretation of this 
parameter depend on the current colour space; for most 
colour spaces, a colour value consists of one to four 
numbers. There are two separate colour parameters: one for 
stroking and one for all other painting operations. Initial value: 
black. 

text state (various) A set of nine graphics state parameters that pertain only to 
the painting of text. These include parameters that select the 
font, scale the glyphs to an appropriate size, and accomplish 
other effects. The text state parameters are described in 9.3, 
"Text State Parameters and Operators". 

line width number The thickness, in user space units, of paths to be stroked 
(see 8.4.3.2, "Line Width"). Initial value: 1.0. 
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座標。いないすべての変換は、しかし、可逆です。行列は、全てゼロであり、B、C、及びdelementsが含まれている場合、例えば、全てのユーザ座標は同じデバイス座標にマッピングしないユニークな逆変換は存在しません。そのような不可逆変換は非常に有用ではなく、グラフィックスオブジェクトを描くときに、一般的に不可逆行列の0を使用することによって、そのようなスケーリングなどの意図しない操作から生じる予期しない動作をもたらすことができます。

8.4グラフィックス州

8.4.1一般的な

実施例1は、F（フィル）演算子は、暗黙的に現在の色パラメータを使用し、S（ストローク）演算子は、さらに、グラフィックス状態から現在の線幅パラメータを使用します。

パラメータタイプ値

CTMアレイデバイス座標にユーザ座標から位置をマップ現在の変換行列は、（「座標系」、8.3を参照されたいです）。この行列は、座標変換演算、CMの各アプリケーションによって変更されます。初期値：デバイス座標にデフォルトユーザの座標を変換行列。

クリッピングパス（内部の）すべての出力が切り取らなければならない、それに対して境界を定義する現在のクリッピングパス（「パス演算子をクリッピング」、8.5.4を参照）。初期値：出力ページの全体像形成可能部分の境界。

色空間名または配列のカラー値がbeinterpretedものとする現在の色空間（8.6、「色空間」を参照）。ストロークのためのものと、他の全ての塗装作業のために1：2つの個別の色空間パラメータがあります。初期値：DeviceGray。

色（様々な）操作をペイント中に使用される現在の色（8.6、「色空間」を参照）。このパラメータの種類や解釈は、現在の色空間に依存します。ほとんどの色空間のために、色の値は、1〜4の数字で構成されています。ストロークのためのものと、他の全ての塗装作業のために1：2つの別々のカラーパラメータがあります。初期値：黒。

テキスト状態（種々の）テキストのみの絵に関係することを9つのグラフィック状態パラメータのセット。これらは、フォントを選択し、適切なサイズにグリフをスケーリング、およびその他の効果を達成するためのパラメータを含みます。テキスト状態パラメータは9.3、「テキスト国家パラメータと演算子」で説明されています。

numberThe厚み幅、ユーザ空間の単位で、ストロークされるパスの線（「線幅」、8.4.3.2を参照）。初期値：1.0。
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line cap integer A code specifying the shape of the endpoints for any open 
path that is stroked (see 8.4.3.3, "Line Cap Style"). Initial 
value: 0, for square butt caps. 

line join integer A code specifying the shape of joints between connected 
segments of a stroked path (see 8.4.3.4, "Line Join Style"). 
Initial value: 0, for mitered joins. 

miter limit number The maximum length of mitered line joins for stroked paths 
(see 8.4.3.5, "Miter Limit"). This parameter limits the length of 
“spikes” produced when line segments join at sharp angles. 
Initial value: 10.0, for a miter cutoff below approximately 11.5 
degrees. 

dash pattern array and 
number

A description of the dash pattern to be used when paths are 
stroked (see 8.4.3.6, "Line Dash Pattern"). Initial value: a 
solid line. 

rendering intent name The rendering intent to be used when converting CIE-based 
colours to device colours (see 8.6.5.8, "Rendering Intents"). 
Initial value: RelativeColorimetric. 

stroke adjustment boolean (PDF 1.2) A flag specifying whether to compensate for 
possible rasterization effects when stroking a path with a line 
width that is small relative to the pixel resolution of the output 
device (see 10.6.5, "Automatic Stroke Adjustment"). 
NOTE This is considered a device-independent 

parameter, even though the details of its effects 
are device-dependent. 

Initial value: false. 

blend mode name or array (PDF 1.4) The current blend mode to be used in the 
transparent imaging model (see 11.3.5, "Blend Mode" and 
11.6.3, "Specifying Blending Colour Space and Blend Mode"). 
A conforming reader shall implicitly reset this parameter to its 
initial value at the beginning of execution of a transparency 
group XObject (see 11.6.6, "Transparency Group XObjects"). 
Initial value: Normal. 

soft mask dictionary 
or name

(PDF 1.4) A soft-mask dictionary (see 11.6.5.2, "Soft-Mask 
Dictionaries") specifying the mask shape or mask opacity 
values to be used in the transparent imaging model (see 
11.3.7.2, "Source Shape and Opacity" and 11.6.4.3, "Mask 
Shape and Opacity"), or the name None if no such mask is 
specified. A conforming reader shall implicitly reset this 
parameter implicitly reset to its initial value at the beginning of 
execution of a transparency group XObject (see 11.6.6, 
"Transparency Group XObjects"). Initial value: None. 

alpha constant number (PDF 1.4) The constant shape or constant opacity value to be 
used in the transparent imaging model (see 11.3.7.2, "Source 
Shape and Opacity" and 11.6.4.4, "Constant Shape and 
Opacity"). There are two separate alpha constant 
parameters: one for stroking and one for all other painting 
operations. A conforming reader shall implicitly reset this 
parameter to its initial value at the beginning of execution of a 
transparency group XObject (see 11.6.6, "Transparency 
Group XObjects"). Initial value: 1.0. 

Table 52 –  Device-Independent Graphics State Parameters (continued)

Parameter Type Value
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ストロークされている任意のオープンパスの端点の形状を指定するコード整数ラインキャップ（「ラインキャップスタイル」、8.4.3.3を参照）。初期値：0、正方形のバットキャップのために。

線がストローク経路の接続セグメント間の接合部の形状を特定するコード整数参加（「ラインスタイルに参加」8.4.3.4を参照）。初期値：0、マイターのために参加します。

マイター線の最大長さはストロークパスの合流マイター制限数（「マイターリミット」、8.4.3.5を参照）。このパラメータは、線分が鋭角に加わる際に生じる「スパイク」の長さを制限します。初期値：10.0、約11.5度以下マイターカットオフのため。

ダッシュパターン列とパスがストロークされるときに使用するダッシュパターンのnumberA記述（「ラインダッシュパターン」、8.4.3.6を参照）。初期値：実線。

デバイス色にCIEベースの色を変換するときに使用されるように意図レンダリングインテントnameTheレンダリング（8.6.5.8を参照して、「レンダリングインテント」）。初期値：RelativeColorimetric。

ストローク調整ブール（PDF 1.2）、出力デバイスのピクセル解像度に対して小さい線幅のパスをストローク可能な場合ラスタライズ効果を補償するかどうかを指定するフラグ（「自動ストローク調整」、10.6.5を参照）。注これは、その効果の詳細は、デバイスに依存しているにもかかわらず、デバイスに依存しないパラメータと考えられています。

ブレンドモード名や配列（PDF 1.4）透明イメージングモデルで使用される現在のブレンドモード（および11.6.3、「指定ブレンドカラースペースとブレンドモード」、「ブレンドモード」、11.3.5を参照してください）。準拠した読者は、暗黙的に（11.6.6、「透明性グループXObjects」を参照）透明度グループのXObjectの実行の開始時に初期値に、このパラメータをリセットするものとします。初期値：ノーマル。

ソフトマスク辞書または名前（PDF 1.4）ソフトマスク辞書（「ソフトマスク辞書」、11.6.5.2を参照）マスク形状を指定するか、透明なイメージングモデルで使用する不透明度値をマスク（「11.3.7.2を参照してください光源形状と不透明度」と11.6.4.3、 『マスク形状と不透明度』）、またはそのようなマスクが指定されていない場合は名前なし。準拠した読者は、暗黙のうちに暗黙的に（11.6.6、「透明性グループXObjects」を参照）透明度グループのXObjectの実行の開始時に初期値にリセットされ、このパラメータをリセットするものとします。初期値：なし。

アルファ定数（PDF 1.4）透明なイメージングモデルで使用される一定の形状または一定の不透明度値（11.3.7.2、「光源形状と不透明度」および11.6.4.4、「一定の形状及び不透明度」を参照）。ストロークのためのものと、他の全ての塗装作業のために1：2つの別々のアルファ定数パラメータがあります。準拠した読者は、暗黙的に（11.6.6、「透明性グループXObjects」を参照）透明度グループのXObjectの実行の開始時に初期値に、このパラメータをリセットするものとします。初期値：1.0。

表52  - デバイスに依存しないグラフィック状態パラメーター（続き）

パラメータタイプ値
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alpha source boolean (PDF 1.4) A flag specifying whether the current soft mask and 
alpha constant parameters shall be interpreted as shape 
values (true) or opacity values (false). This flag also governs 
the interpretation of the SMask entry, if any, in an image 
dictionary (see 8.9.5, "Image Dictionaries"). Initial value: 
false. 

Table 53 –  Device-Dependent Graphics State Parameters  

Parameter Type Value

overprint boolean (PDF 1.2) A flag specifying (on output devices that support 
the overprint control feature) whether painting in one set of 
colorants should cause the corresponding areas of other 
colorants to be erased (false) or left unchanged (true); see 
8.6.7, "Overprint Control". In PDF 1.3, there are two separate 
overprint parameters: one for stroking and one for all other 
painting operations. Initial value: false. 

overprint mode number (PDF 1.3) A code specifying whether a colour component 
value of 0 in a DeviceCMYK colour space should erase that 
component (0) or leave it unchanged (1) when overprinting 
(see 8.6.7, "Overprint Control"). Initial value: 0. 

black generation function 
or name

(PDF 1.2) A function that calculates the level of the black 
colour component to use when converting RGB colours to 
CMYK (see 10.3.4, "Conversion from DeviceRGB to 
DeviceCMYK"). Initial value: a conforming reader shall 
initialize this to a suitable device dependent value.

undercolor removal function 
or name

(PDF 1.2) A function that calculates the reduction in the 
levels of the cyan, magenta, and yellow colour components to 
compensate for the amount of black added by black 
generation (see 10.3.4, "Conversion from DeviceRGB to 
DeviceCMYK"). Initial value: a conforming reader shall 
initialize this to a suitable device dependent value.

transfer function, 
array, or name

(PDF 1.2) A function that adjusts device gray or colour 
component levels to compensate for nonlinear response in a 
particular output device (see 10.4, “Transfer Functions“). 
Initial value: a conforming reader shall initialize this to a 
suitable device dependent value.

halftone dictionary, 
stream, or name

(PDF 1.2) A halftone screen for gray and colour rendering, 
specified as a halftone dictionary or stream (see 10.5, 
"Halftones"). Initial value: a conforming reader shall initialize 
this to a suitable device dependent value.

flatness number The precision with which curves shall be rendered on the 
output device (see 10.6.2, "Flatness Tolerance"). The value 
of this parameter (positive number) gives the maximum error 
tolerance, measured in output device pixels; smaller numbers 
give smoother curves at the expense of more computation 
and memory use. Initial value: 1.0. 

Table 52 –  Device-Independent Graphics State Parameters (continued)

Parameter Type Value
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アルファソースブール（PDF 1.4）現在のソフトマスクおよびアルファ定数パラメータは形状値（真）または不透明度の値（偽）として解釈されなければならないかどうかを指定するフラグ。いずれかの場合、このフラグはまた、画像辞書（8.9.5を参照してください、「イメージ辞書」）で、SMASKエントリの解釈を支配します。初期値：falseを。

パラメータタイプ値

着色剤の1セットで描くことは他の着色剤の対応する領域を消去する原因となる必要があるかどうかをオーバープリントブール（PDF 1.2）（オーバープリント制御機能をサポートする出力デバイス上の）フラグを指定する（偽）または（真）そのまま。 8.6.7、「オーバープリント制御」を参照してください。なでるためのものと、他の全ての塗装作業のための1：PDF 1.3では、2つの別個のオーバープリントのパラメータがあります。初期値：falseを。

オーバープリントモード番号（PDF 1.3）オーバープリントする際DeviceCMYK色空間における0の色成分値（0）がそのコンポーネントを消去または不変のまま（1）かどうかを指定するコード（「オーバープリント制御」、8.6.7を参照）。初期値：0。

黒生成機能または名前（PDF 1.2）CMYKにRGBの色を変換するときに使用する黒の色成分のレベルを計算する関数（「DeviceRGBでからDeviceCMYKへの変換を」10.3.4を参照）。初期値：準拠した読者は、適切なデバイス依存の値にこれを初期化するものとします。

下色除去機能または名前（PDF 1.2）黒生成によって追加ブラックの量を補償するために、シアンのレベルの低下、マゼンタ、及びイエローの色成分を計算する関数（10.3.4を参照して、「DeviceRGBでのからの変換DeviceCMYK」）。初期値：準拠した読者は、適切なデバイス依存の値にこれを初期化するものとします。

伝達関数は、アレイ、または名前（PDF 1.2）を調整装置灰色または色成分のレベルは、特定の出力デバイスにおける非線形応答を補償すること関数（10.4、「伝達関数「を参照）。初期値：準拠した読者は、適切なデバイス依存の値にこれを初期化するものとします。

ハーフトーン辞書またはストリームとして指定されたハーフトーン辞書、ストリーム、または名前（PDF 1.2）グレーとカラーレンダリングのためのハーフトーンスクリーン、（10.5、「ハーフトーン」を参照）。初期値：準拠した読者は、適切なデバイス依存の値にこれを初期化するものとします。

曲線は、出力デバイス上でレンダリングされなければならないれる平坦numberThe精度（10.6.2、「平坦度公差」を参照）。このパラメータ（正の数）の値が出力装置の画素で測定された最大許容誤差を与えます。小さい数字は、より多くの計算およびメモリの使用を犠牲にしてスムーズな曲線を与えます。初期値：1.0。

表52  - デバイスに依存しないグラフィック状態パラメーター（続き）

パラメータタイプ値
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NOTE 1 Some graphics state parameters are set with specific PDF operators, some are set by including a particular 
entry in a graphics state parameter dictionary, and some can be specified either way. 

EXAMPLE 2 The current line width can be set either with the w operator or (in PDF 1.3) with the LW entry in a graphics 
state parameter dictionary, whereas the current colour is set only with specific operators, and the current 
halftone is set only with a graphics state parameter dictionary.

In general, a conforming reader, when interpreting the operators that set graphics state parameters, shall 
simply store them unchanged for later use when interpreting the painting operators.However, some parameters 
have special properties or call for behaviour that a conforming reader shall handle: 

• Most parameters shall be of the correct type or have values that fall within a certain range. 

• Parameters that are numeric values, such as the current colour, line width, and miter limit, shall be forced 
into valid range, if necessary. However, they shall not be adjusted to reflect capabilities of the raster output 
device, such as resolution or number of distinguishable colours. Painting operators perform such 
adjustments, but the adjusted values shall not be stored back into the graphics state. 

• Paths shall be internal objects that shall not be directly represented in PDF. 

NOTE 2 As indicated in Table 52 and Table 53, some of the parameters—color space, color, and overprint—have two 
values, one used for stroking (of paths and text objects) and one for all other painting operations. The two 
parameter values can be set independently, allowing for operations such as combined filling and stroking of the 
same path with different colours. Except where noted, a term such as current colour should be interpreted to 
refer to whichever colour parameter applies to the operation being performed. When necessary, the individual 
colour parameters are distinguished explicitly as the stroking colour and the nonstroking colour. 

8.4.2 Graphics State Stack

A PDF document typically contains many graphical elements that are independent of each other and nested to 
multiple levels. The graphics state stack allows these elements to make local changes to the graphics state 
without disturbing the graphics state of the surrounding environment. The stack is a LIFO (last in, first out) data 
structure in which the contents of the graphics state may be saved and later restored using the following 
operators: 

• The q operator shall push a copy of the entire graphics state onto the stack. 

• The Q operator shall restore the entire graphics state to its former value by popping it from the stack. 

NOTE These operators can be used to encapsulate a graphical element so that it can modify parameters of the 
graphics state and later restore them to their previous values. 

Occurrences of the q and Q operators shall be balanced within a given content stream (or within the sequence 
of streams specified in a page dictionary’s Contents array). 

smoothness number (PDF 1.3) The precision with which colour gradients are to be 
rendered on the output device (see 10.6.3, "Smoothness 
Tolerance"). The value of this parameter (0 to 1.0) gives the 
maximum error tolerance, expressed as a fraction of the 
range of each colour component; smaller numbers give 
smoother colour transitions at the expense of more 
computation and memory use. Initial value: a conforming 
reader shall initialize this to a suitable device dependent 
value. 

Table 53 –  Device-Dependent Graphics State Parameters (continued)

Parameter Type Value
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注1一部のグラフィックス状態パラメータは、特定のPDFオペレータが設定され、いくつかは、グラフィックス状態パラメータ辞書内の特定のエントリを含むによって設定され、いくつかのいずれかの方法を指定することができます。

現在の色は、特定の演算子で設定され、現在のハーフトーンのみ、Aと設定されているのに対し、実施例2The現在の線幅は、グラフィック状態パラメータ辞書でLWエントリと（PDF 1.3）wオペレータまたはのいずれかに設定することができますグラフィックス状態パラメータ辞書。

絵operators.Howeverを解釈するとき、一般的には、適合する読者は、セットのグラフィックス状態パラメータという演算子を解釈するとき、単に後で使用するために変わらずにそれらを保存しなければならない、いくつかのパラメータが適合する読者が扱うものと行動のための特別な性質や電話を持っています：

•必要に応じて、このような現在の色、線幅、およびマイターリミットなどの数値、あるパラメータには、有効な範囲を余儀なくされなければなりません。しかし、それらは、区別可能な色の解像度又は数などのラスタ出力装置の機能を反映するように調整されるべきではありません。塗装事業者は、このような調整を行うが、調整された値は、バックグラフィック状態に格納されてはなりません。

注記2としては、表52および表53のパラメータ、色空間のいくつかを示す色、2つの値、（パスおよびテキストオブジェクトの）ストロークのために使用されるものとすべての他の塗装作業のための1つをオーバープリント-有します。 2つのパラメータ値は、異なる色の同じパスの複合充填およびストロークなどの操作を可能にする、独立して設定することができます。記載した以外は、例えば現在の色のような用語は、動作中に適用されるいずれかの色パラメータを参照するように解釈されるべきです。必要な場合、個々の色パラメータは、ストローク色とnonstroking色として明示的に区別されます。

8.4.2グラフィックス州スタック

PDF文書は、典型的には、互いに独立して、複数のレベルにネストされている多くのグラフィック要素を含んでいます。グラフィック状態スタックは、これらの要素は、周囲の環境のグラフィック状態を乱すことなく、グラフィックス状態にローカルな変更を加えることができます。スタックは、LIFO（最後に、最初のアウト）のグラフィックス状態の内容は次の演算子を使用して保存し、後で復元することが可能なデータ構造です。

滑らか番号（PDF 1.3）色勾配が出力デバイス上でレンダリングされるべき精度（「平滑トレランス」、10.6.3を参照）。このパラメータ（0〜1.0）の値は、各色成分の範囲の分数として表現最大許容誤差を与えます。小さい数字は、より多くの計算およびメモリの使用を犠牲にしてよりスムーズな色遷移を与えます。初期値：準拠した読者は、適切なデバイス依存の値にこれを初期化するものとします。

表53  - デバイス依存グラフィック状態パラメーター（続き）

パラメータタイプ値
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8.4.3 Details of Graphics State Parameters

8.4.3.1 General

This sub-clause gives details of several of the device-independent graphics state parameters listed in Table 52. 

8.4.3.2 Line Width

The line width parameter specifies the thickness of the line used to stroke a path. It shall be a non-negative 
number expressed in user space units; stroking a path shall entail painting all points whose perpendicular 
distance from the path in user space is less than or equal to half the line width. The effect produced in device 
space depends on the current transformation matrix (CTM) in effect at the time the path is stroked. If the CTM 
specifies scaling by different factors in the horizontal and vertical dimensions, the thickness of stroked lines in 
device space shall vary according to their orientation. The actual line width achieved can differ from the 
requested width by as much as 2 device pixels, depending on the positions of lines with respect to the pixel 
grid. Automatic stroke adjustment may be used to ensure uniform line width; see 10.6.5, "Automatic Stroke 
Adjustment". 

A line width of 0 shall denote the thinnest line that can be rendered at device resolution: 1 device pixel wide. 
However, some devices cannot reproduce 1-pixel lines, and on high-resolution devices, they are nearly 
invisible. Since the results of rendering such zero-width lines are device-dependent, they should not be used. 

8.4.3.3 Line Cap Style

The line cap style shall specify the shape that shall be used at the ends of open subpaths (and dashes, if any) 
when they are stroked. Table 54 shows the possible values. 

8.4.3.4 Line Join Style

The line join style shall specify the shape to be used at the corners of paths that are stroked. Table 55 shows 
the possible values. Join styles shall be significant only at points where consecutive segments of a path 
connect at an angle; segments that meet or intersect fortuitously shall receive no special treatment. 

Table 54 –  Line Cap Styles  

Style Appearance Description

0 Butt cap. The stroke shall be squared off at the endpoint of the path. 
There shall be no projection beyond the end of the path. 

1 Round cap. A semicircular arc with a diameter equal to the line width 
shall be drawn around the endpoint and shall be filled in. 

2 Projecting square cap. The stroke shall continue beyond the endpoint 
of the path for a distance equal to half the line width and shall be
squared off. 

Table 55 –  Line Join Styles  

Style Appearance Description

0 Miter join. The outer edges of the strokes for the two segments shall be
extended until they meet at an angle, as in a picture frame. If the 
segments meet at too sharp an angle (as defined by the miter limit 
parameter—see 8.4.3.5, "Miter Limit"), a bevel join shall be used 
instead. 
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グラフィックス状態パラメータの8.4.3詳細

8.4.3.1一般的な

8.4.3.2線幅

線幅パラメータは、ストロークのパスに使用する線の太さを指定します。これは、ユーザ空間の単位で表現非負数でなければなりません。パスをストロークすると、その垂直距離経路からユーザ空間で以下半線幅に等しいすべての点を描く必要としなければなりません。デバイス空間で生成効果は、パスがストロークされた時点で有効な現在の変換行列（CTM）に依存します。 CTMの指定は、水平及び垂直寸法の異なる要因によってスケーリングした場合、デバイス空間におけるストロークのラインの太さは、その向きに応じて変化しなければなりません。達成される実際の線幅は、ピクセル・グリッドに対する線の位置に応じて、2つのデバイスピクセル限りによって要求された幅と異なることができます。自動ストローク調整は、均一な線幅を確保するために使用することができます。 「自動ストローク調整」、10.6.5を参照してください。

1デバイスピクセルワイド：0の線幅は、デバイスの解像度でレンダリングすることができる最も細い線を意味するものとします。ただし、一部のデバイスは、1画素ラインを再現することができず、高解像度のデバイス上で、彼らはほとんど見えません。このようなゼロ幅のラインを描画した結果は、デバイスに依存しているので、使用すべきではありません。

8.4.3.3ラインキャップスタイル

彼らを描画する際のラインキャップスタイルが（もしあれば、とダッシュ）オープンサブパスの両端に使用しなければならない形状を指定しなければなりません。表54は、可能な値を示しています。

8.4.3.4ラインのスタイルに参加します

スタイルの外観の説明

スタイルの外観の説明

0マイターが参加します。それらは額縁のように、角で交わるまで2つのセグメントのストロークの外縁はbeextendedなければなりません。セグメントも鋭い角度を満たしている場合（マイター制限パラメータを参照することによって定義されるように8.4.3.5、「マイターリミット」）に参加ベベルは、代わりに使用されなければなりません。
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NOTE The definition of round join was changed in PDF 1.5. In rare cases, the implementation of the previous 
specification could produce unexpected results.

8.4.3.5 Miter Limit

When two line segments meet at a sharp angle and mitered joins have been specified as the line join style, it is 
possible for the miter to extend far beyond the thickness of the line stroking the path. The miter limit shall 
impose a maximum on the ratio of the miter length to the line width (see Figure 15 in Annex L). When the limit 
is exceeded, the join is converted from a miter to a bevel. 

The ratio of miter length to line width is directly related to the angle j between the segments in user space by 
the following formula: 

EXAMPLE A miter limit of 1.414 converts miters to bevels for j less than 90 degrees, a limit of 2.0 converts them for j 
less than 60 degrees, and a limit of 10.0 converts them for j less than approximately 11.5 degrees. 

Figure 15 –  Miter Length

8.4.3.6 Line Dash Pattern

The line dash pattern shall control the pattern of dashes and gaps used to stroke paths. It shall be specified by 
a dash array and a dash phase. The dash array’s elements shall be numbers that specify the lengths of 
alternating dashes and gaps; the numbers shall be nonnegative and not all zero. The dash phase shall specify 
the distance into the dash pattern at which to start the dash. The elements of both the dash array and the dash 
phase shall be expressed in user space units. 

Before beginning to stroke a path, the dash array shall be cycled through, adding up the lengths of dashes and 
gaps. When the accumulated length equals the value specified by the dash phase, stroking of the path shall 
begin, and the dash array shall be used cyclically from that point onward. Table 56 shows examples of line 

1 Round join. An arc of a circle with a diameter equal to the line width 
shall be drawn around the point where the two segments meet, 
connecting the outer edges of the strokes for the two segments. This 
pieslice-shaped figure shall be filled in, producing a rounded corner. 

2 Bevel join. The two segments shall be finished with butt caps (see 
8.4.3.3, "Line Cap Style") and the resulting notch beyond the ends of 
the segments shall be filled with a triangle. 

Table 55 –  Line Join Styles (continued)

Style Appearance Description

miterLength
lineWidth

----------------------------- 1
ϕ
2
---⎝ ⎠

⎛ ⎞sin
------------------=

Miter
length

Line width

j
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ラウンドの定義が参加NOTEはPDF 1.5に変更されました。まれに、以前の仕様の実装は、予期しない結果が生じる可能性があります。

8.4.3.5マイターリミット

2つの線分が鋭角で会うとマイターがラインとして指定されているジョインスタイルに参加するとマイターパスをなでる線の太さをはるかに超えて延長することが可能です。マイターリミットは、線幅（付属書Lで図15を参照）マイター長さの比に上限を課すものとします。制限を超えた場合は、参加をかさにマイターから変換されます。

実施例Aマイター未満、90度未満jに対するベベルに対して1.414変換のmitersの限界、J 2.0変換それらの限界未満、60度未満、およびJ 10.0変換それらの限界以下で約11.5度未満です。

図15  - マイターの長さ

8.4.3.6ラインダッシュパターン

脳卒中へのパスを開始する前に、ダッシュアレイはダッシュとギャップの長さを加算、循環されなければなりません。蓄積された長さが等しい場合、パスのストローク、ダッシュ相で指定された値を開始しなければならない、とダッシュアレイは、以降そのポイントから周期的に使用しなければなりません。ラインの表56示す例

1ラウンドに参加します。直径を有する円の円弧は、二つのセグメントのストロークの外縁を接続する、二つのセグメントが交わる点周りに描かれなければならない線幅に等しいです。このpieslice形の図は、丸みを帯びたコーナーを生産、で満たされなければなりません。

参加2Bevel。 2つのセグメントがバットキャップで終了しなければならない（8.4.3.3、「ラインキャップスタイル」を参照）、セグメントの端部を越えて得ノッチは三角形で満たさなければなりません。

表55  - ラインのスタイルに参加（続き）

スタイルの外観の説明

miterLengthlineWidth -----------------------------1φ2---⎝⎠⎛⎞sin----------- ------- =

Miterlength

線幅

J
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dash patterns. As can be seen from the table, an empty dash array and zero phase can be used to restore the 
dash pattern to a solid line. 

Dashed lines shall wrap around curves and corners just as solid stroked lines do. The ends of each dash shall 
be treated with the current line cap style, and corners within dashes shall be treated with the current line join 
style. A stroking operation shall take no measures to coordinate the dash pattern with features of the path; it 
simply shall dispense dashes and gaps along the path in the pattern defined by the dash array. 

When a path consisting of several subpaths is stroked, each subpath shall be treated independently—that is, 
the dash pattern shall be restarted and the dash phase shall be reapplied to it at the beginning of each subpath. 

8.4.4 Graphics State Operators

Table 57 shows the operators that set the values of parameters in the graphics state. (See also the colour 
operators listed in Table 74 and the text state operators in Table 105.) 

Table 56 –  Examples of Line Dash Patterns  

Dash Array 
and Phase

Appearance Description

[ ] 0 No dash; solid, unbroken lines

[ 3 ] 0 3 units on, 3 units off, …

[ 2 ] 1 1 on, 2 off, 2 on, 2 off, …

[ 2 1 ] 0 2 on, 1 off, 2 on, 1 off, …

[ 3 5 ] 6 2 off, 3 on, 5 off, 3 on, 5 off, …

[ 2 3 ] 11 1 on, 3 off, 2 on, 3 off, 2 on, …

Table 57 –  Graphics State Operators  

Operands Operator Description

— q Save the current graphics state on the graphics state stack (see 
8.4.2, "Graphics State Stack"). 

— Q Restore the graphics state by removing the most recently saved 
state from the stack and making it the current state (see 8.4.2, 
"Graphics State Stack"). 

a b c d e f cm Modify the current transformation matrix (CTM) by concatenating 
the specified matrix (see 8.3.2, "Coordinate Spaces"). Although the 
operands specify a matrix, they shall be written as six separate 
numbers, not as an array. 

lineWidth w Set the line width in the graphics state (see 8.4.3.2, "Line Width"). 

lineCap J Set the line cap style in the graphics state (see 8.4.3.3, "Line Cap 
Style"). 

lineJoin j Set the line join style in the graphics state (see 8.4.3.4, "Line Join 
Style"). 

miterLimit M Set the miter limit in the graphics state (see 8.4.3.5, "Miter Limit"). 

dashArray dashPhase d Set the line dash pattern in the graphics state (see 8.4.3.6, "Line 
Dash Pattern"). 

intent ri (PDF 1.1) Set the colour rendering intent in the graphics state (see 
8.6.5.8, "Rendering Intents"). 
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ダッシュパターン。表から分かるように、空のダッシュアレイと零相が実線にダッシュパターンを復元するために使用することができます。

点線は実線ストロークの線が同じようにカーブやコーナーを包むものとします。各ダッシュの端部は、現在のラインキャップスタイルで処理されなければならない、とダッシュ内隅部は、現在の行参加様式で処理されなければなりません。なぞり操作は、経路の特徴とダッシュのパターンを調整するいかなる措置を講じてはなりません。単にダッシュアレイによって画定されたパターン内のパスに沿ってダッシュとギャップを分配しなければなりません。

いくつかのサブパスからなるパスがストロークされると、各サブパスは、独立して、つまり、ダッシュパターンが再起動しなければならない処理されなければならないと破線フェーズは、各サブパスの開始時に、それに再適用しなければなりません。

8.4.4グラフィックス州演算子

ダッシュアレイとPhaseAppearance説明

[] 0ないダッシュ。実線、実線

上の[3] 0 3台、3台オフ、...

[2] 1 1 2オン2オフ、2オフ、オン、...

[2 1] 0 2 1つのオフ、オン2,1オフ、オン、...

[3 5] 6 2オフ、3日、5オフ、オン3,5オフ、...

[2 3] 3オフ、オン2,3オフ、オン2、上11 1、...

オペランド演算子説明

グラフィック状態スタック上の現在のグラフィックス状態を-qsave（8.4.2を参照してください、「グラフィック状態スタック」）。

-QRestoreグラフィック状態スタックから最近保存された状態を削除し、それを現在の状態にすることにより（「グラフィック状態スタック」、8.4.2を参照してください）。

cmModify F BはD = Eは、指定された行列を連結することによって、現在の変換行列（CTM）は、（「座標空間」、8.3.2を参照します）。オペランドが行列を指定するが、それらはない配列のように、6つの別々の数字として書かなければなりません。

グラフィックス状態の線幅WSET線幅（「線幅」、8.4.3.2を参照してください）。

このlinecap JSetグラフィックス状態のラインキャップスタイル（「ラインキャップスタイル」、8.4.3.3を参照してください）。

たlineJoin jSetは、行が（「ラインスタイルに参加」、8.4.3.4を参照）、グラフィックス状態のスタイルに参加します。

miterLimitのMSETグラフィック状態のマイターリミット（「マイターリミット」、8.4.3.5を参照）。

dashArray dashPhasedSetグラフィックス状態のラインダッシュパターン（「ラインダッシュパターン」、8.4.3.6を参照してください）。

意図里（PDF 1.1）（8.6.5.8、「レンダリングインテント」を参照）、グラフィックス状態でレンダリングインテントカラーを設定します。
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8.4.5 Graphics State Parameter Dictionaries

While some parameters in the graphics state may be set with individual operators, as shown in Table 57, others 
may not. The latter may only be set with the generic graphics state operator gs (PDF 1.2). The operand 
supplied to this operator shall be the name of a graphics state parameter dictionary whose contents specify the 
values of one or more graphics state parameters. This name shall be looked up in the ExtGState subdictionary 
of the current resource dictionary. 

The graphics state parameter dictionary is also used by type 2 patterns, which do not have a content stream in 
which the graphics state operators could be invoked (see 8.7.4, "Shading Patterns"). 

Each entry in the parameter dictionary shall specify the value of an individual graphics state parameter, as 
shown in Table 58. All entries need not be present for every invocation of the gs operator; the supplied 
parameter dictionary may include any combination of parameter entries. The results of gs shall be cumulative; 
parameter values established in previous invocations persist until explicitly overridden. 

NOTE Note that some parameters appear in both Table 57 and Table 58; these parameters can be set either with 
individual graphics state operators or with gs. It is expected that any future extensions to the graphics state will 
be implemented by adding new entries to the graphics state parameter dictionary rather than by introducing 
new graphics state operators. 

flatness i Set the flatness tolerance in the graphics state (see 10.6.2, 
"Flatness Tolerance"). flatness is a number in the range 0 to 100; a 
value of 0 shall specify the output device’s default flatness 
tolerance. 

dictName gs (PDF 1.2) Set the specified parameters in the graphics state. 
dictName shall be the name of a graphics state parameter 
dictionary in the ExtGState subdictionary of the current resource 
dictionary (see the next sub-clause). 

Table 58 –  Entries in a Graphics State Parameter Dictionary  

Key Type Description

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; shall 
be ExtGState for a graphics state parameter dictionary. 

LW number (Optional; PDF 1.3) The line width (see 8.4.3.2, "Line Width"). 

LC integer (Optional; PDF 1.3) The line cap style (see 8.4.3.3, "Line Cap Style"). 

LJ integer (Optional; PDF 1.3) The line join style (see 8.4.3.4, "Line Join Style"). 

ML number (Optional; PDF 1.3) The miter limit (see 8.4.3.5, "Miter Limit"). 

D array (Optional; PDF 1.3) The line dash pattern, expressed as an array of 
the form [ dashArray dashPhase ], where dashArray shall be itself an 
array and dashPhase shall be an integer (see 8.4.3.6, "Line Dash 
Pattern"). 

RI name (Optional; PDF 1.3) The name of the rendering intent (see 8.6.5.8, 
"Rendering Intents"). 

Table 57 –  Graphics State Operators (continued)

Operands Operator Description
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8.4.5グラフィックス状態パラメータ辞書

表57に示されるように、グラフィックス状態のいくつかのパラメータは、個々の演算子を用いて設定することができるが、他のものではないことがあります。後者のみ汎用グラフィックス状態演算子GS（PDF 1.2）と設定してもよいです。この演算子に供給されたオペランドは、コンテンツ一つまたは複数のグラフィックス状態パラメータの値を指定グラフィック状態パラメータ辞書の名前でなければなりません。この名前は、現在のリソースディクショナリのExtGStateのサブディクショナリで検索されなければなりません。

グラフィック状態パラメータ辞書はまた、グラフィックス状態演算子を呼び出すことができたコンテンツストリームを持っていない2型パターン、（8.7.4、「シェーディングパターン」を参照）によって使用されます。

表58.すべてのエントリに示すように、パラメータ辞書内の各エントリは、個々のグラフィック状態パラメータの値を指定するGSオペレータのすべての呼び出しのために存在する必要はありません。指定されたパラメータ辞書は、パラメータ項目の任意の組合せを含むことができます。 GSの結果は累積的でなければなりません。明示的に上書きされるまで、前の呼び出しで確立パラメータ値は保持されます。

平坦ISETグラフィックス状態の平面度の公差（10.6.2を参照してください、「平面度公差」）。平坦度は範囲0〜100の数であり、 0の値は、出力デバイスのデフォルトの平坦性の許容範囲を指定しなければなりません。

キー型説明

LWnumber（オプション; PDF 1.3）、線幅（8.4.3.2を参照してください、 "線幅"）。

LCinteger（オプション; PDF 1.3）ラインキャップスタイル（ "ラインキャップスタイル"、8.4.3.3を参照してください）。

LJinteger（オプション; PDF 1.3）ラインは、（ "ラインスタイルに参加"、8.4.3.4を参照してください）スタイルに参加します。

MLnumber（オプション; PDF 1.3）マイターリミット（ "マイターリミット"、8.4.3.5を参照してください）。

Darray（オプション、PDF 1.3）ラインダッシュパターン、dashArray自体アレイでなければならないとdashPhaseは整数でなければならない形式[dashArray dashPhase]の配列として表現（8.4.3.6を参照して、「ラインダッシュパターン」）。

RIname（オプション; PDF 1.3）レンダリングインテントの名前（ "レンダリングインテント"、8.6.5.8を参照してください）。

表57  - グラフィックス状態演算子（続き）

オペランド演算子説明
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OP boolean (Optional) A flag specifying whether to apply overprint (see 8.6.7, 
"Overprint Control"). In PDF 1.2 and earlier, there is a single overprint 
parameter that applies to all painting operations. Beginning with PDF 
1.3, there shall be two separate overprint parameters: one for stroking 
and one for all other painting operations. Specifying an OP entry shall 
set both parameters unless there is also an op entry in the same 
graphics state parameter dictionary, in which case the OP entry shall 
set only the overprint parameter for stroking. 

op boolean (Optional; PDF 1.3) A flag specifying whether to apply overprint (see 
8.6.7, "Overprint Control") for painting operations other than stroking. If 
this entry is absent, the OP entry, if any, shall also set this parameter. 

OPM integer (Optional; PDF 1.3) The overprint mode (see 8.6.7, "Overprint 
Control"). 

Font array (Optional; PDF 1.3) An array of the form [ font size ], where font shall 
be an indirect reference to a font dictionary and size shall be a number 
expressed in text space units. These two objects correspond to the 
operands of the Tf operator (see 9.3, "Text State Parameters and 
Operators"); however, the first operand shall be an indirect object 
reference instead of a resource name. 

BG function (Optional) The black-generation function, which maps the interval 
[ 0.0 1.0 ] to the interval [ 0.0 1.0 ] (see 10.3.4, "Conversion from 
DeviceRGB to DeviceCMYK"). 

BG2 function or name (Optional; PDF 1.3) Same as BG except that the value may also be 
the name Default, denoting the black-generation function that was in 
effect at the start of the page. If both BG and BG2 are present in the 
same graphics state parameter dictionary, BG2 shall take precedence. 

UCR function (Optional) The undercolor-removal function, which maps the interval 
[ 0.0 1.0 ] to the interval [ −1.0 1.0 ] (see 10.3.4, "Conversion from 
DeviceRGB to DeviceCMYK"). 

UCR2 function or name (Optional; PDF 1.3) Same as UCR except that the value may also be 
the name Default, denoting the undercolor-removal function that was 
in effect at the start of the page. If both UCR and UCR2 are present in 
the same graphics state parameter dictionary, UCR2 shall take
precedence. 

TR function, array, or 
name

(Optional) The transfer function, which maps the interval [ 0.0 1.0 ] to 
the interval [ 0.0 1.0 ] (see 10.4, "Transfer Functions"). The value shall 
be either a single function (which applies to all process colorants) or 
an array of four functions (which apply to the process colorants 
individually). The name Identity may be used to represent the identity 
function. 

TR2 function, array, or 
name

(Optional; PDF 1.3) Same as TR except that the value may also be the 
name Default, denoting the transfer function that was in effect at the 
start of the page. If both TR and TR2 are present in the same graphics 
state parameter dictionary, TR2 shall take precedence. 

HT dictionary, 
stream, or name

(Optional) The halftone dictionary or stream (see 10.5, "Halftones") or 
the name Default, denoting the halftone that was in effect at the start of 
the page. 

FL number (Optional; PDF 1.3) The flatness tolerance (see 10.6.2, "Flatness 
Tolerance"). 

SM number (Optional; PDF 1.3) The smoothness tolerance (see 10.6.3, 
"Smoothness Tolerance"). 

Table 58 –  Entries in a Graphics State Parameter Dictionary (continued)

Key Type Description
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OPboolean（オプション）オーバープリントに適用するかどうかを指定するフラグ（「オーバープリントコントロール」、8.6.7を参照してください）。 PDF 1.2およびそれ以前では、すべての絵の操作に適用され、単一のオーバープリントのパラメータがあります。なでるためのものと、他の全ての塗装作業のための1：PDF 1.3以降では、二つの別々のオーバープリントのパラメータがなければなりません。 OPエントリはストロークだけオーバープリントパラメータを設定しなければならない、その場合、同じグラフィック状態パラメータ辞書におけるOPエントリも存在しない限り、OPエントリを指定すると、両方のパラメータを設定しなければなりません。

opboolean（オプション; PDF 1.3）ストローク以外の操作を描くために（「オーバープリントコントロール」、8.6.7を参照してください）オーバープリントに適用するかどうかを指定するフラグ。このエントリが存在しない場合は、OPエントリは、いかなる場合も、このパラメータを設定しなければなりません。

OPMinteger（オプション; PDF 1.3）オーバープリントモード（ "オーバープリントコントロール"、8.6.7を参照してください）。

Fontarray（オプション、PDF 1.3）フォントは、フォント辞書とサイズへの間接参照でなければならない形式の配列[フォントサイズ]は、テキストスペース単位で表す数値でなければなりません。これら二つのオブジェクトは、TF演算子のオペランドに対応する（「テキスト状態パラメータおよび演算子」、9.3を参照）。しかし、最初のオペランドではなく、リソース名の間接的なオブジェクト参照でなければなりません。

区間[0.0 1.0]の区間[0.0 1.0]をマッピングBGfunction（任意）黒生成機能（「変換DeviceRGBでからDeviceCMYKの」10.3.4を参照されたいです）。

BG2function又は名称（任意; PDF 1.3）BGと同じ値が、ページの開始時に有効であった黒生成機能を示す、名前デフォルトであってもよいことを除い。 BGとBG2両方が同じグラフィック状態パラメータ辞書に存在している場合は、BG2が優先されるものとします。

UCRfunction（任意）間隔[-1.0 1.0]の区間[0.0 1.0]をマッピングする下色除去機能、（ "変換DeviceRGBでからDeviceCMYKの" 10.3.4を参照されたいです）。

UCR2functionまたは名前（オプション; PDF 1.3）値は、ページの開始時に有効であったアンダー除去機能を意味する、名デフォルトであってもよいことを除いてUCRと同じです。 UCRとUCR2の両方が同じグラフィック状態パラメータ辞書に存在している場合は、UCR2はtakeprecedenceばなりません。

TRfunction、アレイ、または名前（任意）区間[0.0 1.0]の区間[0.0 1.0]をマッピングする伝達関数は、（10.4、 "伝達関数" を参照します）。値は（すべてのプロセス着色剤に適用される）は、単一の機能又は4つの機能（個別のプロセス着色剤に適用される）の配列のいずれかでなければなりません。名前アイデンティティは、アイデンティティ機能を表すために使用することができます。

TR2function、配列、または名前（オプション; PDF 1.3）値は、ページの開始時に有効であった伝達関数を表す、名前のデフォルトであってもよいことを除いてTRと同じです。 TRとTR2の両方が同じグラフィック状態パラメータ辞書に存在している場合は、TR2が優先されるものとします。

HTdictionary、ストリーム、または名前（オプション）ハーフトーン辞書やストリーム（10.5、「ハーフトーン」を参照）、または名前のデフォルトページの開始時に有効であったハーフトーンを表します。

FLnumber（オプション; PDF 1.3）平面度公差（10.6.2を参照してください、 "平面度公差"）。

SMnumber（オプション; PDF 1.3）平滑度公差（ "滑らかトレランス"、10.6.3を参照してください）。

表58  - グラフィック州のパラメータ辞書のエントリ（続き）

キー型説明
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EXAMPLE The following shows two graphics state parameter dictionaries. In the first, automatic stroke adjustment is 
turned on, and the dictionary includes a transfer function that inverts its value, f (x) = 1 - x. In the second, 
overprint is turned off, and the dictionary includes a parabolic transfer function, f (x) = (2x - 1) 2, with a 
sample of 21 values. The domain of the transfer function, [ 0.0 1.0 ], is mapped to [ 0 20 ], and the range 
of the sample values, [ 0 255 ], is mapped to the range of the transfer function, [ 0.0 1.0 ]. 
 
10 0 obj % Page object 

<< /Type /Page 
/Parent 5 0 R 
/Resources 20 0 R 
/Contents 40 0 R 

>> 
endobj 
 
20 0 obj % Resource dictionary for page 

<<  /ProcSet [ /PDF /Text ] 
 /Font << /F1 25 0 R >> 
 /ExtGState << /GS1 30 0 R 

 /GS2 35 0 R 
   >> 

>> 
endobj 
 
30 0 obj % First graphics state parameter dictionary 

<<  /Type /ExtGState 
 /SA true 
 /TR 31 0 R 
>> 

endobj 

SA boolean (Optional) A flag specifying whether to apply automatic stroke 
adjustment (see 10.6.5, "Automatic Stroke Adjustment"). 

BM name or array (Optional; PDF 1.4) The current blend mode to be used in the 
transparent imaging model (see 11.3.5, "Blend Mode" and 11.6.3, 
"Specifying Blending Colour Space and Blend Mode"). 

SMask dictionary or 
name

(Optional; PDF 1.4) The current soft mask, specifying the mask shape 
or mask opacity values that shall be used in the transparent imaging 
model (see 11.3.7.2, "Source Shape and Opacity" and 11.6.4.3, "Mask 
Shape and Opacity"). 
Although the current soft mask is sometimes referred to as a “soft clip,” 
altering it with the gs operator completely replaces the old value with 
the new one, rather than intersecting the two as is done with the 
current clipping path parameter (see 8.5.4, "Clipping Path Operators"). 

CA number (Optional; PDF 1.4) The current stroking alpha constant, specifying the 
constant shape or constant opacity value that shall be used for 
stroking operations in the transparent imaging model (see 11.3.7.2, 
"Source Shape and Opacity" and 11.6.4.4, "Constant Shape and 
Opacity"). 

ca number (Optional; PDF 1.4) Same as CA, but for nonstroking operations. 

AIS boolean (Optional; PDF 1.4) The alpha source flag (“alpha is shape”), 
specifying whether the current soft mask and alpha constant shall be
interpreted as shape values (true) or opacity values (false). 

TK boolean (Optional; PDF 1.4) The text knockout flag, shall determine the 
behaviour of overlapping glyphs within a text object in the transparent 
imaging model (see 9.3.8, "Text Knockout"). 

Table 58 –  Entries in a Graphics State Parameter Dictionary (continued)

Key Type Description
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例を次に示します2枚のグラフィックス状態パラメータ辞書。最初に、自動ストローク調整がオン、および辞書が反転し、その値、F（X）= 1ということ伝達関数を含む -  X。第二に、オーバープリントがオフされ、辞書は放物線伝達関数F（X）=（2X  -  1）を含む21の値のサンプルと、2。伝達関数のドメイン、[0.0 1.0]、[0 20]にマッピングされ、そしてサンプル値の範囲[0 255]は、伝達関数の範囲、[0.0 1.0]にマッピングされます。 10 0 OBJ％Pageオブジェクト<< /タイプ/ページ/親5 0 R /リソース20 0 R /内容量40 0 R >>は、ページのリソース辞書<< / ProcSet [/ PDF /テキスト] /フォント20 0 OBJ％をendobj << / F1 25 0 R >> / ExtGState << / GS1 30 0 R / GS2 35 0 R >> 30 0％OBJ第1のグラフィック状態パラメータ辞書<< /タイプ/ ExtGState / SA真/ TR 31 0 endobj R >> endobj

SAboolean（オプション）自動ストローク調整を適用するかどうかを指定するフラグ（「自動ストローク調整」、10.6.5を参照してください）。

BMnameまたは配列（オプション; PDF 1.4）透明イメージングモデルで使用される現在のブレンドモード（「ブレンドモード」と11.6.3、「指定ブレンドカラースペースとブレンドモード」、11.3.5を参照してください）。

SMaskdictionaryまたは名前（オプション; PDF 1.4）（11.3.7.2、「光源形状と不透明度」を参照してください。現在のソフトマスク、透明イメージングモデルに使用しなければならないマスク形状やマスクの不透明度の値を指定し、11.6.4.3、「マスク形状や不透明度」）。現在のソフトマスクは時々GSオペレータでそれを変更する「ソフトクリップ」と呼ばれているが、完全ではなく8.5を参照して（現在のクリッピングパスパラメータを用いて行われるような2つの交差するよりも、新しいものと古い値を置き換えます。 4、 "クリッピングパス演算子"）。

CAnumber（オプション、PDF 1.4）現在のストロークアルファ定数、一定の形状または透明撮像モデルの動作をストロークするために使用されなければならない一定の不透明度値を指定する（11.3.7.2、「光源形状と不透明度」と11.6.4.4を参照してください「一定の形状および不透明度」）。

canumber（オプション; PDF 1.4）CAとしてではなく、nonstroking操作のための同じ。

AISboolean（オプション、PDF 1.4）アルファソースフラグ（「アルファ形状である」）、現在のソフトマスクおよびアルファ定数は形状値（真）または不透明度の値（偽）としてbeinterpretedなければならないかどうかを指定します。

TKboolean（オプション; PDF 1.4）テキストノックアウトフラグ、透明イメージングモデルにテキストオブジェクト内のグリフの重複の行動を決定するものとする（「テキストノックアウト」、9.3.8を参照してください）。

表58  - グラフィック州のパラメータ辞書のエントリ（続き）

キー型説明
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31 0 obj % First transfer function 
<<  /FunctionType 0 
 /Domain [ 0.0 1.0 ] 
 /Range [ 0.0 1.0 ] 
 /Size 2 
 /BitsPerSample 8 
 /Length 7 
 /Filter /ASCIIHexDecode 
>> 

 
stream 
01 00 > 
endstream 
endobj 
 
35 0 obj % Second graphics state parameter dictionary 

<<  /Type /ExtGState 
 /OP false 
 /TR 36 0 R 
>> 

endobj 
 
 
36 0 obj % Second transfer function 

<<  /FunctionType 0 
 /Domain [ 0.0 1.0 ] 
 /Range [ 0.0 1.0 ] 
 /Size 21 
 /BitsPerSample 8 
 /Length 63 
 /Filter /ASCIIHexDecode 
>> 

 
stream 
FF CE A3 7C 5B 3F 28 16 0A 02 00 02 0A 16 28 3F 5B 7C A3 CE FF > 
endstream 
endobj

8.5 Path Construction and Painting

8.5.1 General

Paths define shapes, trajectories, and regions of all sorts. They shall be used to draw lines, define the shapes 
of filled areas, and specify boundaries for clipping other graphics. The graphics state shall include a current 
clipping path that shall define the clipping boundary for the current page. At the beginning of each page, the 
clipping path shall be initialized to include the entire page. 

A path shall be composed of straight and curved line segments, which may connect to one another or may be 
disconnected. A pair of segments shall be said to connect only if they are defined consecutively, with the 
second segment starting where the first one ends. Thus, the order in which the segments of a path are defined 
shall be significant. Nonconsecutive segments that meet or intersect fortuitously shall not be considered to 
connect. 

NOTE A path is made up of one or more disconnected subpaths, each comprising a sequence of connected 
segments. The topology of the path is unrestricted: it may be concave or convex, may contain multiple 
subpaths representing disjoint areas, and may intersect itself in arbitrary ways. 

The h operator explicitly shall connect the end of a subpath back to its starting point; such a subpath is said to 
be closed. A subpath that has not been explicitly closed is said to be open. 
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31 0 OBJ％まず伝達関数<< / FunctionType 0 /ドメイン[0.0 1.0] /範囲[0.0 1.0] /サイズ2/8は、bitsPerSample /長さ7 /フィルタ/ ASCIIHexDecode >>ストリーム01 00> endstream endobj 35 0 OBJ％セカンドグラフィック状態パラメータ辞書<< /タイプ/ ExtGState / OPの偽/ TR 36 0 R >>第伝達関数<< / FunctionType 0 /ドメイン[0.0 1.0] /範囲[0.0 1.0] /サイズ21 /は、bitsPerSample 36 0 OBJ％をendobj 8 /長さ63 /フィルタ/ ASCIIHexDecode >> 28 16 0A 02 00 02 0A 16 28 3F 5B 7C A3 CE FF> endstream endobj FF CE A3 7C 5B 3Fをストリーミング

8.5パスの構築と絵画

8.5.1一般的な

パスは、あらゆる種類の形状、軌道、および領域を定義します。彼らは、線を引く塗りつぶし領域の形状を定義し、他のグラフィックスをクリッピング境界を指定するために使用されなければなりません。グラフィック状態は、現在のページのクリップ境界を定義するものと現在のクリッピングパスを含まなければなりません。各ページの開始時に、クリッピングパスは、ページ全体を含めるように初期化されなければなりません。

経路は、互いに接続することができる、または切断することができる直線と曲線セグメントから構成されなければなりません。セグメントの組は、第一端出発第二セグメントと、それらは連続して定義されている場合にのみ接続するように言わなければなりません。従って、経路のセグメントが定義される順序は重要でなければなりません。出会いや交差が偶然に接続するために考えられてはならないことを連続しないセグメント。

注記A経路は、それぞれが接続されたセグメントの配列を含む、一つ以上の切断サブパスで構成されています。パスのトポロジは無制限である：それは互いに素の領域を表す複数のサブパスを含んでいてもよい、凹状または凸状であってもよく、任意の方法でそれ自体と交差してもよいです。
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As discussed in 8.2, "Graphics Objects", a path object is defined by a sequence of operators to construct the 
path, followed by one or more operators to paint the path or to use it as a clipping boundary. PDF path 
operators fall into three categories: 

• Path construction operators (8.5.2, "Path Construction Operators") define the geometry of a path. A path is 
constructed by sequentially applying one or more of these operators. 

• Path-painting operators (8.5.3, "Path-Painting Operators") end a path object, usually causing the object to 
be painted on the current page in any of a variety of ways. 

• Clipping path operators (8.5.4, "Clipping Path Operators"), invoked immediately before a path-painting 
operator, cause the path object also to be used for clipping of subsequent graphics objects. 

8.5.2 Path Construction Operators

8.5.2.1 General

A page description shall begin with an empty path and shall build up its definition by invoking one or more path 
construction operators to add segments to it. The path construction operators may be invoked in any sequence, 
but the first one invoked shall be m or re to begin a new subpath. The path definition may conclude with the 
application of a path-painting operator such as S, f, or b (see 8.5.3, "Path-Painting Operators"); this operator 
may optionally be preceded by one of the clipping path operators W or W* (8.5.4, "Clipping Path Operators"). 

NOTE Note that the path construction operators do not place any marks on the page; only the painting operators do 
that. A path definition is not complete until a path-painting operator has been applied to it. 

The path currently under construction is called the current path. In PDF (unlike PostScript), the current path is 
not part of the graphics state and is not saved and restored along with the other graphics state parameters. 
PDF paths shall be strictly internal objects with no explicit representation. After the current path has been 
painted, it shall become no longer defined; there is then no current path until a new one is begun with the m or 
re operator. 

The trailing endpoint of the segment most recently added to the current path is referred to as the current point.
If the current path is empty, the current point shall be undefined. Most operators that add a segment to the 
current path start at the current point; if the current point is undefined, an error shall be generated. 

Table 59 shows the path construction operators. All operands shall be numbers denoting coordinates in user 
space. 

Table 59 –  Path Construction Operators  

Operands Operator Description

x y m Begin a new subpath by moving the current point to 
coordinates (x, y), omitting any connecting line segment. If 
the previous path construction operator in the current path 
was also m, the new m overrides it; no vestige of the 
previous m operation remains in the path. 

x y l (lowercase L) Append a straight line segment from the current point to the 
point (x, y). The new current point shall be (x, y). 

x1 y1 x2 y2 x3 y3 c Append a cubic Bézier curve to the current path. The curve 
shall extend from the current point to the point (x3 , y3 ), using 
(x1 , y1 ) and (x2 , y2 ) as the Bézier control points (see 8.5.2.2, 
"Cubic Bézier Curves"). The new current point shall be 
(x3 , y3 ). 
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8.2で説明したように、「グラフィックオブジェクト」、パスオブジェクトがパスを構築するためにオペレータの配列によって定義される、パスをペイントするか、クリップ境界として使用するために、1人のまたは複数のオペレータが続きます。 PDFパス演算子は、次の3つのカテゴリに分類されます。

•パス構築オペレータ（8.5.2、「パス構築オペレータ」）は、パスのジオメトリを定義します。経路が順次これらの演算子の一つ以上を適用することによって構成されています。

•パス・塗装事業者（8.5.3、「パス・絵画演算子」）は通常、種々の方法のいずれかで現在のページに塗装するオブジェクトを引き起こして、パスオブジェクトを終了します。

•パス演算子（8.5.4、「クリッピングパス演算子」）クリッピング、また、その後のグラフィックスオブジェクトのクリッピングに使用するパスオブジェクト原因、パス・塗装作業の直前に呼び出されました。

8.5.2パス構築オペレータ

8.5.2.1一般的な

ページ記述は、空のパスで始まるものとし、それにセグメントを追加するために、1つ以上のパス構築オペレータを呼び出すことによってその定義を構築しなければなりません。パス構築演算子は、任意の順序で呼び出されてもよいが、呼び出された最初のものは、新しいサブパスを開始するために、Mまたは再でなければなりません。パス定義は、S、F、またはb（8.5.3、「パス塗装演算子」を参照）のようなパスペイントオペレータのアプリケーションと結論付けることができます。この演算子は、必要に応じてクリッピングパス演算子のWまたはW *（8.5.4、「クリッピングパス演算子」）が先行してもよいです。

現在建設中のパスは現在のパスと呼ばれています。 PDFに（ポストスクリプトとは異なり）、電流経路は、グラフィックス状態の一部ではなく、保存され、他のグラフィックス状態パラメータと共に復元されません。 PDFのパスは、明示的な表現と厳密に内部オブジェクトでなければなりません。電流経路が塗装された後、それはもはや定義されたとなってはなりません。新しいものはMまたは再演算子で開始されるまでの電流経路は、その後、存在しません。

最近現在のパスに追加セグメントの末尾のエンドポイントが現在point.Ifと呼ばれる電流経路は、現在のポイントが未定義しなければならない、空です。現在の時点で、現在のパスの先頭にセグメントを追加するほとんどの演算子。現在のポイントが定義されていない場合、エラーが生成されなければなりません。

オペランド演算子説明

X ymBegin、座標（x、y）に現在の点を移動任意結ぶ線分を省略して、新しいサブパス。電流経路内の前のパス構築オペレータもmであった場合、新たなMは、それを上書き。以前のM動作のいかなる痕跡は、経路に残っていません。

X、Y l（小文字のL）の点（x、y）に現在のポイントから追加の直線セグメント。新しい現在の点（x、y）がなければなりません。

現在のパスにX1、Y1、X2、Y2、X3 y3cAppend立方ベジェ曲線。曲線がベジエ制御点（8.5.2.2、「立方ベジェ曲線」を参照）として（X1、Y1）と（X2、Y2）を使用して、点（X3、Y3）に現在の点から延びなければなりません。新しい現在のポイントが（X3、Y3）でなければなりません。
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8.5.2.2 Cubic Bézier Curves

Curved path segments shall be specified as cubic Bézier curves. Such curves shall be defined by four points: 
the two endpoints (the current point P0 and the final point P3 ) and two control points P1 and P2 . Given the 
coordinates of the four points, the curve shall be generated by varying the parameter t from 0.0 to 1.0 in the 
following equation: 

When t = 0.0, the value of the function R (t) coincides with the current point P0 ; when t = 1.0, R (t) coincides with 
the final point P3 . Intermediate values of t generate intermediate points along the curve. The curve does not, in 
general, pass through the two control points P1 and P2 . 

NOTE 1 Cubic Bézier curves have two useful properties:  
 
The curve can be very quickly split into smaller pieces for rapid rendering.  
 
The curve is contained within the convex hull of the four points defining the curve, most easily visualized as the 
polygon obtained by stretching a rubber band around the outside of the four points. This property allows rapid 
testing of whether the curve lies completely outside the visible region, and hence does not have to be 
rendered. 

NOTE 2 The Bibliography lists several books that describe cubic Bézier curves in more depth. 

x2 y2 x3 y3 v Append a cubic Bézier curve to the current path. The curve 
shall extend from the current point to the point (x3 , y3 ), using 
the current point and (x2 , y2 ) as the Bézier control points (see 
8.5.2.2, "Cubic Bézier Curves"). The new current point shall 
be (x3 , y3 ). 

x1 y1 x3 y3 y Append a cubic Bézier curve to the current path. The curve 
shall extend from the current point to the point (x3 , y3 ), using 
(x1 , y1 ) and (x3 , y3 ) as the Bézier control points (see 8.5.2.2, 
"Cubic Bézier Curves"). The new current point shall be 
(x3 , y3 ). 

— h Close the current subpath by appending a straight line 
segment from the current point to the starting point of the 
subpath. If the current subpath is already closed, h shall do
nothing. 
This operator terminates the current subpath. Appending 
another segment to the current path shall begin a new 
subpath, even if the new segment begins at the endpoint 
reached by the h operation. 

x y width height re Append a rectangle to the current path as a complete 
subpath, with lower-left corner (x, y) and dimensions width
and height in user space. The operation 
x y width height re
is equivalent to 
x y m 
( x + width ) y l 
( x + width ) ( y + height ) l 
x ( y + height ) l 
h

Table 59 –  Path Construction Operators (continued)

Operands Operator Description

R t( ) 1 t–( )3P0 3t 1 t–( )2P1 3t2 1 t–( )P2 t3P3+ + +=
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8.5.2.2キュービックベジェ曲線

湾曲したパスセグメントは、立方ベジェ曲線として指定されなければなりません。 2つのエンドポイント（現在の点P0と終点P3）と2つの制御点P1及びP2：そのような曲線は、4つの点によって定義されます。 4点の座標が与えられると、曲線は、次式で0.0から1.0にパラメータtを変化させることによって生成されなければなりません。

場合、現在の点P0とT = 0.0、関数R（t）の値が一致します。場合T = 1.0、R（t）は、最終的な点P3と一致しています。 Tの中間値は、曲線に沿った中間点を生成します。曲線は、一般的に、2つの制御点P1及びP2を通過しません。

カーブは非常に迅速に迅速なレンダリングのための小さな断片に分割することができます。注1つの立方ベジェ曲線は、2つの有用な性質を持っています。曲線は、最も容易に4点の外側の周りにゴムバンドを延伸して得られたポリゴンとして可視化曲線を定義する4点の凸包内に含まれます。このプロパティは、完全に可視領域外か曲線嘘の迅速な試験を可能にし、したがって、レンダリングされる必要はありません。

X2 Y2とX3が現在のパスに立方ベジェ曲線をy3vAppend。曲線は（8.5.2.2、「立方ベジェ曲線」を参照）のベジェ制御点として現在の点と（X2、Y2）を使用して、点（X3、Y3）に現在のポイントから延びなければなりません。新しい現在のポイントが（X3、Y3）でなければなりません。

×1 Y1 X3が現在のパスに立方ベジェ曲線をy3yAppend。曲線がベジエ制御点（8.5.2.2、「立方ベジェ曲線」を参照）として（X1、Y1）と（X3、Y3）を用いて、点（X3、Y3）に現在の点から延びなければなりません。新しい現在のポイントが（X3、Y3）でなければなりません。

サブパスの開始点までの現在の点から直線セグメントを追加することによって現在のサブパスを-hClose。現在のサブパスがすでに閉じられている場合、hはdonothingばなりません。この演算子は、現在のサブパスを終了します。現在のパスに別のセグメントを追加すると、新しいセグメントが時間操作が到達エンドポイントで開始しても、新しいサブパスを開始しなければなりません。

heightreAppend幅X Yのユーザ空間で左下隅（x、y）と寸法widthand高さと完全サブパス、現在のパスに長方形。操作X、Y、幅、高さは、xのy Mに相当レイス（X +幅）Y L（X +幅）（Y +高さ）L X（Y +高さ）はL H

表59  - パス構築オペレータ（続き）

オペランド演算子説明

R T（）1トン - （）3P03t 1トン - （）2P13t2 1t-（）P2t3P3 + + + =
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The most general PDF operator for constructing curved path segments is the c operator, which specifies the 
coordinates of points P1 , P2 , and P3 explicitly, as shown in Figure 16 in Annex L. (The starting point, P0 , is 
defined implicitly by the current point.)

Figure 16 –  Cubic Bézier Curve Generated by the c Operator

Two more operators, v and y, each specify one of the two control points implicitly (see Figure 17 in Annex L). In 
both of these cases, one control point and the final point of the curve shall be supplied as operands; the other 
control point shall be implied: 

• For the v operator, the first control point shall coincide with initial point of the curve. 

• For the y operator, the second control point shall coincide with final point of the curve. 

Figure 17 –  Cubic Bézier Curves Generated by the v and y Operators

8.5.3 Path-Painting Operators

8.5.3.1 General

The path-painting operators end a path object, causing it to be painted on the current page in the manner that 
the operator specifies. The principal path-painting operators shall be S (for stroking) and f (for filling). Variants 
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（開始点、P0は、によって暗黙的に定義されている付属書Lに、図16に示すように、湾曲した経路セグメントを構築するための最も一般的なPDFオペレータは、明示的に点P1、P2、およびP3の座標を指定し、C演算子であります現在のポイント。）

図16  - キュービックベジェ曲線Cのオペレータによって生成されます

演算子、V及びY二つより、それぞれ（付属書Lで図17を参照）は、暗黙的に2つの制御点のいずれかを指定します。これらの場合の両方において、一つの制御点と曲線の最終点は、オペランドとして供給されなければなりません。他のコントロールポイントが暗示されなければなりません。

•V演算子の場合、最初の制御点は曲線の最初の点と一致するものとします。

•Yオペレータは、第二の制御点は、曲線の最終点と一致しなければなりません。

図17  -  VおよびYオペレータによって生成されたキュービックベジエ曲線

8.5.3パス、絵画演算子

8.5.3.1一般的な

パスペイントオペレータは、オペレータの指定されているように、現在のページ上にペイントさせる、パスオブジェクトを終了します。主パスペイントオペレータは、S（ストローク用）および（充填用）Fでなければなりません。バリアント

X1、Y1、X2、Y2、X3、Y3 C

P0（現在点）

P2（X2、Y2）

P3（X3、Y3）

P1（X1、Y1）

×2 Y2×3 Y3のV

現在のポイント

（X2、Y2）

（X3、Y3）

X1、Y1×3のY3のY

現在のポイント

（X1、Y1）

（X3、Y3）
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of these operators combine stroking and filling in a single operation or apply different rules for determining the 
area to be filled. Table 60 lists all the path-painting operators. 

8.5.3.2 Stroking

The S operator shall paint a line along the current path. The stroked line shall follow each straight or curved 
segment in the path, centred on the segment with sides parallel to it. Each of the path’s subpaths shall be 
treated separately. 

The results of the S operator shall depend on the current settings of various parameters in the graphics state 
(see 8.4, "Graphics State", for further information on these parameters): 

• The width of the stroked line shall be determined by the current line width parameter (8.4.3.2, "Line 
Width"). 

• The colour or pattern of the line shall be determined by the current colour and colour space for stroking 
operations. 

Table 60 –  Path-Painting Operators  

Operands Operator Description

— S Stroke the path. 

— s Close and stroke the path. This operator shall have the same effect as the 
sequence h S. 

— f Fill the path, using the nonzero winding number rule to determine the region 
to fill (see 8.5.3.3.2, "Nonzero Winding Number Rule"). Any subpaths that 
are open shall be implicitly closed before being filled.

— F Equivalent to f; included only for compatibility. Although PDF reader
applications shall be able to accept this operator, PDF writer applications 
should use f instead. 

— f* Fill the path, using the even-odd rule to determine the region to fill (see 
8.5.3.3.3, "Even-Odd Rule"). 

— B Fill and then stroke the path, using the nonzero winding number rule to 
determine the region to fill. This operator shall produce the same result as 
constructing two identical path objects, painting the first with f and the 
second with S. 
NOTE The filling and stroking portions of the operation consult 

different values of several graphics state parameters, such as 
the current colour. See also 11.7.4.4, "Special Path-Painting 
Considerations". 

— B* Fill and then stroke the path, using the even-odd rule to determine the region 
to fill. This operator shall produce the same result as B, except that the path 
is filled as if with f* instead of f. See also 11.7.4.4, "Special Path-Painting 
Considerations". 

— b Close, fill, and then stroke the path, using the nonzero winding number rule 
to determine the region to fill. This operator shall have the same effect as the 
sequence h B. See also 11.7.4.4, "Special Path-Painting Considerations". 

— b* Close, fill, and then stroke the path, using the even-odd rule to determine the 
region to fill. This operator shall have the same effect as the sequence h B*. 
See also 11.7.4.4, "Special Path-Painting Considerations". 

— n End the path object without filling or stroking it. This operator shall be a path-
painting no-op, used primarily for the side effect of changing the current 
clipping path (see 8.5.4, "Clipping Path Operators"). 
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8.5.3.2撫でます

S演算子は、現在のパスに沿った線を描くものとします。辺がそれに平行なストロークラインセグメントを中心にパス内の各直線又は曲線セグメントを、従わなければなりません。パスのサブパスのそれぞれが別々に処理されなければなりません。

S演算子の結果は、グラフィックス状態における各種パラメータの現在の設定に依存しなければならない（これらのパラメータの詳細については、8.4、「グラフィック状態」を参照）。

•ストロークのラインの幅は、現在の線幅パラメータ（8.4.3.2、「線幅」）によって決定されなければなりません。

オペランド演算子説明

パスは、充填する領域を決定するために、非ゼロ巻数規則を用いて（8.5.3.3.2を参照して、「非ゼロ巻数規則」）-fFill。開いている任意のサブパスは、暗黙的に満たされる前に閉鎖されなければなりません。

Fへ-FEquivalent。互換性のためだけに含まれています。 PDFのreaderapplicationsは、この演算子を受け入れることができるようにしなければならないが、PDFライターのアプリケーションでは、代わりにFを使用する必要があります。

（「奇偶規則」、8.5.3.3.3を参照してください）-f *塗りする領域を決定するために偶奇規則を使用して、パスを入力します。

-BFill、次いでストローク経路は、非ゼロ巻数規則を使用して充填する領域を決定します。この演算子は、fの第一及びS.注：充填物を有する第二の塗装及び動作の一部は、現在の色のようないくつかのグラフィックス状態パラメータの異なる値を、相談なでる、二つの同一のパスオブジェクトを構築するのと同じ結果を生成しなければなりません。また、11.7.4.4、「特別なパス - 絵画考慮事項」を参照してください。

-B *充填する領域を決定するために偶奇規則を使用して、脳卒中、パスを入力して。この演算子は、Bは、パスではなく、FのF *であるかのように充填されていることを除いて同じ結果を生成しなければなりません。また、11.7.4.4、「特別なパス - 絵画考慮事項」を参照してください。

充填する領域を決定するために、非ゼロ巻数規則を使用して、脳卒中、パスを、塗りつぶしを-bClose、および。この演算子は、シーケンス時間も11.7.4.4、「特別なパス - 絵画の考慮事項」を参照してくださいB.と同一の効力を有します。

-b *閉じ、充填は、その後ストローク経路は、偶奇規則を使用して充填する領域を決定します。この演算子は、シーケンス時間Bの*と同一の効力を有します。また、11.7.4.4、「特別なパス - 絵画考慮事項」を参照してください。

-nEnd充填又はそれをなでることなく、パスオブジェクト。この演算子は、パスペイントいいえ-OPを、現在のクリッピングパスを変更する副作用のために主に使用される（8.5.4を参照して、「パス演算子をクリッピング」）でなければなりません。
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• The line may be painted either solid or with a dash pattern, as specified by the current line dash pattern 
(see 8.4.3.6, "Line Dash Pattern"). 

• If a subpath is open, the unconnected ends shall be treated according to the current line cap style, which 
may be butt, rounded, or square (see 8.4.3.3, "Line Cap Style"). 

• Wherever two consecutive segments are connected, the joint between them shall be treated according to 
the current line join style, which may be mitered, rounded, or beveled (see 8.4.3.4, "Line Join Style"). 
Mitered joins shall be subject to the current miter limit (see 8.4.3.5, "Miter Limit"). 

Points at which unconnected segments happen to meet or intersect receive no special treatment. In particular, 
using an explicit l operator to give the appearance of closing a subpath, rather than using h, may result in a 
messy corner, because line caps are applied instead of a line join. 

• The stroke adjustment parameter (PDF 1.2) specifies that coordinates and line widths be adjusted 
automatically to produce strokes of uniform thickness despite rasterization effects (see 10.6.5, "Automatic 
Stroke Adjustment"). 

If a subpath is degenerate (consists of a single-point closed path or of two or more points at the same 
coordinates), the S operator shall paint it only if round line caps have been specified, producing a filled circle 
centered at the single point. If butt or projecting square line caps have been specified, S shall produce no 
output, because the orientation of the caps would be indeterminate. This rule shall apply only to zero-length 
subpaths of the path being stroked, and not to zero-length dashes in a dash pattern. In the latter case, the line 
caps shall always be painted, since their orientation is determined by the direction of the underlying path. A 
single-point open subpath (specified by a trailing m operator) shall produce no output. 

8.5.3.3 Filling

8.5.3.3.1 General

The f operator shall use the current nonstroking colour to paint the entire region enclosed by the current path. If 
the path consists of several disconnected subpaths, f shall paint the insides of all subpaths, considered 
together. Any subpaths that are open shall be implicitly closed before being filled. 

If a subpath is degenerate (consists of a single-point closed path or of two or more points at the same 
coordinates), f shall paint the single device pixel lying under that point; the result is device-dependent and not 
generally useful. A single-point open subpath (specified by a trailing m operator) shall produce no output. 

For a simple path, it is intuitively clear what region lies inside. However, for a more complex path, it is not 
always obvious which points lie inside the path. For more detailed information, see 10.6.4, “Scan Conversion 
Rules“.

EXAMPLE A path that intersects itself or has one subpath that encloses another.

The path machinery shall use one of two rules for determining which points lie inside a path: the nonzero 
winding number rule and the even-odd rule, both discussed in detail below. The nonzero winding number rule is 
more versatile than the even-odd rule and shall be the standard rule the f operator uses. Similarly, the W
operator shall use this rule to determine the inside of the current clipping path. The even-odd rule is 
occasionally useful for special effects or for compatibility with other graphics systems; the f* and W* operators 
invoke this rule. 

8.5.3.3.2 Nonzero Winding Number Rule

The nonzero winding number rule determines whether a given point is inside a path by conceptually drawing a 
ray from that point to infinity in any direction and then examining the places where a segment of the path 
crosses the ray. Starting with a count of 0, the rule adds 1 each time a path segment crosses the ray from left to 
right and subtracts 1 each time a segment crosses from right to left. After counting all the crossings, if the result 
is 0, the point is outside the path; otherwise, it is inside. 
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現在の行のダッシュパターンで指定された•ラインは、固体またはダッシュパターンのいずれかで塗装することができる（8.4.3.6、「ラインの破線パターン」を参照してください）。

•サブパスが開いている場合は、未接続の端部が尻、丸みを帯びた、または正方形であり、現在のラインキャップスタイル、に従って処理されなければならない（8.4.3.3を参照してください、「ラインキャップスタイル」）。

•は、2つの連続したセグメントが接続されている場合はいつでも、それらの間の接合部は、現在のラインに従って処理されなければならない、丸い留め継ぎ、または面取りすることができるスタイル（「ラインスタイルに参加」、8.4.3.4を参照してください）に参加します。マイターは（「マイターリミット」、8.4.3.5を参照してください）現在のマイター制限に従うものと合流します。

未接続のセグメントが満たすために起こるか、特別な治療を受けない交わるポイント。ラインキャップはなく結合線から印加されるため、特に、サブパスを閉じるのではなく、時間を使用しての外観を与えるために、明示的なL演算子を使用して、厄介なコーナーをもたらすことができます。

•座標と線幅がラスタライズ効果にもかかわらず、均一な厚さの農産物ストロークに自動的に調整することが、ストローク調整パラメータ（PDF 1.2）を指定しますが（10.6.5を参照してください、「自動ストローク調整」）。

サブパスは、（同じ座標にシングルポイント閉じたパスの二種以上の点から成る）縮重している場合、S演算子はラウンドラインキャップは黒丸を生成、指定された場合にのみ、それをペイントしなければならない一点を中心と。バット又は突出正方形ラインキャップが指定されている場合にキャップの向きが不定になるので、Sは、何も出力を生成してはなりません。このルールは、パスの長さゼロのサブパスは、ダッシュパターンに長さゼロのダッシュにストローク、およびないというだけに適用されなければなりません。それらの配向が基礎のパスの方向によって決定されるので、後者の場合には、ラインキャップは常に、塗装されなければなりません。 （末尾のMオペレータによって指定された）シングルポイントオープンサブパスには出力を生成してはなりません。

8.5.3.3充填

8.5.3.3.1一般

F演算子は、電流路に囲まれた領域全体を描画するために現在nonstroking色を使用しなければなりません。パスは、いくつかの切断サブパスで構成されている場合は、fが一緒に考慮されるすべてのサブパスの内部を、ペイントするものとします。開いている任意のサブパスは、暗黙的に満たされる前に閉鎖されなければなりません。

サブパスが縮重している（同じ座標にシングルポイント閉じたパスの二種以上の点からなる）場合、fはそのポイントの下に位置する単一のデバイスの画素をペイントしなければなりません。結果は、デバイスに依存し、一般的に有用ではありません。 （末尾のMオペレータによって指定された）シングルポイントオープンサブパスには出力を生成してはなりません。

シンプルなパスの場合は、内部のどの地域嘘直感的に明らかです。しかし、より複雑なパスのために、パスの内側にあるどのポイント必ずしも明確ではありません。より詳細な情報については、10.6.4、「スキャン変換ルール」を参照してください。

自分自身と交差するか、別のものを囲む1つのサブパスを持つ例Aパス。

非ゼロ巻数規則と偶奇規則、以下に詳細に説明両方を：パス機械は、点がパスの内側に存在するかを決定するための2つのルールのいずれかを使用しなければなりません。非ゼロ巻数規則は、より汎用性の偶奇規則よりも標準ルールFオペレータが使用しなければなりません。同様に、Woperator現在のクリッピングパスの内部を決定するために、この規則を使用しなければなりません。偶奇規則は、特殊効果のために、または他のグラフィックス・システムとの互換性のために時々有用です。このルール呼び出しF *とW *演算子。

8.5.3.3.2非ゼロの数ワインディング規則を

非ゼロ巻数規則は、指定された点が概念的任意の方向に無限にそのポイントから光線を描画した後、パスのセグメントが線と交差する場所を調べることによって、パスの内側にあるか否かを判定する。 0のカウント値から始まる、ルール1は、パスセグメントが右から左にセグメント十字右及び減算1たびに左から光線を横切るたびに加算します。結果が0である場合、すべての交差をカウントした後、点はパスの外側にあります。それ以外の場合は、内部にあります。
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The method just described does not specify what to do if a path segment coincides with or is tangent to the 
chosen ray. Since the direction of the ray is arbitrary, the rule simply chooses a ray that does not encounter 
such problem intersections. 

For simple convex paths, the nonzero winding number rule defines the inside and outside as one would 
intuitively expect. The more interesting cases are those involving complex or self-intersecting paths like the 
ones shown in Figure 18 in Annex L. For a path consisting of a five-pointed star, drawn with five connected 
straight line segments intersecting each other, the rule considers the inside to be the entire area enclosed by 
the star, including the pentagon in the centre. For a path composed of two concentric circles, the areas 
enclosed by both circles are considered to be inside, provided that both are drawn in the same direction. If the 
circles are drawn in opposite directions, only the doughnut shape between them is inside, according to the rule; 
the doughnut hole is outside. 

Figure 18 –  Nonzero Winding Number Rule

8.5.3.3.3 Even-Odd Rule

An alternative to the nonzero winding number rule is the even-odd rule. This rule determines whether a point is 
inside a path by drawing a ray from that point in any direction and simply counting the number of path segments 
that cross the ray, regardless of direction. If this number is odd, the point is inside; if even, the point is outside. 
This yields the same results as the nonzero winding number rule for paths with simple shapes, but produces 
different results for more complex shapes. 

Figure 19 shows the effects of applying the even-odd rule to complex paths. For the five-pointed star, the rule 
considers the triangular points to be inside the path, but not the pentagon in the centre. For the two concentric 
circles, only the doughnut shape between the two circles is considered inside, regardless of the directions in 
which the circles are drawn. 

Figure 19 –  Even-Odd Rule

8.5.4 Clipping Path Operators

The graphics state shall contain a current clipping path that limits the regions of the page affected by painting 
operators. The closed subpaths of this path shall define the area that can be painted. Marks falling inside this 
area shall be applied to the page; those falling outside it shall not be. Sub-clause 8.5.3.3, "Filling" discusses 
precisely what shall be considered to be inside a path.
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ちょうど記載された方法は、経路セグメント一致する場合をどうするかを指定するか、選択された線に接するありません。光線の方向は任意であるため、ルールは、単にこのような問題の交差が発生しない線を選択します。

一つは直感的に予想されるような単純な凸状経路のため、非ゼロ巻数規則は内側と外側を画定します。より興味深いケースは、5つの接続された直線セグメントが互いに交差して描かれた五芒星からなる経路は、附属書Lに、図18に示されているもの、のような複雑な又は自己交差パスを含むものは、ルールが考慮されています内部は中央に五角形などのスター、で囲まれた領域全体であることを。 2つの同心円からなる経路のため、両方の円で囲まれた領域は、両方が同じ方向に延伸されていれば、内部であると考えられます。円は反対方向に引かれている場合、それらの間の唯一のドーナツ形状は、規則に従って、内部です。ドーナツの穴は外です。

図18  - 非ゼロの数ワインディング規則を

8.5.3.3.3奇偶規則

非ゼロ巻数規則に代わるものは、偶奇規則です。このルールは、点は方向に関係なく、任意の方向にその位置から光線を描画し、単に線を横断する経路セグメントの数をカウントすることにより、パスの内側にあるか否かを判定する。この数が奇数の場合、点は内部です。場合でも、ポイントは外です。これは、単純な形状のパスの数の規則を巻非ゼロと同じ結果が得られるが、より複雑な形状のために異なる結果を生成します。

図19の複雑なパスに偶奇規則を適用したショー効果。五芒星の場合、ルールは、パスの内側にあることを、三角形のポイントを考慮しますが、中心部ではない五角形。 2つの同心円のために、二つの円の間の唯一のドーナツ形状にかかわらず、円が描画されている方向の、内部と考えられます。

図19  - 奇偶規則

8.5.4クリッピングパス演算子

グラフィック状態は、オペレータを塗装することによって影響を受けるページの領域を制限する現在のクリッピングパスを含まなければなりません。このパスの閉じたサブパスを塗装することができた領域を定義しなければなりません。このエリア内で落下マークは、ページに適用されなければなりません。それから外れるものはあってはなりません。パスの内側にあることを考慮しなければならない正確にどのようなサブ節8.5.3.3、「充填」について説明します。
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In the context of the transparent imaging model (PDF 1.4), the current clipping path constrains an object’s 
shape (see 11.2, "Overview of Transparency"). The effective shape is the intersection of the object’s intrinsic 
shape with the clipping path; the source shape value shall be 0.0 outside this intersection. Similarly, the shape 
of a transparency group (defined as the union of the shapes of its constituent objects) shall be influenced both 
by the clipping path in effect when each of the objects is painted and by the one in effect at the time the group’s 
results are painted onto its backdrop. 

The initial clipping path shall include the entire page. A clipping path operator (W or W*, shown in Table 61) 
may appear after the last path construction operator and before the path-painting operator that terminates a 
path object. Although the clipping path operator appears before the painting operator, it shall not alter the 
clipping path at the point where it appears. Rather, it shall modify the effect of the succeeding painting operator. 
After the path has been painted, the clipping path in the graphics state shall be set to the intersection of the 
current clipping path and the newly constructed path. 

NOTE 1 In addition to path objects, text objects may also be used for clipping; see 9.3.6, "Text Rendering Mode". 

The n operator (see Table 60) is a no-op path-painting operator; it shall cause no marks to be placed on the 
page, but can be used with a clipping path operator to establish a new clipping path. That is, after a path has 
been constructed, the sequence W n shall intersect that path with the current clipping path and shall establish a 
new clipping path. 

NOTE 2 There is no way to enlarge the current clipping path or to set a new clipping path without reference to the 
current one. However, since the clipping path is part of the graphics state, its effect can be localized to specific 
graphics objects by enclosing the modification of the clipping path and the painting of those objects between a 
pair of q and Q operators (see 8.4.2, "Graphics State Stack"). Execution of the Q operator causes the clipping 
path to revert to the value that was saved by the q operator before the clipping path was modified. 

8.6 Colour Spaces

8.6.1 General

PDF includes facilities for specifying the colours of graphics objects to be painted on the current page. The 
colour facilities are divided into two parts: 

• Colour specification. A conforming writer may specify abstract colours in a device-independent way. 
Colours may be described in any of a variety of colour systems, or colour spaces. Some colour spaces are 
related to device colour representation (grayscale, RGB, CMYK), others to human visual perception (CIE-
based). Certain special features are also modelled as colour spaces: patterns, colour mapping, 
separations, and high-fidelity and multitone colour. 

• Colour rendering. A conforming reader shall reproduce colours on the raster output device by a multiple-
step process that includes some combination of colour conversion, gamma correction, halftoning, and 
scan conversion. Some aspects of this process use information that is specified in PDF. However, unlike 
the facilities for colour specification, the colour-rendering facilities are device-dependent and should not be 
included in a page description. 

Figure 20 and Figure 21 illustrate the division between PDF’s (device-independent) colour specification and 
(device-dependent) colour-rendering facilities. This sub-clause describes the colour specification features, 
covering everything that PDF documents need to specify colours. The facilities for controlling colour rendering 

Table 61 –  Clipping Path Operators  

Operands Operator Description

— W Modify the current clipping path by intersecting it with the current path, using 
the nonzero winding number rule to determine which regions lie inside the 
clipping path. 

— W* Modify the current clipping path by intersecting it with the current path, using 
the even-odd rule to determine which regions lie inside the clipping path. 
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透明なイメージングモデル（PDF 1.4）の文脈では、現在のクリッピングパスは（11.2、「透明性の概要」を参照）、オブジェクトの形状を制約します。効果的な形状は、クリッピングパスを持つオブジェクトの固有形状の交点です。ソース形状値は、この交差点外部0.0でなければなりません。同様に、（それを構成するオブジェクトの形状の和集合として定義される）透明基の形状は、各オブジェクトが描画されている有効なクリッピングパスによって効果に1の両方によって影響を受けなければならない時のグループの結果その背景に描かれています。

初期クリッピングパスは、ページ全体を含まなければなりません。 （表61に示すWまたはW *）クリッピングパス演算子は、最後のパス構築オペレータの後、パスオブジェクトを終了パスペイントオペレータの前に表示されてもよいです。クリッピングパス演算子は塗装作業の前に表示されますが、それが表示されますポイントでクリッピングパスを変更してはなりません。むしろ、それは後続の塗装作業の効果を修正するものとします。パスが塗られた後、グラフィックス状態のクリッピングパスは、現在のクリッピングパスと新たに構築されたパスの交点に設定されなければなりません。

注1パスオブジェクトに加えて、テキストオブジェクトは、クリッピングのためにも使用することができます。 9.3.6、「テキストのレンダリングモード」を参照してください。

n個のオペレータがno-OPパスペイントオペレータである（表60を参照します）。それは何のマークがページ上に置かれていないことが原因となるものが、新しいクリッピングパスを確立するためのクリッピングパス演算子で使用することができます。パスが構築された後であることを、nはWシーケンスは、現在のクリッピングパスとそのパスを交差するものとし、新たなクリッピングパスを確立しなければなりません。

注2現在のクリッピングパスを拡大するか、現在の1を参照することなく、新たなクリッピングパスを設定する方法はありません。しかしながら、クリッピングパスは、グラフィックス状態の一部であるので、その効果は、クリッピングパスとQとQオペレータの対の間のそれらのオブジェクトの絵の変更を囲むことにより、特定のグラフィックスオブジェクトに局在化することができる（8.4.2を参照の「グラフィック状態スタック」）。 Qオペレータの実行は、クリッピングパスが変更された前のQオペレータによって保存された値に戻すためのクリッピングパスを引き起こします。

8.6色空間

8.6.1一般的な

•カラー仕様。準拠したライターは、デバイスに依存しない方法で抽象的な色を指定することもできます。色は、カラーシステム、又は色空間の種々のいずれかに記載されてもよいです。いくつかの色空間は、人間の視覚（CIEベース）の他のものは、デバイスの色表現（グレースケール、RGB、CMYK）に関連しています。パターン、色マッピング、分離、および高忠実度およびマルチトーンカラー：特定の特別な特徴は、色空間としてモデル化されます。

•カラーレンダリング。適合読者は、色変換、ガンマ補正、ハーフトーニング、及びスキャン変換のいくつかの組み合わせを含む多段階プロセスによってラスタ出力装置上に色を再現しなければなりません。 PDFに指定されている。このプロセスの使用情報のいくつかの側面。しかし、色指定のための施設とは異なり、カラーレンダリング施設は、デバイスに依存していると、ページの説明に含めることはできません。

図20及び図21は、PDFの（デバイス非依存の）色仕様と（デバイス依存）演色施設間の分割を示します。このサブ句は、PDF文書が色を指定する必要があることすべてをカバーし、色指定機能について説明します。演色性を制御するための施設

オペランド演算子説明

クリッピングパスの内側に位置するどの領域を決定するために、非ゼロ巻数規則を用いて、電流経路とそれに交差することにより-WModify現在のクリッピングパス。

-W *クリッピングパスの内側に位置するどの領域を決定するために偶奇規則を用いて、電流経路とそれに交差することにより、現在のクリッピングパスを変更します。
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are described in clause 10, "Rendering"; a conforming writer should use these facilities only to configure or 
calibrate an output device or to achieve special device-dependent effects. 

8.6.2 Colour Values

As described in 8.5.3, "Path-Painting Operators", marks placed on the page by operators such as f and S shall 
have a colour that is determined by the current colour parameter of the graphics state. A colour value consists 
of one or more colour components, which are usually numbers. A gray level shall be specified by a single 
number ranging from 0.0 (black) to 1.0 (white). Full colour values may be specified in any of several ways; a 
common method uses three numeric values to specify red, green, and blue components. 

Colour values shall be interpreted according to the current colour space, another parameter of the graphics 
state. A PDF content stream first selects a colour space by invoking the CS operator (for the stroking colour) or 
the cs operator (for the nonstroking colour). It then selects colour values within that colour space with the SC
operator (stroking) or the sc operator (nonstroking). There are also convenience operators—G, g, RG, rg, K, 
and k—that select both a colour space and a colour value within it in a single step. Table 74 lists all the colour-
setting operators. 

Sampled images (see 8.9, "Images") specify the colour values of individual samples with respect to a colour 
space designated by the image object itself. While these values are independent of the current colour space 
and colour parameters in the graphics state, all later stages of colour processing shall treat them in exactly the 
same way as colour values specified with the SC or sc operator. 

8.6.3 Colour Space Families

Colour spaces are classified into colour space families. Spaces within a family share the same general 
characteristics; they shall be distinguished by parameter values supplied at the time the space is specified. The 
families fall into three broad categories: 

• Device colour spaces directly specify colours or shades of gray that the output device shall produce. They 
provide a variety of colour specification methods, including grayscale, RGB (red-green-blue), and CMYK
(cyan-magenta-yellow-black), corresponding to the colour space families DeviceGray, DeviceRGB, and 
DeviceCMYK. Since each of these families consists of just a single colour space with no parameters, they 
may be referred to as the DeviceGray, DeviceRGB, and DeviceCMYK colour spaces. 

• CIE-based colour spaces shall be based on an international standard for colour specification created by 
the Commission Internationale de l’Éclairage (International Commission on Illumination). These spaces 
specify colours in a way that is independent of the characteristics of any particular output device. Colour 
space families in this category include CalGray, CalRGB, Lab, and ICCBased. Individual colour spaces 
within these families shall be specified by means of dictionaries containing the parameter values needed to 
define the space. 

• Special colour spaces add features or properties to an underlying colour space. They include facilities for 
patterns, colour mapping, separations, and high-fidelity and multitone colour. The corresponding colour 
space families are Pattern, Indexed, Separation, and DeviceN. Individual colour spaces within these 
families shall be specified by means of additional parameters. 

Table 62 summarizes the colour space families in PDF.

Table 62 –  Colour Space Families  

Device CIE-based Special

DeviceGray (PDF 1.1) CalGray (PDF 1.1) Indexed (PDF 1.1)

DeviceRGB (PDF 1.1) CalRGB (PDF 1.1) Pattern (PDF 1.2)

DeviceCMYK (PDF 1.1) Lab (PDF 1.1) Separation (PDF 1.2)

ICCBased (PDF 1.3) DeviceN (PDF 1.3)
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「レンダリング」、節10に記載されています。準拠した作家は唯一設定するには、これらの施設を使用するか、または出力デバイスのキャリブレーションや特殊な装置依存の効果を達成する必要があります。

8.6.2カラー値

8.5.3、「パス塗装演算子」に記載されているように、例えばF及びSのようなオペレータによってページ上に配置されたマークは、グラフィックス状態の現在の色パラメータによって決定された色を有するものとします。色の値は、通常数である1つ以上の色成分から構成されています。グレーレベルは0.0（黒）から1.0（白）の範囲の単一の番号で指定しなければなりません。フルカラー値は、いくつかの方法のいずれかで指定することができます。一般的な方法は、赤、緑、および青のコンポーネントを指定するために3つの数値を使用します。

カラー値は、現在の色空間、グラフィックス状態の他のパラメータに応じて解釈されるものとします。 PDFコンテンツストリームは、第一選択（ストローク色用）CSオペレータを呼び出すことによって、色空間又は（nonstroking色用）CS演算子。その後SCoperator（ストローク）またはSCオペレータ（nonstroking）とその色空間内の色値を選択します。便宜オペレータ-G、G、RG、RG、K、及びK色空間と単一工程でその内の色値の両方を選択もあります。表74のリストすべてのカラー設定の演算子。

サンプリングされた画像（8.9、「イメージ」を参照）画像オブジェクト自体によって指定された色空間に対する個々のサンプルのカラー値を指定します。これらの値は、グラフィックス状態の現在の色空間と色のパラメータとは独立しているが、色処理のすべての後の段階は、色の値はSCまたはSC演算子で指定されたと全く同様に扱うものとします。

8.6.3カラースペースファミリ

•デバイス色空間は直接出力装置が作成しなければならないことは色またはグレーの色合いを指定します。彼らは、色空間ファミリーDeviceGray、DeviceRGBで、及びDeviceCMYKに対応し、グレースケール、RGB（赤 - 緑 - 青）、及びCMYK（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）を含む色指定方法の種々の提供します。これらのファミリーの各々は、パラメータなしの1つだけの色空間で構成されているので、それらはDeviceGray、DeviceRGBで、及びDeviceCMYK色空間と呼ぶことができます。

•CIEベースの色空間は、委員会国際ドゥÉclairage（国際照明委員会）によって作成されたカラー仕様の国際規格に基づくものでなければなりません。これらの空間は、任意の特定の出力デバイスの特性に依存しない方法で色を指定します。このカテゴリーの色空間の家族はCalGray、CalRGB、ラボ、およびICCBasedが含まれます。これらの家族内の個々の色空間は、スペースを定義するのに必要なパラメータ値を含む辞書によって指定されなければなりません。

•特別な色空間は、基礎となる色空間に機能やプロパティを追加します。彼らは、パターンのための施設、カラーマッピング、分離、および高忠実度およびマルチトーンカラーを含みます。対応する色空間の家族は、パターン、インデックス、分離、およびDeviceNのです。これらの家族内の個々の色空間は、追加のパラメータによって指定されなければなりません。

表62は、PDFでの色空間ファミリをまとめたもの。

デバイスのCIEベースの特殊

DeviceGray（PDF 1.1）CalGray（PDF 1.1）インデックス（PDF 1.1）

DeviceRGBで（PDF 1.1）CalRGB（PDF 1.1）パターン（PDF 1.2）

DeviceCMYK（PDF 1.1）ラボ（PDF 1.1）分離（PDF 1.2）

ICCBased（PDF 1.3）のDeviceN（PDF 1.3）
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Figure 20 –  Colour Specification
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図20  - カラー仕様
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Figure 21 –  Colour Rendering

A colour space shall be defined by an array object whose first element is a name object identifying the colour 
space family. The remaining array elements, if any, are parameters that further characterize the colour space; 
their number and types vary according to the particular family. For families that do not require parameters, the 
colour space may be specified simply by the family name itself instead of an array. 

A colour space shall be specified in one of two ways: 

• Within a content stream, the CS or cs operator establishes the current colour space parameter in the 
graphics state. The operand shall always be name object, which either identifies one of the colour spaces 
that need no additional parameters (DeviceGray, DeviceRGB, DeviceCMYK, or some cases of Pattern) 
or shall be used as a key in the ColorSpace subdictionary of the current resource dictionary (see 7.8.3, 
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図21  - 演色

色空間は、その最初の要素の色空間ファミリを識別する名前オブジェクトである配列オブジェクトによって定義されなければなりません。残りの配列要素、もしあれば、更なる色空間を特徴付けるパラメータです。その数や種類は、特定の家族に応じて変化します。パラメータを必要としない家族のために、色空間は、家族の名前そのものの代わりに配列することによって簡単に指定することができます。

•コンテンツストリーム内の、CS又はCSオペレータは、グラフィックス状態の現在の色空間パラメータを確立します。オペランドは常に名オブジェクト、追加のパラメータ（DeviceGray、DeviceRGBで、DeviceCMYK、またはパターンの一部の場合）を必要としない色空間のいずれか1つ特定しなければならないか、現在のリソース辞書のColorSpace副辞書でキーとして使用されるもの（7.8.3を参照してください、
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"Resource Dictionaries"). In the latter case, the value of the dictionary entry in turn shall be a colour space 
array or name. A colour space array shall never be inline within a content stream. 

• Outside a content stream, certain objects, such as image XObjects, shall specify a colour space as an 
explicit parameter, often associated with the key ColorSpace. In this case, the colour space array or name 
shall always be defined directly as a PDF object, not by an entry in the ColorSpace resource 
subdictionary. This convention also applies when colour spaces are defined in terms of other colour 
spaces. 

The following operators shall set the current colour space and current colour parameters in the graphics state: 

• CS shall set the stroking colour space; cs shall set the nonstroking colour space. 

• SC and SCN shall set the stroking colour; sc and scn shall set the nonstroking colour. Depending on the 
colour space, these operators shall have one or more operands, each specifying one component of the 
colour value. 

• G, RG, and K shall set the stroking colour space implicitly and the stroking colour as specified by the 
operands; g, rg, and k do the same for the nonstroking colour space and colour. 

8.6.4 Device Colour Spaces

8.6.4.1 General

The device colour spaces enable a page description to specify colour values that are directly related to their 
representation on an output device. Colour values in these spaces map directly (or by simple conversions) to 
the application of device colorants, such as quantities of ink or intensities of display phosphors. This enables a 
conforming writer to control colours precisely for a particular device, but the results might not be consistent 
from one device to another. 

Output devices form colours either by adding light sources together or by subtracting light from an illuminating 
source. Computer displays and film recorders typically add colours; printing inks typically subtract them. These 
two ways of forming colours give rise to two complementary methods of colour specification, called additive and 
subtractive colour (see Figure L.1 in Annex L). The most widely used forms of these two types of colour 
specification are known as RGB and CMYK, respectively, for the names of the primary colours on which they 
are based. They correspond to the following device colour spaces: 

• DeviceGray controls the intensity of achromatic light, on a scale from black to white. 

• DeviceRGB controls the intensities of red, green, and blue light, the three additive primary colours used in 
displays. 

• DeviceCMYK controls the concentrations of cyan, magenta, yellow, and black inks, the four subtractive 
process colours used in printing. 

NOTE Although the notion of explicit colour spaces is a PDF 1.1 feature, the operators for specifying colours in the 
device colour spaces—G, g, RG, rg, K, and k—are available in all versions of PDF. Beginning with PDF 1.2, 
colours specified in device colour spaces can optionally be remapped systematically into other colour spaces; 
see 8.6.5.6, "Default Colour Spaces". 

In the transparent imaging model (PDF 1.4), the use of device colour spaces is subject to special treatment 
within a transparency group whose group colour space is CIE-based (see 11.4, "Transparency Groups" and 
11.6.6, "Transparency Group XObjects"). In particular, the device colour space operators should be used only if 
device colour spaces have been remapped to CIE-based spaces by means of the default colour space 
mechanism. Otherwise, the results are implementation-dependent and unpredictable. 
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「リソース辞書」）。後者の場合には、順番に辞書エントリの値は、色空間配列または名前でなければなりません。色空間配列は、コンテンツストリーム内にインラインになることはありませんもの。

•コンテンツのストリームは、そのような画像XObjectsなどの特定のオブジェクト、外では、多くの場合、キーのColorSpaceに関連付けられた、明示的なパラメータとして色空間を指定しなければなりません。この場合、色空間配列または名前は、常にではないのColorSpaceリソースサブディクショナリのエントリで、PDFオブジェクトとして直接定義されなければなりません。この規則は、カラースペースは他の色空間で定義されたときに適用されます。

•SCとSCNは、なでる色を設定しなければなりません。 SCとSCNはnonstroking色を設定しなければなりません。色空間に応じて、これらの演算子は、一つ以上のオペランド、カラー値の各指定つの成分を有するものとします。

•Gは、RG、及びKは、暗黙的にストロークの色空間とオペランドで指定されるなぞり色を設定しなければなりません。 G、RG、kはnonstroking色空間及び色について同じことを行います。

8.6.4デバイス色空間

8.6.4.1一般的な

デバイス色空間がそのまま出力デバイス上のそれらの表現に関連した色値を指定するページ記述を可能にします。これらの空間における色値が、このようなインクの量やディスプレイ蛍光体の強度として直接（または単純な変換によって）デバイス着色剤、のアプリケーションにマップ。これは正確に特定のデバイスの制御色に準拠したライターを可能にしますが、結果は一つのデバイスから別の一貫性がない可能性があります。

出力デバイスは、一緒に光源を追加することによって、又は照明光源からの光を減算することによりいずれかの色を形成します。コンピュータディスプレイとフィルムレコーダーは、一般的に色を追加します。印刷インクは、典型的にそれらを引きます。成形色のこれら二つの方法は、色指定と呼ばれる添加剤及び減色（付属書Lで図L.1を参照）の2つの相補メソッドを生じさせます。色指定これらの2種類の最も広く使用されるフォームは、それらの基礎となる基本色の名前について、それぞれ、RGBおよびCMYKとして知られています。彼らは、次のデバイスのカラースペースに対応します。

•DeviceGrayは黒から白までのスケールで、無彩色光の強度を制御します。

•DeviceRGBでは、赤色、緑色、および青色の光の強度を、ディスプレイに使用される三つの加法原色を制御します。

•DeviceCMYKは、シアン、マゼンタ、イエロー、及びブラックインクの濃度、印刷に使用される4つのサブトラクティブプロセスカラーを制御します。

注明示的色空間の概念は、PDF 1.1の特徴であるが、オペレータデバイス色空間-G、G、RG、RGの色を指定するため、K、およびPDFのすべてのバージョンで利用可能なkは、です。 PDF 1.2以降では、デバイスの色空間で指定された色は、必要に応じて他の色空間に体系的に再マッピングすることができます。 「カラースペースをデフォルト設定」、8.6.5.6を参照してください。

透明なイメージングモデル（PDF 1.4）では、デバイスの色空間の使用は、そのグループの色空間は、CIEベースである（11.4、「透明グループ」および11.6.6、「透明グループXObjects参照透明グループ内の特別な処理を受けます「）。具体的には、デバイス色空間オペレータは、デバイス色空間がデフォルト色空間機構によってCIEベースの空間に再マッピングされている場合にのみ使用されるべきです。そうでなければ、結果は実装依存と予測できません。



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 143

PDF 32000-1:2008

8.6.4.2 DeviceGray Colour Space

Black, white, and intermediate shades of gray are special cases of full colour. A grayscale value shall be 
represented by a single number in the range 0.0 to 1.0, where 0.0 corresponds to black, 1.0 to white, and 
intermediate values to different gray levels.

EXAMPLE This example shows alternative ways to select the DeviceGray colour space and a specific gray level 
within that space for stroking operations. 
 
/DeviceGray CS % Set DeviceGray colour space 
gray SC % Set gray level 
gray G % Set both in one operation

The CS and SC operators shall select the current stroking colour space and current stroking colour separately; 
G shall set them in combination. (The cs, sc, and g operators shall perform the same functions for nonstroking 
operations.) Setting either current colour space to DeviceGray shall initialize the corresponding current colour 
to 0.0. 

8.6.4.3 DeviceRGB Colour Space

Colours in the DeviceRGB colour space shall be specified according to the additive RGB (red-green-blue) 
colour model, in which colour values shall be defined by three components representing the intensities of the 
additive primary colorants red, green, and blue. Each component shall be specified by a number in the range 
0.0 to 1.0, where 0.0 shall denote the complete absence of a primary component and 1.0 shall denote 
maximum intensity. 

EXAMPLE This example shows alternative ways to select the DeviceRGB colour space and a specific colour within 
that space for stroking operations.  
 
/DeviceRGB CS % Set DeviceRGB colour space 
red green blue SC % Set colour 
red green blue RG % Set both in one operation

The CS and SC operators shall select the current stroking colour space and current stroking colour separately; 
RG shall set them in combination. The cs, sc, and rg operators shall perform the same functions for 
nonstroking operations. Setting either current colour space to DeviceRGB shall initialize the red, green, and 
blue components of the corresponding current colour to 0.0. 

8.6.4.4 DeviceCMYK Colour Space

The DeviceCMYK colour space allows colours to be specified according to the subtractive CMYK (cyan-
magenta-yellow-black) model typical of printers and other paper-based output devices. The four components in 
a DeviceCMYK colour value shall represent the concentrations of these process colorants. Each component 
shall be a number in the range 0.0 to 1.0, where 0.0 shall denote the complete absence of a process colorant 
and 1.0 shall denote maximum concentration (absorbs as much as possible of the additive primary). 

NOTE As much as the reflective colours (CMYK) decrease reflection with increased ink values and radiant colours 
(RGB) increases the intensity of colours with increased values the values work in an opposite manner.

EXAMPLE The following shows alternative ways to select the DeviceCMYK colour space and a specific colour within 
that space for stroking operations.  
 
/DeviceCMYK CS % Set DeviceCMYK colour space 
cyan magenta yellow black SC % Set colour 
cyan magenta yellow black K % Set both in one operation

The CS and SC operators shall select the current stroking colour space and current stroking colour separately; 
K shall set them in combination. The cs, sc, and k operators shall perform the same functions for nonstroking 
operations. Setting either current colour space to DeviceCMYK shall initialize the cyan, magenta, and yellow 
components of the corresponding current colour to 0.0 and the black component to 1.0. 

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved143

PDF 32000-1：2008

8.6.4.2 DeviceGray色空間

黒、白、グレーの中間の色合いがフルカラーの特殊なケースです。グレースケール値は、範囲内の単一の番号によって表されなければならない0.0 1.0、にここでは異なるグレーレベルに1.0白、黒、および中間値の0.0に相当します。

例この例が示す操作をなでるためDeviceGray色空間とその空間内の特定のグレーレベルを選択するための代替の方法。 / DeviceGray CS％で設定DeviceGray色空間一回の操作で両方の階調グレーG％セットを設定グレーSCの％

CSとSC事業者は、現在のストロークの色空間と別に、現在のストロークの色を選択しなければなりません。 Gを組み合わせてそれらを設定しなければなりません。 （CS、SC、およびGオペレータが操作をnonstrokingに同じ機能を実行しなければならない。）DeviceGrayのいずれかに現在の色空間を設定すると0.0に対応する現在の色を初期化しなければなりません。

8.6.4.3 DeviceRGBでカラースペース

DeviceRGBで色空間内の色は、緑、青、赤のカラー値は加法原色着色剤の強度を表す3つの構成要素によって定義されるものとした添加剤RGB（赤 - 緑 - 青）カラーモデルに応じて指定されなければなりません。各成分は、0.0次成分が完全に存在しないことを意味するものと1.0の最大強度を意味するものと範囲0.0〜1.0、の数字で指定しなければなりません。

例この例が示す操作をストロークするため、その空間内DeviceRGBで色空間と特定の色を選択するための代替の方法。 / DeviceRGBでCS％で設定DeviceRGBでの色空間は、青緑色のSC％セットの色が両方の1回の操作で青緑色RG％のセット赤赤

CSとSC事業者は、現在のストロークの色空間と別に、現在のストロークの色を選択しなければなりません。 RGは組み合わせでそれらを設定しなければなりません。 CS、SC、およびRGオペレータが操作をnonstrokingに同じ機能を実行しなければなりません。 DeviceRGBでのいずれか現在の色空間を設定すると0.0に対応する現在の色の赤、緑、および青のコンポーネントを初期化しなければなりません。

8.6.4.4 DeviceCMYK色空間

DeviceCMYK色空間は、色は、減法CMYK（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）プリンタ及び他の紙ベースの出力装置の代表的なモデルに応じて指定されることを可能にします。 DeviceCMYK色値の4つの構成要素は、これらのプロセスの着色剤の濃度を表すものとします。各成分は0.0 0.0のプロセス着色剤の完全な欠如を示すものとし、1.0は最大濃度（加法原色のできるだけ多くを吸収）を意味するものと1.0の範囲の数値でなければなりません。

増加インク値と放射色の反射色（CMYK）の減少反射（RGB）限り注逆に増加値値作業と色の強度を増大させます。

ショーの動作をストロークするため、その空間内DeviceCMYK色空間と特定の色を選択する別の方法下記EXAMPLEThe。 / DeviceCMYK CS％セットDeviceCMYK色空間シアン、マゼンタ、黄色、黒のSC％セット色シアン、マゼンタ、黄色、黒K％セットの両方1回の操作で

CSとSC事業者は、現在のストロークの色空間と別に、現在のストロークの色を選択しなければなりません。 Kは組み合わせでそれらを設定しなければなりません。 CS、SC、及びkオペレータが操作をnonstrokingに同じ機能を実行しなければなりません。 DeviceCMYKのいずれかに現在の色空間を設定することにより1.0にシアン、マゼンタ、および0.0に対応する現在の色と黒成分の黄色コンポーネントを初期化しなければなりません。
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8.6.5 CIE-Based Colour Spaces

8.6.5.1 General

Calibrated colour in PDF shall be defined in terms of an international standard used in the graphic arts, 
television, and printing industries. CIE-based colour spaces enable a page description to specify colour values 
in a way that is related to human visual perception. The goal is for the same colour specification to produce 
consistent results on different output devices, within the limitations of each device; Figure L.2 in Annex L
illustrates the kind of variation in colour reproduction that can result from the use of uncalibrated colour on 
different devices. PDF 1.1 supports three CIE-based colour space families, named CalGray, CalRGB, and 
Lab; PDF 1.3 added a fourth, named ICCBased. 

NOTE 1 In PDF 1.1, a colour space family named CalCMYK was partially defined, with the expectation that its definition 
would be completed in a future version. However, this feature has been deprecated. PDF 1.3 and later 
versions support calibrated four-component colour spaces by means of ICC profiles (see 8.6.5.5, "ICCBased 
Colour Spaces"). A conforming reader should ignore CalCMYK colour space attributes and render colours 
specified in this family as if they had been specified using DeviceCMYK. 

NOTE 2 The details of the CIE colourimetric system and the theory on which it is based are beyond the scope of this 
specification; see the Bibliography for sources of further information. The semantics of CIE-based colour 
spaces are defined in terms of the relationship between the space’s components and the tristimulus values X, 
Y, and Z of the CIE 1931 XYZ space. The CalRGB and Lab colour spaces (PDF 1.1) are special cases of 
three-component CIE-based colour spaces, known as CIE-based ABC colour spaces. These spaces are 
defined in terms of a two-stage, nonlinear transformation of the CIE 1931 XYZ space. The formulation of such 
colour spaces models a simple zone theory of colour vision, consisting of a nonlinear trichromatic first stage 
combined with a nonlinear opponent-colour second stage. This formulation allows colours to be digitized with 
minimum loss of fidelity, an important consideration in sampled images. 

Colour values in a CIE-based ABC colour space shall have three components, arbitrarily named A, B, and C.
The first stage shall transform these components by first forcing their values to a specified range, then applying 
decoding functions, and then multiplying the results by a 3-by-3 matrix, producing three intermediate 
components arbitrarily named L, M, and N. The second stage shall transform these intermediate components 
in a similar fashion, producing the final X, Y, and Z components of the CIE 1931 XYZ space (see Figure 22). 

Figure 22 –  Component Transformations in a CIE-based ABC Colour Space

Colour spaces in the CIE-based families shall be defined by an array 

[ name dictionary ]

where name is the name of the family and dictionary is a dictionary containing parameters that further 
characterize the space. The entries in this dictionary have specific interpretations that depend on the colour 
space; some entries are required and some are optional. See the sub-clauses on specific colour space families 
for details. 

Setting the current stroking or nonstroking colour space to any CIE-based colour space shall initialize all 
components of the corresponding current colour to 0.0 (unless the range of valid values for a given component 
does not include 0.0, in which case the nearest valid value shall be substituted.) 
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8.6.5 CIEベースのカラースペース

8.6.5.1一般的な

PDFでの校正済みの色は、グラフィックアート、テレビ、および印刷産業で使用される国際規格で定義されなければなりません。 CIEベースの色空間は、人間の視覚に関係しているようにカラー値を指定するページ記述を可能にします。目標は、各デバイスの制限内で、異なる出力デバイスに一貫性のある結果を生成するために同じ色指定のためのものです。アネックスLillustratesの図L.2異なるデバイス上の未校正の色を使用することから生じ得る色再現性の変動の種類。 PDF 1.1をサポートCalGray、CalRGB、およびラボという名前の3つのCIEベースの色空間の家族、; PDF 1.3はICCBasedという名前の、第四を追加しました。

注1 PDF 1.1では、CalCMYKという名前のカラースペースファミリの一部が、その定義は、将来のバージョンで完了するだろうと期待して、定義されました。ただし、この機能は廃止されました。 PDF 1.3以降のバージョンでは、ICCプロファイルの手段（8.6.5.5、「ICCBasedカラースペース」を参照）によって、四成分色空間を較正サポート。準拠した読者はCalCMYK色空間の属性を無視して、彼らはDeviceCMYKを使用して指定されたかのように、この家族の中で指定された色をレンダリングする必要があります。

注2 CIE比色システムの詳細と、それが基づく理論この仕様の範囲外です。さらに情報源のための参考文献を参照してください。 CIEベースの色空間のセマンティクスは、空間の構成要素と、CIE1931 XYZ空間の三刺激値X、Y、及びZとの関係で定義されています。 CalRGB及びLab色空間（PDF 1.1）は、CIEベースのABC色空間として知られる三成分CIEベースの色空間の特別な場合です。これらの空間は、CIE 1931 XYZ空間の二段階、非線形変換で定義されています。このような色空間モデルの製剤非線形相手色の第二ステージと組み合わせた非線形三色最初の段階からなる色覚の単純なゾーン理論、。この製剤は、色忠実度の最小損失、サンプリングされた画像における重要な考慮事項でデジタル化することを可能にします。

CIEベースのABC色空間における色値を任意にA、B、及びC.The第一段階という名前の3つの成分は、次に、復号機能を適用して、指定された範囲にそれらの値を強制的に第一ことによって、これらのコンポーネントを変換するものがあり、その後、乗算しなければなりません3つの中間部品を製造する3×3のマトリックスによって結果が、任意Lは、M、及びNは、第二段階は、CIE1931の最終的なX、Y、およびZ成分を生成する、同様の方法でこれらの中間のコンポーネントを変換しなければならないという名前XYZ空間（図22を参照）。

図22  -  CIEベースのABC色空間でのコンポーネントの変換

[名前辞書]

現在のストロークを設定するか、特定のコンポーネントの有効な値の範囲が0.0を含まない場合を除き、その場合、最も近い有効な値者は、（0.0に対応する現在の色のすべてのコンポーネントを初期化しなければならない任意のCIEベースの色空間への色空間をnonstroking置換すること。）
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NOTE 3 The model and terminology used here—CIE-based ABC (above) and CIE-based A (below)—are derived from 
the PostScript language, which supports these colour space families in their full generality. PDF supports 
specific useful cases of CIE-based ABC and CIE-based A spaces; most others can be represented as 
ICCBased spaces. 

8.6.5.2 CalGray Colour Spaces

A CalGray colour space (PDF 1.1) is a special case of a single-component CIE-based colour space, known as 
a CIE-based A colour space. This type of space is the one-dimensional (and usually achromatic) analog of CIE-
based ABC spaces. Colour values in a CIE-based A space shall have a single component, arbitrarily named A.
Figure 23 illustrates the transformations of the A component to X, Y, and Z components of the CIE 1931 XYZ
space. 

Figure 23 –  Component Transformations in a CIE-based A Colour Space

A CalGray colour space shall be a CIE-based A colour space with only one transformation stage instead of 
two. In this type of space, A represents the gray component of a calibrated gray space. This component shall 
be in the range 0.0 to 1.0. The decoding function (denoted by “Decode A” in Figure 23) is a gamma function 
whose coefficient shall be specified by the Gamma entry in the colour space dictionary (see Table 63). The 
transformation matrix denoted by “Matrix A” in the figure is derived from the dictionary’s WhitePoint entry, as 
described below. Since there is no second transformation stage, “Decode LMN” and “Matrix LMN” shall be 
implicitly taken to be identity transformations. 

The transformation defined by the Gamma and WhitePoint entries is 

Table 63 –  Entries in a CalGray Colour Space Dictionary  

Key Type Value

WhitePoint array (Required) An array of three numbers [ XW YW ZW ] specifying the 
tristimulus value, in the CIE 1931 XYZ space, of the diffuse white point; 
see 8.6.5.3, "CalRGB Colour Spaces", for further discussion. The 
numbers XW and ZW shall be positive, and YW shall be equal to 1.0. 

BlackPoint array (Optional) An array of three numbers [ XB YB ZB ] specifying the 
tristimulus value, in the CIE 1931 XYZ space, of the diffuse black point; 
see 8.6.5.3, "CalRGB Colour Spaces", for further discussion. All three 
of these numbers shall be non-negative. Default value: [ 0.0 0.0 0.0 ]. 

Gamma number (Optional) A number G defining the gamma for the gray (A)
component. G shall be positive and is generally greater than or equal 
to 1. Default value: 1. 

Decode A Decode LMN

A

L

M

N

Matrix A Matrix LMN

X

Y

Z

X L XW AG×= =

Y M YW AG×= =

Z N ZW AG×= =
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注3モデルおよび用語は、ここでは、CIEベースのABC（上記）を使用し、CIEベースA（下記）は、その完全に一般的にこれらのカラースペースファミリをサポートしているPostScript言語に由来-are。 PDFは、CIEベースのABCおよびCIEベースのA空間の特定の有益な例をサポートしています。他のほとんどはICCBasedスペースとして表すことができます。

8.6.5.2 CalGray色空間

A CalGray色空間（PDF 1.1）CIEベースA色空間として知られる、単一成分CIEベースの色空間の特別な場合です。空間のこのタイプは、CIEベースのABC空間の一次元（及び通常は無彩色）のアナログです。 CIEベースの色空間における値が単一の構成要素を有するものと、任意に命名A.Figure 23はX、Yに対してA成分の変換を示し、そして、CIE1931 XYZspaceのZ成分。

図23  -  CIEベースA色空間でのコンポーネントの変換

A CalGray色空間ではなく、両者の唯一の変換ステージとCIEベースA色空間でなければなりません。空間のこのタイプでは、Aは、較正グレー空間のグレー成分を表します。このコンポーネントは1.0の範囲0.0でなければなりません。 （図23に「デコードA」によって示される）復号関数は、その係数色空間辞書におけるガンマ・エントリで指定されなければならない（表63参照）はガンマ関数です。後述するように図中の「マトリックスA」で示される変換行列は、辞書の白色点エントリから導出されます。何第2変換段階がないので、「デコードLMN」と「マトリックスLMNは、」暗黙的に同一の変換であると解釈されなければなりません。

キータイプ値

WhitePointarray（必須）は、3つの数値の配列[XW YW ZW]は拡散白色点の、CIE 1931 XYZ空間において、三刺激値を指定します。さらなる議論のために、8.6.5.3、「CalRGB色空間」を参照してください。数字XWとZWは正でなければならない、とYWは1.0に等しくなければなりません。

BlackPointarray（オプション）3つの数字の配列[XB YB ZB]は拡散黒色点の、CIE 1931 XYZ空間において、三刺激値を指定します。さらなる議論のために、8.6.5.3、「CalRGB色空間」を参照してください。これらの数値のすべての3つは非負でなければなりません。デフォルト値：[0.0 0.0 0.0]。

デコードADecode LMN

A

L

M

N

行列A行列LMN

バツ

Y

Z

X L XWAG×= = Y M YWAG×= Z = N ZWAG×= =
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In other words, the A component shall be first decoded by the gamma function, and the result shall be 
multiplied by the components of the white point to obtain the L, M, and N components of the intermediate 
representation. Since there is no second stage, the L, M, and N components shall also be the X, Y, and Z
components of the final representation. 

EXAMPLE 1 The examples in this sub-clause illustrate interesting and useful special cases of CalGray spaces. This 
example establishes a space consisting of the Y dimension of the CIE 1931 XYZ space with the CCIR XA/
11–recommended D65 white point. 
 
[ /CalGray 

<< /WhitePoint [ 0.9505 1.0000 1.0890 ] >> 
]

EXAMPLE 2 This example establishes a calibrated gray space with the CCIR XA/11–recommended D65 white point 
and opto-electronic transfer function.  
 
[ /CalGray 

<<  /WhitePoint [ 0.9505 1.0000 1.0890 ] 
 /Gamma 2.222 
>> 

]

8.6.5.3 CalRGB Colour Spaces

A CalRGB colour space is a CIE-based ABC colour space with only one transformation stage instead of two. In 
this type of space, A, B, and C represent calibrated red, green, and blue colour values. These three colour 
components shall be in the range 0.0 to 1.0; component values falling outside that range shall be adjusted to 
the nearest valid value without error indication. The decoding functions (denoted by “Decode ABC” in Figure 
22) are gamma functions whose coefficients shall be specified by the Gamma entry in the colour space 
dictionary (see Table 64). The transformation matrix denoted by “Matrix ABC” in Figure 22 shall be defined by 
the dictionary’s Matrix entry. Since there is no second transformation stage, “Decode LMN” and “Matrix LMN” 
shall be implicitly taken to be identity transformations. 

The WhitePoint and BlackPoint entries in the colour space dictionary shall control the overall effect of the 
CIE-based gamut mapping function described in sub-clause 10.2, "CIE-Based Colour to Device Colour". 
Typically, the colours specified by WhitePoint and BlackPoint shall be mapped to the nearly lightest and 
nearly darkest achromatic colours that the output device is capable of rendering in a way that preserves colour 
appearance and visual contrast. 

Table 64 –  Entries in a CalRGB Colour Space Dictionary  

Key Type Value

WhitePoint array (Required) An array of three numbers [ XW YW ZW ] specifying the tristimulus 
value, in the CIE 1931 XYZ space, of the diffuse white point; see below for 
further discussion. The numbers XW and ZW shall be positive, and YW shall be 
equal to 1.0. 

BlackPoint array (Optional) An array of three numbers [ XB YB ZB] specifying the tristimulus 
value, in the CIE 1931 XYZ space, of the diffuse black point; see below for 
further discussion. All three of these numbers shall be non-negative. Default 
value: [ 0.0 0.0 0.0 ]. 

Gamma array (Optional) An array of three numbers [ GR GG GB ] specifying the gamma for 
the red, green, and blue (A, B, and C) components of the colour space. 
Default value: [ 1.0 1.0 1.0 ]. 

Matrix array (Optional) An array of nine numbers [ XA YA ZA XB YB ZB XC YC ZC] 
specifying the linear interpretation of the decoded A, B, and C components of 
the colour space with respect to the final XYZ representation. Default value: 
the identity matrix [ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ]. 
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換言すれば、A成分は、第1のガンマ関数によって復号化されなければならない、その結果はL、M、および中間表現のN個の成分を得るために、白色点の成分を乗じなければなりません。いかなる第二段階がないので、L、M、およびN成分も、最終的な表現のX、Y、及びZcomponentsなければなりません。

実施例1このサブ句の例は、CalGray空間の興味深く有用な特殊なケースを示します。この例では、CCIR XA / 11推奨D65白色点で、CIE1931 XYZ空間のY寸法から成る空間を確立します。 [CalGray << /白色点/ [0.9505 1.0000 1.0890] >>]

実施例2This例CCIR XA / 11推奨D65白色点と光電子伝達関数で較正グレー空間を確立します。 [/ CalGray << /白色点[0.9505 1.0000 1.0890] /ガンマ2.222 >>]

8.6.5.3 CalRGB色空間

CalRGB色空間は、唯一の変換ステージの代わりに2つとCIEベースのABC色空間です。空間のこのタイプでは、A、B、及びCは、較正され、赤、緑、青のカラー値を表します。これらの3つの色成分は、範囲0.0〜1.0でなければなりません。その範囲外の成分値は、エラー表示せず、最も近い有効な値に調整しなければなりません。 （図22に「デコードABC」で示す）復号機能は、その係数は、色空間辞書におけるガンマ・エントリで指定されなければならない（表64参照）はガンマ関数です。図22に「マトリックスABC」で示す変換行列は、辞書のマトリックスエントリによって定義されなければなりません。何第2変換段階がないので、「デコードLMN」と「マトリックスLMNは、」暗黙的に同一の変換であると解釈されなければなりません。

CIEベースの色域写像関数の全体的な効果を制御しなければならない色空間辞書における白色点とBlackPointエントリは、サブ節10.2、「デバイス色CIEベースのカラー」で説明しました。典型的には、色は白色点とBlackPointによって指定された出力デバイスは、ジャムの色の外観と視覚的なコントラストような方法でレンダリングすることが可能であることはほぼ明るい及び暗いほぼ無彩色にマッピングされなければなりません。

キータイプ値

WhitePointarray（必須）は、3つの数値の配列[XW YW ZW]は拡散白色点の、CIE 1931 XYZ空間において、三刺激値を指定します。さらなる議論については、以下をご覧ください。数字XWとZWは正でなければならない、とYWは1.0に等しくなければなりません。

BlackPointarray（オプション）3つの数字の配列[XB YB ZB]は拡散黒色点の、CIE 1931 XYZ空間において、三刺激値を指定します。さらなる議論については、以下をご覧ください。これらの数値のすべての3つは非負でなければなりません。デフォルト値：[0.0 0.0 0.0]。

Gammaarray（オプション）3つの数字の配列は、[GR GG GB]は、赤、緑、青のガンマを指定する（A、B、およびC）の色空間の構成要素。デフォルト値：[1.0 1.0 1.0]。

Matrixarray（オプション）9つの数字[XA YA ZA XB YB ZB XC YC ZC]の配列最終XYZ表現に対して、色空間のデコードされたA、B、及びC成分の線形解釈を指定します。デフォルト値：恒等行列[1 0 0 0 1 0 0 0 1]。
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WhitePoint represents the diffuse achromatic highlight, not a specular highlight. Specular highlights, 
achromatic or otherwise, are often reproduced lighter than the diffuse highlight. BlackPoint represents the 
diffuse achromatic shadow; its value is limited by the dynamic range of the input device. In images produced by 
a photographic system, the values of WhitePoint and BlackPoint vary with exposure, system response, and 
artistic intent; hence, their values are image-dependent. 

The transformation defined by the Gamma and Matrix entries in the CalRGB colour space dictionary shall be 

The A, B, and C components shall first be decoded individually by the gamma functions. The results shall be 
treated as a three-element vector and multiplied by Matrix (a 3-by-3 matrix) to obtain the L, M, and N
components of the intermediate representation. Since there is no second stage, these shall also be the X, Y, 
and Z components of the final representation. 

EXAMPLE The following shows an example of a CalRGB colour space for the CCIR XA/11–recommended D65 
white point with 1.8 gammas and Sony Trinitron phosphor chromaticities.  
 
[ /CalRGB 

<<  /WhitePoint [ 0.9505 1.0000 1.0890 ] 
 /Gamma [ 1.8000 1.8000 1.8 000] 
 /Matrix [ 0.4497 0.2446 0.0252 

  0.3163 0.6720 0.1412 
  0.1845 0.0833 0.9227 
] 

>> 
]

The parameters of a CalRGB colour space may be specified in terms of the CIE 1931 chromaticity coordinates 
(xR , yR ), (xG , yG ), (xB , yB ) of the red, green, and blue phosphors, respectively, and the chromaticity (xW , yW ) 
of the diffuse white point corresponding to a linear RGB value (R, G, B), where R, G, and B should all equal 1.0. 
The standard CIE notation uses lowercase letters to specify chromaticity coordinates and uppercase letters to 
specify tristimulus values. Given this information, Matrix and WhitePoint shall be calculated as follows: 

X L XA A
GR× XB B

GG× XC C
G

×+ += =

Y M YA A
GR× YB B

GG× YC C
G

×+ += =

Z N ZA A
GR× ZB B

GG× ZC C
GB×+ += =

z yW xG xB–( ) yR× xR xB–( ) yG×– xR xG–( ) yB×+(×=

YA
yR
R
------

xG xB–( ) yW× xW xB–( ) yG× xW xG–( ) y×+–

z
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×=

XA YA
xR
yR
------×= ZA YA

1 xR–

yR
--------------- 1–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

×=

YB
yG
G
------–

xR xB–( ) yW× xW xB–( ) yR× xW xR–( ) y×+–

z
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×=

XB YB
xG
yG
------×= ZB YB

1 xG–

yG
--------------- 1–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

×=
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白色点は、びまん性無彩色のハイライトではなく、鏡面ハイライトを表します。無彩色あるいは鏡面ハイライトは、多くの場合、拡散のハイライトよりも軽量に再現されています。 BlackPointは、びまん性無彩色の影を表し、その値は、入力装置のダイナミックレンジによって制限されます。写真システムによって生成された画像では、白色点とBlackPointの値は、露光、システム応答、及び芸術的意図で変わります。従って、それらの値は、画像に依存しています。

A、B、およびCの成分は第1のガンマ関数によって個別にデコードされなければなりません。結果は、3要素ベクトルとして扱われ、L、Mを得るために行列（3×3行列）を乗じ、及び中間表現のNcomponentsなければなりません。いかなる第二ステージが存在しないので、これらはまた、最終的な表現のX、Y、およびZ成分でなければなりません。

実施例1.8ガンマソニートリニトロン蛍光体色度のCCIR XA / 11推奨D65白色点については、以下を示しCalRGB色空間の一例。 【/ CalRGB << /白色点[0.9505 1.0000 1.0890] /ガンマ[1.8000 1.8000 1.8 000] /行列[0.4497 0.2446 0.0252 0.3163 0.6720 0.1412 0.1845 0.0833 0.9227] >>]

CalRGB色空間のパラメータは、それぞれ、赤、緑、青の蛍光体のCIE 1931色度座標（xRを、YR）、（XG、YG）、（xBの、のyB）に関して指定、及び色度することができますリニアRGB値（R、G、B）に対応する拡散白色点の（XW、YW）ここで、R、G、Bの全て等しく1.0にすべきです。標準CIE表記は三刺激値を指定する色度座標と大文字を指定するために小文字を使用します。次のようにこの情報を考えると、マトリックスと白色点を計算しなければなりません。

X L XA AGR×XB BGG×XC CG×+ + = =

Y M YAAGR×YB BGG×YC CG×+ + = =

Z N ZAAGR×ZB BGG×ZC CGB×+ + = =

Z YW XG xB-（）YR×xRをxB-（）YG×-XR xG-（）のyB×+（×=

YAyRR ------ xGxB-（）YW×XW xB-（）YG×XW xG-（）Y×+  - 

Z ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------×=

XAYAxRyR ------×= ZAYA1 xR-

YR --------------- 1⎝⎠⎜⎟⎛⎞×=

YByGG ------- xRをxB-（）YW×XW xB-（）YR×XW xR-（）Y×+  - 

Z ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------×=

XBYBxGyG ------×= ZBYB1 xG-

YG --------------- 1⎝⎠⎜⎟⎛⎞×=
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8.6.5.4 Lab Colour Spaces

A Lab colour space is a CIE-based ABC colour space with two transformation stages (see Figure 22). In this 
type of space, A, B, and C represent the L*, a*, and b* components of a CIE 1976 L*a*b* space. The range of 
the first (L*) component shall be 0 to 100; the ranges of the second and third (a* and b*) components shall be 
defined by the Range entry in the colour space dictionary (see Table 65). 

Figure L.3 in Annex L illustrates the coordinates of a typical Lab colour space; Figure L.4 in Annex L compares 
the gamuts (ranges of representable colours) for L*a*b*, RGB, and CMYK spaces. 

A Lab colour space shall not specify explicit decoding functions or matrix coefficients for either stage of the 
transformation from L*a*b* space to XYZ space (denoted by “Decode ABC,” “Matrix ABC,” “Decode LMN,” and 
“Matrix LMN” in Figure 22). Instead, these parameters shall have constant implicit values. The first 
transformation stage shall be defined by the equations 

Table 65 –  Entries in a Lab Colour Space Dictionary  

Key Type Value

WhitePoint array (Required) An array of three numbers [ XW YW ZW ] that shall specify the 
tristimulus value, in the CIE 1931 XYZ space, of the diffuse white point; see 
8.6.5.3, "CalRGB Colour Spaces" for further discussion. The numbers XW and 
ZW shall be positive, and YW shall be 1.0. 

BlackPoint array (Optional) An array of three numbers [ XB YB ZB ] that shall specify the 
tristimulus value, in the CIE 1931 XYZ space, of the diffuse black point; see 
8.6.5.3, "CalRGB Colour Spaces" for further discussion. All three of these 
numbers shall be non-negative. Default value: [ 0.0 0.0 0.0 ]. 

Range array (Optional) An array of four numbers [ amin amax bmin bmax] that shall specify 
the range of valid values for the a* and b* (B and C) components of the colour 
space—that is, 

and 

Component values falling outside the specified range shall be adjusted to the 
nearest valid value without error indication. 
Default value: [−100 100 −100 100 ]. 

YC
yB
B
------

xR xG–( ) yW× xW xG–( ) yR× xW xR–( ) y×+–

z
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×=

XC YC
xB
yB
------×= ZC YC

1 xB–

yB
--------------- 1–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

×=

XW XA R× XB G× XC B×++=

YW YA R× YB G× YC B×++=

ZW ZA R× ZB G× ZC B×+ +=

amin a* amax≤ ≤

bmin b* bmax≤ ≤
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8.6.5.4 Lab色空間

Lab色空間（図22参照）は、2つの変換段を有するCIEベースのABC色空間です。空間、A、B、およびCのこの種のL *、a *、及びb *を表すCIE 1976 L * A * B *空間の構成要素。範囲第（L *）の成分が0〜100でなければなりません。第二及び第三の範囲（*及びb *）成分は（表65参照）色空間辞書における範囲エントリによって定義されなければなりません。

付属書Lで図L.3は、一般的なLab色空間の座標を示す図です。付属書Lで図L.4はL * A * B *、RGBおよびCMYKスペースの色域（表現可能な色の範囲）とを比較します。

A Lab色空間「は、「デコードLMN」「デコードABC」、「マトリックスABC」によって示さXYZ空間（のL * A * B *空間からの変換のいずれかの段階のための明示的な復号化機能またはマトリックス係数を指定してはなりません図22の行列LMN」）。代わりに、これらのパラメータは一定の暗黙の値を持たなければなりません。式で定義される第1変換段階

キータイプ値

WhitePointarray（必須）拡散白色点の、CIE 1931 XYZ空間において、三刺激値を指定しなければならない3つの数字の配列[XW YW ZW]。さらなる議論のための8.6.5.3、「CalRGB色空間」を参照してください。数字XWとZWは正でなければならない、とYWは1.0でなければなりません。

BlackPointarray（オプション）拡散黒色点のCIE 1931 XYZ空間において、三刺激値を指定しなければならない3つの数字[XB YB ZB]の配列。さらなる議論のための8.6.5.3、「CalRGB色空間」を参照してください。これらの数値のすべての3つは非負でなければなりません。デフォルト値：[0.0 0.0 0.0]。

Rangearray（オプション）Aの有効な値の範囲を指定しなければならない4つの数値の配列[アミンAMAX BminのBMAX] *および色空間でのB *（B及びC）成分

YCyBB ------ xRxG-（）YW×XW xG-（）YR×XW xR-（）Y×+  - 

Z ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------×=

XCYCxByB ------×= ZCYC1 xB-

yB --------------- 1⎝⎠⎜⎟⎛⎞×=

XW XA R×XB G×XC B×+ + =

YWYA R×YB G×YC B×+ + =

ZWZA R×G×ZB ZC B×+ + =

*amax≤Aminの≤

B *bmax≤Bminの≤
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The second transformation stage shall be 

where the function g (x) shall be defined as 

EXAMPLE The following defines the CIE 1976 L*a*b* space with the CCIR XA/11–recommended D65 white point. 
The a* and b* components, although theoretically unbounded, are defined to lie in the useful range -128 
to +127.  
 
[ /Lab 

<<  /WhitePoint [ 0.9505 1.0000 1.0890 ] 
 /Range [ -128 127 -128 127 ] 
>> 

]

8.6.5.5 ICCBased Colour Spaces

ICCBased colour spaces (PDF 1.3) shall be based on a cross-platform colour profile as defined by the 
International Color Consortium (ICC) (see, “Bibliography“). Unlike the CalGray, CalRGB, and Lab colour 
spaces, which are characterized by entries in the colour space dictionary, an ICCBased colour space shall be 
characterized by a sequence of bytes in a standard format. Details of the profile format can be found in the ICC 
specification (see, “Bibliography“). 

An ICCBased colour space shall be an array: 

[ /ICCBased stream ]

The stream shall contain the ICC profile. Besides the usual entries common to all streams (see Table 5), the 
profile stream shall have the additional entries listed in Table 66. 

Table 66 –  Additional Entries Specific to an ICC Profile Stream Dictionary  

Key Type Value

N integer (Required) The number of colour components in the colour space described 
by the ICC profile data. This number shall match the number of components 
actually in the ICC profile. N shall be 1, 3, or 4. 

L L* 16+
116

------------------- a*
500
---------+=

M L* 16+
116

-------------------=

N L* 16+
116

------------------- b*
200
---------–=

X XW g L( )×=

Y YW g M( )×=

Z ZW g N( )×=

g x( ) x3= if x 6
29
------≥

g x( ) 108
841
--------- x 4

29
------–⎝ ⎠

⎛ ⎞×= otherwise
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実施例CCIR XA / 11推奨D65白色点では、次の定義* a * b *表空間CIE 1976 L。 a *およびb *成分は、理論的には無制限が、有用な範囲内にあると定義されている-128 +127します。 【/ラボ<< /白色点[0.9505 1.0000 1.0890] /範囲[-128 127 -128 127] >>]

8.6.5.5 ICCBased色空間

International Color Consortium（ICC）により定義されているようICCBasedカラースペース（PDF 1.3）は、クロスプラットフォームのカラープロファイルに基づくものでなければならない（「参考文献「を参照）。 CalGray、CalRGB、色空間辞書内のエントリによって特徴付けられるLab色空間とは異なり、ICCBased色空間は、標準形式のバイトのシーケンスによって特徴付けられなければなりません。プロファイルフォーマットの詳細は、ICC仕様（「参考文献「を参照）に見出すことができます。

【/ ICCBasedストリーム]

ストリームは、ICCプロファイルを含まなければなりません。すべてのストリームに共通の通常のエントリ（表5を参照）に加えて、プロファイルストリームは、表66に列挙された追加のエントリを持たなければなりません。

キータイプ値

Ninteger（必須）ICCプロファイルデータによって記述される色空間における色成分の数。この数は、ICCプロファイルで、実際に部品の数と一致するものとします。 Nは1、3、または4でなければなりません。

LL * 16 + 116 * ------------------- 500 --------- + =

ML * 16 + 116 = -------------------

NL * 16 + 116 ------------------- B * 200 ---------- =

X XW G L（）×= Y YWG M（）×= Z ZWg N（）×=

G X（）X3 = x629場合------≥

G X（）108841 --------- x429 -------⎝⎠⎛⎞×=さもなければ
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The ICC specification is an evolving standard. Table 67 shows the versions of the ICC specification on which 
the ICCBased colour spaces that PDF versions 1.3 and later shall use. (Earlier versions of the ICC 
specification shall also be supported.) 

Conforming writers and readers should follow these guidelines: 

• A conforming reader shall support ICC.1:2004:10 as required by PDF 1.7, which will enable it to properly 
render all embedded ICC profiles regardless of the PDF version.

• A conforming reader shall always process an embedded ICC profile according to the corresponding 
version of the PDF being processed as shown in Table 67 above; it shall not substitute the Alternate colour 
space in these cases.

• A conforming writer should use ICC 1:2004-10 profiles. It may embed profiles conforming to a later ICC 
version. The conforming reader should process such profiles according to Table 67; if that is not possible, 
it shall substitute the Alternate colour space. 

• Conforming writers shall only use the profile types shown in Table 68 for specifying calibrated colour 
spaces for colouring graphic objects. Each of the indicated fields shall have one of the values listed for that 
field in the second column of the table. Profiles shall satisfy both the criteria shown in the table. The 
terminology is taken from the ICC specifications. 

Alternate array or 
name

(Optional) An alternate colour space that shall be used in case the one 
specified in the stream data is not supported. Non-conforming readers may 
use this colour space. The alternate space may be any valid colour space 
(except a Pattern colour space) that has the number of components specified 
by N. If this entry is omitted and the conforming reader does not understand 
the ICC profile data, the colour space that shall be used is DeviceGray, 
DeviceRGB, or DeviceCMYK, depending on whether the value of N is 1, 3, or 
4, respectively. 
There shall not be conversion of source colour values, such as a tint 
transformation, when using the alternate colour space. Colour values within 
the range of the ICCBased colour space might not be within the range of the 
alternate colour space. In this case, the nearest values within the range of the 
alternate space shall be substituted. 

Range array (Optional) An array of 2 × N numbers [ min0 max0 min1 max1 … ] that shall 
specify the minimum and maximum valid values of the corresponding colour 
components. These values shall match the information in the ICC profile. 
Default value: [ 0.0 1.0 0.0 1.0 … ]. 

Metadata stream (Optional; PDF 1.4) A metadata stream that shall contain metadata for the 
colour space (see 14.3.2, "Metadata Streams"). 

Table 67 –  ICC Specification Versions Supported by ICC Based Colour Spaces  

PDF 
Version

ICC Specification Version

1.3 3.3

1.4 ICC.1:1998-09 and its addendum ICC.1A:1999-04

1.5 ICC.1:2001-12

1.6 ICC.1:2003-09

1.7 ICC.1:2004-10 (ISO 15076-1:2005)

Table 66 –  Additional Entries Specific to an ICC Profile Stream Dictionary (continued)

Key Type Value
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適切に関わらず、PDF版のすべての埋め込みICCプロファイルをレンダリングすることを可能にするPDF 1.7、で必要とされる10：2004：•準拠した読者がICC.1をサポートしなければなりません。

•適合リーダは常にテーブル67上に示されるように処理されているPDFの対応バージョンに応じて埋め込みICCプロファイルを処理しなければなりません。それは、これらの場合に代替色空間を代用してはなりません。

2004-10プロファイル：•準拠した作家はICC 1を使用する必要があります。それは、後にICCバージョンに準拠したプロファイルを埋め込むことがあります。適合読者は、表67によれば、このようなプロファイルを処理しなければなりません。それが不可能であれば、それは代替色空間を代用するものとします。

Alternatearrayまたは名前（オプション）場合にはサポートされていないストリームデータで指定されたものを使用しなければならない代替の色空間。非準拠の読者は、このカラースペースを使用することができます。代替の空間は、このエントリが省略され、適合リーダはICCプロファイルデータを理解しない場合はNで指定されるコンポーネントの数を有している（パターン色空間を除く）任意の有効な色空間を使用しなければならない色空間であってもよいですNの値は、それぞれ、1、3、または4であるかに応じて、DeviceGray、DeviceRGBで、又はDeviceCMYKです。そのような色合いの変換、代替の色空間を使用して、ソース色値の変換があってはなりません。 ICCBased色空間の範囲内の色値が、代替色空間の範囲内ではないかもしれません。この場合には、代替の空間の範囲内で最も近い値を置換しなければなりません。

Metadatastream（オプション; PDF 1.4）色空間のメタデータを含むものとするメタデータストリーム（14.3.2、「メタデータストリーム」を参照）。

PDF VersionICC仕様バージョン

1.3 3.3

1.4ICC.1：1998年から1909年とその補遺のICC.1A：1999から1904

1.5 ICC.1：2001-12

1.6 ICC.1：2003-09

1.7 ICC.1：2004-10（ISO 15076から1：2005）

表66  -  ICCプロファイルへの追加エントリ特定のストリーム辞書（続き）

キータイプ値
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NOTE 1 XYZ and 16-bit L*a*b* profiles are not listed.

The terminology used in PDF colour spaces and ICC colour profiles is similar, but sometimes the same terms 
are used with different meanings. The default value for each component in an ICCBased colour space is 0. The 
range of each colour component is a function of the colour space specified by the profile and is indicated in the 
ICC specification. The ranges for several ICC colour spaces are shown in Table 69.

Since the ICCBased colour space is being used as a source colour space, only the “to CIE” profile information 
(AToB in ICC terminology) shall be used; the “from CIE” (BToA) information shall be ignored when present. An 
ICC profile may also specify a rendering intent, but a conforming reader shall ignore this information; the 
rendering intent shall be specified in PDF by a separate parameter (see 8.6.5.8, "Rendering Intents"). 

The requirements stated above apply to an ICCBased colour space that is used to specify the source colours 
of graphics objects. When such a space is used as the blending colour space for a transparency group in the 
transparent imaging model (see 11.3.4, "Blending Colour Space"; 11.4, "Transparency Groups"; and 11.6.6, 
"Transparency Group XObjects"), it shall have both “to CIE” (AToB) and “from CIE” (BToA) information. This is 
because the group colour space shall be used as both the destination for objects being painted within the group 
and the source for the group’s results. ICC profiles shall also be used in specifying output intents for matching 
the colour characteristics of a PDF document with those of a target output device or production environment. 
When used in this context, they shall be subject to still other constraints on the “to CIE” and “from CIE” 
information; see 14.11.5, "Output Intents", for details. 

The representations of ICCBased colour spaces are less compact than CalGray, CalRGB, and Lab, but can 
represent a wider range of colour spaces. 

NOTE 2 One particular colour space is the “standard RGB” or sRGB, defined in the International Electrotechnical 
Commission (IEC) document Color Measurement and Management in Multimedia Systems and Equipment
(see, “Bibliography“). In PDF, the sRGB colour space can only be expressed as an ICCBased space, 
although it can be approximated by a CalRGB space.

EXAMPLE The following shows an ICCBased colour space for a typical three-component RGB space. The profile’s 
data has been encoded in hexadecimal representation for readability; in actual practice, a lossless 
decompression filter such as FlateDecode should be used.  
 
10 0 obj % Colour space 

[ /ICCBased 15 0 R ] 

Table 68 –  ICC Profile Types  

Header Field Required Value

deviceClass icSigInputClass ('scnr') 
icSigDisplayClass ('mntr') 
icSigOutputClass ('prtr') 
icSigColorSpaceClass ('spac')

colorSpace icSigGrayData ('GRAY') 
icSigRgbData ('RGB ') 
icSigCmykData ('CMYK') 
icSigLabData ('Lab ')

Table 69 –  Ranges for Typical ICC Colour Spaces  

ICC Colour Space Component Ranges

Gray [ 0.0 1.0 ]

RGB [ 0.0 1.0 ]

CMYK [ 0.0 1.0 ]

L*a*b* L*: [ 0 100 ]; a* and b*: [ −128 127 ]
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注1 XYZと16ビットのL * a * b *表プロファイルが表示されません。

PDFのカラースペースとICCカラープロファイルで使用される用語は同様ですが、時には同じ用語は異なる意味で使用されています。 ICCBased色空間内の各コンポーネントのデフォルト値は、各色成分の範囲は、プロファイルで指定された色空間の関数であり、ICC仕様で示されている0です。いくつかのICCカラースペースの範囲は、表69に示されています。

ICCBased色空間は、ソース色空間のみ「CIEの」プロファイル情報（ICCの用語でATOB）として使用されているので、使用しなければなりません。 「CIEから」（BToA）情報が存在する場合、無視されなければなりません。 ICCプロファイルはまた、レンダリングインテントを指定することもできますが、適合する読者は、この情報を無視しなければなりません。レンダリングインテントは、別のパラメータ（「レンダリングインテント」、8.6.5.8を参照）により、PDFで指定されなければなりません。

上述の要件は、グラフィックスオブジェクトのソースカラーを指定するために使用されICCBased色空間に適用されます。このような空間は透明なイメージングモデルにおける透明グループの混合色空間として使用する場合（; 11.4、「透明グループ」; 11.3.4、「ブレンドカラースペース」を参照し、11.6.6、「透明グループXObjects」） 、両方の「CIEへ」（ATOB）及び「CIEから」（BToA）情報を持たなければなりません。グループの色空間は、グループ内の塗装されたオブジェクトの宛先グループの結果のソースの両方として使用されなければならないからです。 ICCプロファイルは、ターゲット出力装置または本番環境のものとPDF文書の色特性を一致させるための出力インテントを指定する際に使用しなければなりません。この文脈で使用すると、彼らは「CIEへ」と「CIEから」情報のさらに他の制約を受けなければなりません。詳細については、14.11.5、「出力インテント」を参照してください。

ICCBased色空間の表現はCalGray、CalRGB、およびラボ未満コンパクトであるが、色空間の広い範囲を表すことができます。

注2つの特定の色空間は、「標準RGB」またはsRGBのは、マルチメディアシステムおよび機器で国際電気標準会議（IEC）文書の色の測定と管理で定義された（「参考文献「を参照）です。それはCalRGB空間で近似することができるがPDFでは、sRGB色空間のみ、ICCBased空間として表すことができます。

例を以下に示し、典型的な三成分RGB空間のICCBased色空間。プロファイルのデータは読みやすくするために16進数表記でエンコードされています。実際に、そのようなFlateDecodeとしてロスレス圧縮解除フィルタを使用すべきです。 10 0％OBJカラースペース[/ ICCBased 15 0 R]

ヘッダーフィールド必要な値

deviceClassicSigInputClass（ 'SCNR'）icSigDisplayClass（ 'MNTR'）icSigOutputClass（ 'PRTR'）icSigColorSpaceClass（ 'SPAC'）

colorSpaceicSigGrayData（ 'GRAY'）icSigRgbData（ 'RGB '）icSigCmykData（' CMYK'）icSigLabData（ 'ラボ'）

ICCカラースペースコンポーネントの範囲

グレー[0.0 1.0]

RGB [0.0 1.0]

CMYK [0.0 1.0]

L * a * b *のL *：[0 100]。 a *およびb *：[-128 127]
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endobj 
 
15 0 obj % ICC profile stream 

<<  /N 3 
 /Alternate /DeviceRGB 
 /Length 1605 
 /Filter /ASCIIHexDecode 
>> 

 
stream 
00 00 02 0C 61 70 70 6C 02 00 00 00 6D 6E 74 72 
52 47 42 20 58 59 5A 20 07 CB 00 02 00 16 00 0E 
00 22 00 2C 61 63 73 70 41 50 50 4C 00 00 00 00 
61 70 70 6C 00 00 04 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
00 00 00 00 00 00 F6 D4 00 01 00 00 00 00 D3 2B 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 09 64 65 73 63 00 00 00 F0 00 00 00 71 
72 58 59 5A 00 00 01 64 00 00 00 14 67 58 59 5A 
00 00 01 78 00 00 00 14 62 58 59 5A 00 00 01 8C 
00 00 00 14 72 54 52 43 00 00 01 A0 00 00 00 0E 
67 54 52 43 00 00 01 B0 00 00 00 0E 62 54 52 43 
00 00 01 C0 00 00 00 0E 77 74 70 74 00 00 01 D0 
00 00 00 14 63 70 72 74 00 00 01 E4 00 00 00 27 
64 65 73 63 00 00 00 00 00 00 00 17 41 70 70 6C 
65 20 31 33 22 20 52 47 42 20 53 74 61 6E 64 61 
72 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 41 70 
70 6C 65 20 31 33 22 20 52 47 42 20 53 74 61 6E 
64 61 72 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 58 59 5A 58 59 5A 20 00 00 00 00 00 00 63 0A 
00 00 35 0F 00 00 03 30 58 59 5A 20 00 00 00 00 
00 00 53 3D 00 00 AE 37 00 00 15 76 58 59 5A 20 
00 00 00 00 00 00 40 89 00 00 1C AF 00 00 BA 82 
63 75 72 76 00 00 00 00 00 00 00 01 01 CC 63 75 
63 75 72 76 00 00 00 00 00 00 00 01 01 CC 63 75 
63 75 72 76 00 00 00 00 00 00 00 01 01 CC 58 59 
58 59 5A 20 00 00 00 00 00 00 F3 1B 00 01 00 00 
00 01 67 E7 74 65 78 74 00 00 00 00 20 43 6F 70 
79 72 69 67 68 74 20 41 70 70 6C 65 20 43 6F 6D 
70 75 74 65 72 73 20 31 39 39 34 00 > 
endstream 
endobj

8.6.5.6 Default Colour Spaces

Colours that are specified in a device colour space (DeviceGray, DeviceRGB, or DeviceCMYK) are device-
dependent. By setting default colour spaces (PDF 1.1), a conforming writer can request that such colours shall 
be systematically transformed (remapped) into device-independent CIE-based colour spaces. This capability 
can be useful in a variety of circumstances: 

• A document originally intended for one output device is redirected to a different device. 

• A document is intended to be compatible with non-compliant readers and thus cannot specify CIE-based 
colours directly. 

• Colour corrections or rendering intents need to be applied to device colours (see 8.6.5.8, "Rendering 
Intents"). 

A colour space is selected for painting each graphics object. This is either the current colour space parameter 
in the graphics state or a colour space given as an entry in an image XObject, inline image, or shading 
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endobj 15 0 OBJ％ICCプロファイルストリーム<< / N 3 /代替/ DeviceRGBで/長さ1605 /フィルタ/ ASCIIHexDecode >>ストリーム00 00 02 0C 61 70 70（c）02 00 00 00 6D 6E 74 72 52 47 42 20 58 59 5A 20 07 CB 00 02 00 16 00 0E 00 22 00 2C 61 63 73 70 41 50 50 4C 00 00 00 00 61 70 70（c）00 00 04 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 F6 D4 00 01 00 00 00 00 D3 2B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 64 65 73 63 00 00 00 F0 00 00 00 71 72 58 59 5（A）00 00 01 64 00 00 00 14 67 58 59 5（A）00 00 01 78 00 00 00 14 62 58 59 5（a）00 00 01（c）00 00 00 14 72 54 52 43 00 00 01 A0 00 00 00 0E 67 54 52 43 00 00 01 B0 00 00 00 0E 62 54 52 43 00 00 01 C0 00 00 00 0E 77 74 70 74 00 00 01 D0 00 00 00 14 63 70 E4 00 00 00 27 64 65 73 63 00 00 00 00 00 00 00 17 41 70 70（c）65 20 31 33 22 20 52 47 42 20 53 74 61 6E 64 61 72 72 74 00 00 01 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 41 70 70 65 20 6C 3 1 33 22 20 52 47 42 20 53 74 61 6E 64 61 72 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 59 5（A）58 59（a）20 00 00 00 00 00 00 63 0A 00 00 35 0F 00 00 03 30 58 59 5（A）20 00 00 00 00 00 00 53 3D 00 00 AE 37 00 00 15 76 58 59 5（A）20 00 00 00 00 00 00 40 89 00 00 1C AF 00 00 BA 82 63 75 72 76 00 00 00 00 00 00 00 01 01 CC 63 75 63 75 72 76 00 00 00 00 00 00 00 01 01 CC 63 75 63 75 72 76 00 00 00 00 00 00 00 01 01 CC 58 59 58 59 5（A）20 00 00 00 00 00 00 F3 1B 00 01 00 00 00 01 67 E7 74 65 78 74 00 00 00 00 20 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 41 70 70 65 20 43 6C 6F 6D 70 75 74 65 72 73 20 31 39 39 34 00> endstream endobj

8.6.5.6デフォルトの色空間

デバイス色空間で指定された色（DeviceGray、DeviceRGBで、またはDeviceCMYK）は、デバイスに依存しています。デフォルトの色空間を（PDF 1.1）を設定することにより、適合ライターは、このような色体系デバイスに依存しないCIEベースの色空間に変換（再マッピング）されなければならないことを要求することができます。この機能は、さまざまな状況に有用であることができます：

（8.6.5.8、「レンダリングインテント」を参照）•カラー補正やレンダリングインテントは、デバイスの色に適用する必要があります。

色空間は、各グラフィックスオブジェクトを描くために選択されます。これは、グラフィックス状態の現在の色空間パラメータまたは画像のXObject、インライン画像、又はシェーディングのエントリとして与えられた色空間のいずれかであります
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dictionary. Regardless of how the colour space is specified, it shall be subject to remapping as described 
below. 

When a device colour space is selected, the ColorSpace subdictionary of the current resource dictionary (see 
7.8.3, "Resource Dictionaries") is checked for the presence of an entry designating a corresponding default 
colour space (DefaultGray, DefaultRGB, or DefaultCMYK, corresponding to DeviceGray, DeviceRGB, or 
DeviceCMYK, respectively). If such an entry is present, its value shall be used as the colour space for the 
operation currently being performed. 

Colour values in the original device colour space shall be passed unchanged to the default colour space, which 
shall have the same number of components as the original space. The default colour space should be chosen 
to be compatible with the original, taking into account the components’ ranges and whether the components 
are additive or subtractive. If a colour value lies outside the range of the default colour space, it shall be 
adjusted to the nearest valid value. 

Any colour space other than a Lab, Indexed, or Pattern colour space may be used as a default colour space 
and it should be compatible with the original device colour space as described above. 

If the selected space is a special colour space based on an underlying device colour space, the default colour 
space shall be used in place of the underlying space. This shall apply to the following colour spaces:

• The underlying colour space of a Pattern colour space 

• The base colour space of an Indexed colour space 

• The alternate colour space of a Separation or DeviceN colour space (but only if the alternate colour space 
is actually selected) 

See 8.6.6, "Special Colour Spaces", for details on these colour spaces. 

There is no conversion of colour values, such as a tint transformation, when using the default colour space. 
Colour values that are within the range of the device colour space might not be within the range of the default 
colour space (particularly if the default is an ICCBased colour space). In this case, the nearest values within 
the range of the default space are used. For this reason, a Lab colour space shall not be used as the 
DefaultRGB colour space. 

8.6.5.7 Implicit Conversion of CIE-Based Colour Spaces

In cases where a source colour space accurately represents the particular output device being used, a 
conforming reader should avoid converting the component colour values but use the source values directly as 
output values. This avoids any unwanted computational error and in the case of 4 component colour spaces 
avoids the conversion from 4 components to 3 and back to 4, a process that loses critical colour information.

NOTE 1 In workflows in which PDF documents are intended for rendering on a specific target output device (such as a 
printing press with particular inks and media), it is often useful to specify the source colours for some or all of a 
document’s objects in a CIE-based colour space that matches the calibration of the intended device. The 
resulting document, although tailored to the specific characteristics of the target device, remains device-
independent and will produce reasonable results if retargeted to a different output device. However, the 
expectation is that if the document is printed on the intended target device, source colours that have been 
specified in a colour space matching the calibration of the device will pass through unchanged, without 
conversion to and from the intermediate CIE 1931 XYZ space as depicted in Figure 22. 

NOTE 2 In particular, when colours intended for a CMYK output device are specified in an ICCBased colour space 
using a matching CMYK printing profile, converting such colours from four components to three and back is 
unnecessary and results in a loss of fidelity in the black component. In such cases, a conforming reader may 
provide the ability for the user to specify a particular calibration to use for printing, proofing, or previewing. This 
calibration is then considered to be that of the native colour space of the intended output device (typically 
DeviceCMYK), and colours expressed in a CIE-based source colour space matching it can be treated as if 
they were specified directly in the device’s native colour space. 
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辞書。かかわらず、色空間が指定されている方法には、以下に説明するように再マッピングの対象としなければなりません。

デバイス色空間が選択された場合、現在のリソース辞書のColorSpaceサブディクショナリは、（7.8.3を参照し、「リソース辞書」）は、対応するデフォルトの色空間を指定するエントリが存在するかをチェックする（DefaultGray、DefaultRGB、又はDefaultCMYK、対応DeviceGray、DeviceRGBで、又はそれぞれDeviceCMYK）へ。そのようなエントリが存在する場合、その値は、現在実行されている操作のための色空間として使用されなければなりません。

元のデバイス色空間における色値が、元の空間のような構成要素の数が同じでなければならないデフォルトの色空間に不変渡さなければなりません。デフォルトの色空間を考慮にコンポーネントの範囲を取り、成分は添加剤又は減法であるかどうか、元のに適合するように選択されるべきです。デフォルトの色空間の範囲外の色値にある場合、それは最も近い有効な値に調整されなければなりません。

ラボ、インデックス、またはパターンの色空間以外の色空間は、デフォルトの色空間として使用することができ、上述のように、元のデバイス色空間に適合すべきです。

選択されたスペースは、基礎となるデバイス色空間に基づいて特別な色空間である場合は、デフォルトの色空間は、基礎となるスペースの代わりに使用しなければなりません。これは、次のカラースペースに適用されなければなりません。

これらの色空間の詳細については、8.6.6、「スペシャルカラースペース」を参照してください。

このようなデフォルトの色空間を使用して、色合いの変換、などのカラー値の変換はありません。デバイス色空間の範囲内にある色値がデフォルト色空間の範囲内ではないかもしれない（デフォルトはICCBased色空間である場合は特に）。この場合、デフォルトの空間の範囲内で最も近い値が使用されます。このため、Lab色空間はDefaultRGB色空間として使用してはなりません。

CIEベースの色空間8.6.5.7暗黙的な変換

ソース色空間を正確に使用される特定の出力デバイスを表す場合には、適合リーダは成分色値を変換避けるべきであるが、そのまま出力値として元の値を使用します。これは、不要な計算のエラーを回避し、4つの成分色空間の場合には3~4成分から変換および4に戻って、重要な色情報を失うプロセスを回避します。

注1は、PDF文書は（特定のインクやメディアと印刷機など）は、特定のターゲット出力デバイス上でレンダリングするために意図されているワークフローでは、多くの場合、Aには、ドキュメントのオブジェクトの一部またはすべてのソース色を指定すると便利です意図されたデバイスのキャリブレーションと一致CIEベースの色空間。得られた文書は、ターゲットデバイスの固有の特性に合わせているが、デバイスに依存しないままで、異なる出力装置にリターゲット場合に合理的な結果を生成します。しかし、期待は、文書が意図され、ターゲット・デバイス上に印刷されている場合、デバイスのキャリブレーションに一致する色空間で指定されたソース色として中間CIE 1931 XYZ空間へとから変換されず、変化せずに通過することです図22に示されています。

注2本体特に、色が、プロファイルを印刷3~4の成分からそのような色変換マッチングCMYKを用いICCBased色空間で指定されたCMYK出力デバイスを対象としており、バック黒成分における忠実度の損失に不要であり、その結果場合。このような場合には、適合リーダは、印刷校正、またはプレビューのために使用する特定のキャリブレーションを指定するユーザの能力を提供してもよいです。このキャリブレーションは、その後、意図された出力デバイス（典型的にはDeviceCMYK）、そしてそれらは、デバイスのネイティブ色で直接指定されたかのように扱うことができるCIEベースのソースの色空間マッチングにおいて発現色の天然の色空間のことであると考えられていますスペース。
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NOTE 3 The conditions under which such implicit conversion is done cannot be specified in PDF, since nothing in PDF 
describes the calibration of the output device (although an output intent dictionary, if present, may suggest 
such a calibration; see 14.11.5, "Output Intents"). The conversion is completely hidden by the conforming 
reader and plays no part in the interpretation of PDF colour spaces. 

When this type of implicit conversion is done, all of the semantics of the device colour space shall also apply, 
even though they do not apply to CIE-based spaces in general. In particular: 

• The nonzero overprint mode (see 8.6.7, "Overprint Control") shall determine the interpretation of colour 
component values in the space. 

• If the space is used as the blending colour space for a transparency group in the transparent imaging 
model (see 11.3.4, "Blending Colour Space"; 11.4, "Transparency Groups"; and 11.6.6, "Transparency 
Group XObjects"), components of the space, such as Cyan, may be selected in a Separation or DeviceN
colour space used within the group (see 8.6.6.4, "Separation Colour Spaces" and 8.6.6.5, "DeviceN Colour 
Spaces"). 

• Likewise, any uses of device colour spaces for objects within such a transparency group have well-defined 
conversions to the group colour space. 

NOTE 4 A source colour space can be specified directly (for example, with an ICCBased colour space) or indirectly 
using the default colour space mechanism (for example, DefaultCMYK; see 8.6.5.6, "Default Colour Spaces"). 
The implicit conversion of a CIE-based colour space to a device space should not depend on whether the CIE-
based space is specified directly or indirectly. 

8.6.5.8 Rendering Intents

Although CIE-based colour specifications are theoretically device-independent, they are subject to practical 
limitations in the colour reproduction capabilities of the output device. Such limitations may sometimes require 
compromises to be made among various properties of a colour specification when rendering colours for a given 
device. Specifying a rendering intent (PDF 1.1) allows a conforming writer to set priorities regarding which of 
these properties to preserve and which to sacrifice. 

EXAMPLE The conforming writer might request that colours falling within the output device’s gamut (the range of 
colours it can reproduce) be rendered exactly while sacrificing the accuracy of out-of-gamut colours, or 
that a scanned image such as a photograph be rendered in a perceptually pleasing manner at the cost of 
strict colourimetric accuracy.

Rendering intents shall be specified with the ri operator (see 8.4.4, "Graphics State Operators"), the RI entry in 
a graphics state parameter dictionary (see 8.4.5, "Graphics State Parameter Dictionaries"), or with the Intent
entry in image dictionaries (see 8.9.5, "Image Dictionaries"). The value shall be a name identifying the 
rendering intent. Table 70 lists the standard rendering intents that shall be recognized. Figure L.5 in Annex L
illustrates their effects. These intents have been chosen to correspond to those defined by the International 
Color Consortium (ICC), an industry organization that has developed standards for device-independent colour. 
If a conforming reader does not recognize the specified name, it shall use the RelativeColorimetric intent by 
default. 

NOTE Note, however, that the exact set of rendering intents supported may vary from one output device to another; a 
particular device may not support all possible intents or may support additional ones beyond those listed in the 
table.

See 11.7.5, "Rendering Parameters and Transparency", and in particular 11.7.5.3, "Rendering Intent and 
Colour Conversions", for further discussion of the role of rendering intents in the transparent imaging model. 
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注記3 PDFに何も出力装置のキャリブレーションについて説明していないので、このような暗黙的な変換が行われる条件は、PDFで指定することができない（出力インテントディクショナリが、存在する場合、そのような較正を示唆し得る。14.11.5を参照して、「出力インテント」）。変換は完全に準拠したリーダーによって隠され、PDFの色空間の解釈には役割を果たしていません。

暗黙的な変換のこのタイプが完了したら、デバイス色空間の意味論のすべてはまた、彼らは一般的にはCIEベースのスペースには適用されない場合でも、適用しなければなりません。特に：

•非ゼロオーバープリントモード（「オーバープリント制御」、8.6.7を参照）空間における色成分値の解釈を決定しなければなりません。

•スペースが透明イメージングモデルの透明性グループのブレンドカラースペースとして使用されている場合（11.3.4、「ブレンドカラースペース」を参照してください; 11.4、「透明性グループ」、および11.6.6を、「透明性グループXObjects」） 、シアンなどの空間の成分は、（「DeviceNのカラースペース」、8.6.6.4、「分離色空間」と8.6.6.5を参照）グループ内で使用される分離又はDeviceNcolour空間で選択することができます。

•同様に、このような透明度グループ内のオブジェクトのためのデバイス色空間の任意の使用はグループの色空間に明確に定義された変換を持っています。

注4 Aソース色空間（ICCBased色空間を用いて、たとえば）を直接指定することができるか、または間接的にデフォルト色空間メカニズム用いて（例えば、DefaultCMYKと、8.6.5.6、「デフォルトカラースペース」を参照）。デバイス空間へのCIEベースの色空間の暗黙的な変換はCIEベースの空間を直接または間接的に指定されているかどうかに依存してはなりません。

8.6.5.8レンダリングインテント

CIEベースのカラー仕様は、理論的にデバイスに依存しているが、それらは、出力デバイスの色再現能力の実際的な制限の対象となっています。所与のデバイスの色をレンダリングするときに、時には妥協を必要とするかもしれない、そのような制限は、色指定の種々の特性の中行われます。レンダリングインテント（PDF 1.1）を指定すると、犠牲にして保存しているために、これらの特性のかに関する一連の優先事項に準拠したライターができます。

実施例色が出力デバイスの色域の範囲内にある（それが再現できる色の範囲）は、色域外の色の精度を犠牲にしながら正確にレンダリングされ、又は写真等のスキャンした画像をでレンダリングされることをすることが合致ライターかもしれない要求厳密な比色精度を犠牲に知覚的に快い方法。

RI演算子（「グラフィックス状態演算子」、8.4.4を参照）、グラフィックス状態パラメータ辞書におけるRIのエントリで指定されなければならないインテントをレンダリング（8.4.5、「グラフィック状態パラメータ辞書」を参照）、又はIntententry中で画像辞書（8.9.5、「イメージの辞書」を参照してください）。値は、レンダリングインテントを特定する名前でなければなりません。表70に認識されなければならない標準のレンダリングインテント。附属書Lillustratesその効果で図L.5。これらの意図は、ICC（International Color Consortium）の、デバイスに依存しない色の基準を開発している業界団体によって定義されたものに対応するように選択されています。準拠した読者が指定された名前を認識しない場合、デフォルトでRelativeColorimetric意図を使用しなければなりません。

レンダリングインテントの正確なセットがサポートされていることに注意してください注意は、1つの出力デバイスから別のものに変化してもよいです。特定のデバイスは、すべての可能なインテントをサポートしていないか、または表に記載されたもの以外の追加のものをサポートすることができます。

透明イメージングモデルでレンダリングインテントの役割のさらなる議論については、「意図レンダリングと色変換」、11.7.5、「レンダリングパラメータと透明性」、そして特に11.7.5.3を参照してください。
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8.6.6 Special Colour Spaces

8.6.6.1 General

Special colour spaces add features or properties to an underlying colour space. There are four special colour 
space families: Pattern, Indexed, Separation, and DeviceN. 

Table 70 –  Rendering Intents  

Name Description

AbsoluteColorimetric Colours shall be represented solely with respect to the 
light source; no correction shall be made for the output 
medium’s white point (such as the colour of unprinted 
paper). Thus, for example, a monitor’s white point, which 
is bluish compared to that of a printer’s paper, would be 
reproduced with a blue cast. In-gamut colours shall be
reproduced exactly; out-of-gamut colours shall be mapped 
to the nearest value within the reproducible gamut. 
NOTE 1 This style of reproduction has the advantage 

of providing exact colour matches from one 
output medium to another. It has the 
disadvantage of causing colours with Y
values between the medium’s white point and 
1.0 to be out of gamut. A typical use might be 
for logos and solid colours that require exact 
reproduction across different media. 

RelativeColorimetric Colours shall be represented with respect to the 
combination of the light source and the output medium’s 
white point (such as the colour of unprinted paper). Thus, 
a monitor’s white point can be reproduced on a printer by 
simply leaving the paper unmarked, ignoring colour 
differences between the two media. In-gamut colours shall 
be reproduced exactly; out-of-gamut colours shall be
mapped to the nearest value within the reproducible 
gamut. 
NOTE 2 This style of reproduction has the advantage 

of adapting for the varying white points of 
different output media. It has the 
disadvantage of not providing exact colour 
matches from one medium to another. A 
typical use might be for vector graphics. 

Saturation Colours shall be represented in a manner that preserves 
or emphasizes saturation. Reproduction of in-gamut 
colours may or may not be colourimetrically accurate. 
NOTE 3 A typical use might be for business graphics, 

where saturation is the most important 
attribute of the colour. 

Perceptual Colours shall be represented in a manner that provides a 
pleasing perceptual appearance. To preserve colour 
relationships, both in-gamut and out-of-gamut colours 
shall be generally modified from their precise colourimetric 
values. 
NOTE 4 A typical use might be for scanned images. 
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8.6.6スペシャルカラースペース

8.6.6.1一般的な

特別な色空間は、基礎となる色空間に機能やプロパティを追加します。パターン、インデックス、分離、およびDeviceNの：4つの特殊カラースペースファミリがあります。

名称説明

AbsoluteColorimetricColoursは単に光源に対して示さなければなりません。補正なしに（例えば、印刷されていない紙の色のような）出力媒体の白色点のために作られなければなりません。したがって、例えば、プリンタの紙に比べ青みがかっているモニタの白色点は、青色のキャストで再現されることになります。では、色域の色が正確にbereproducedばなりません。色域外の色が再現可能な色域内の最も近い値にマップされなければなりません。再生NOTE 1このスタイルは、別の出力媒体からの正確なカラーマッチングを提供するという利点を有します。これは、色域の外に媒体の白色点と1.0の間のYvaluesと色を発生させるという欠点を有します。典型的な使用は、ロゴと異なるメディア間の正確な再現が必要なソリッドカラーのためかもしれません。

RelativeColorimetricColoursは、光源と（例えば、印刷されていない紙の色のような）出力媒体の白色点の組み合わせに対して示さなければなりません。このように、モニタの白色点は、単純に2つのメディア間の色の違いを無視して、マークされていない紙を残すことによって、プリンタ上で再現することができます。では、色域の色が正確に再現されなければなりません。色域外の色が再現可能な色域内の最も近い値にbemappedばなりません。再生NOTE 2Thisスタイルは異なる出力メディアの様々な白の点に適応するという利点があります。これは、別の媒体から、正確なカラーマッチングを提供しないという欠点があります。典型的な使用は、ベクターグラフィックスのためかもしれません。

注3 A一般的な使用方法は、彩度は色の最も重要な属性であるビジネスグラフィックスのためかもしれません。

PerceptualColoursは喜ば知覚的な外観を提供した方法で表現されなければなりません。カラーの関係を維持するために、ガマット内及び外の色域の両方の色は、一般的にそれらの正確な比色値から変更されなければなりません。注4 A一般的な使用方法は、スキャンした画像のためかもしれません。
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8.6.6.2 Pattern Colour Spaces

A Pattern colour space (PDF 1.2) specifies that an area is to be painted with a pattern rather than a single 
colour. The pattern shall be either a tiling pattern (type 1) or a shading pattern (type 2). 8.7, "Patterns", 
discusses patterns in detail. 

8.6.6.3 Indexed Colour Spaces

An Indexed colour space specifies that an area is to be painted using a colour map or colour table of arbitrary 
colours in some other space. A conforming reader shall treat each sample value as an index into the colour 
table and shall use the colour value it finds there. This technique can considerably reduce the amount of data 
required to represent a sampled image. 

An Indexed colour space shall be defined by a four-element array: 

[ /Indexed base hival lookup ]

The first element shall be the colour space family name Indexed. The remaining elements shall be parameters 
that an Indexed colour space requires; their meanings are discussed below. Setting the current stroking or 
nonstroking colour space to an Indexed colour space shall initialize the corresponding current colour to 0. 

The base parameter shall be an array or name that identifies the base colour space in which the values in the 
colour table are to be interpreted. It shall be any device or CIE-based colour space or (PDF 1.3) a Separation
or DeviceN space, but shall not be a Pattern space or another Indexed space. If the base colour space is 
DeviceRGB, the values in the colour table shall be interpreted as red, green, and blue components; if the base 
colour space is a CIE-based ABC space such as a CalRGB or Lab space, the values shall be interpreted as A, 
B, and C components. 

The hival parameter shall be an integer that specifies the maximum valid index value. The colour table shall be 
indexed by integers in the range 0 to hival. hival shall be no greater than 255, which is the integer required to 
index a table with 8-bit index values. 

The colour table shall be defined by the lookup parameter, which may be either a stream or (PDF 1.2) a byte 
string. It shall provide the mapping between index values and the corresponding colours in the base colour 
space. 

The colour table data shall be m ¥ (hival + 1) bytes long, where m is the number of colour components in the 
base colour space. Each byte shall be an unsigned integer in the range 0 to 255 that shall be scaled to the 
range of the corresponding colour component in the base colour space; that is, 0 corresponds to the minimum 
value in the range for that component, and 255 corresponds to the maximum. 

The colour components for each entry in the table shall appear consecutively in the string or stream. 

EXAMPLE 1 If the base colour space is DeviceRGB and the indexed colour space contains two colours, the order of 
bytes in the string or stream is R0 G0 B0 R1 G1 B1 , where letters denote the colour component and 
numeric subscripts denote the table entry. 

EXAMPLE 1 The following illustrates the specification of an Indexed colour space that maps 8-bit index values to 
three-component colour values in the DeviceRGB colour space.  
 
[ /Indexed 

/DeviceRGB 
255 
< 000000 FF0000 00FF00 0000FF B57342 … > 

] 
 
The example shows only the first five colour values in the lookup string; in all, there should be 256 colour 
values and the string should be 768 bytes long. Having established this colour space, the program can 
now specify colours as single-component values in the range 0 to 255. For example, a colour value of 4 
selects an RGB colour whose components are coded as the hexadecimal integers B5, 73, and 42. 
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8.6.6.2パターンの色空間

パターンの色空間（PDF 1.2）は、面積がパターンではなく、単一の色で塗装することを指定します。パターンはタイル張りパターン（タイプ1）又は遮光パターン（タイプ2）のいずれかでなければなりません。 8.7、「パターン」、詳細に議論しパターン。

8.6.6.3インデックスカラースペース

【/インデックスベースhival参照]

ベースパラメータは、カラーテーブルの値が解釈されるべき識別基本色空間その配列または名前でなければなりません。これは、任意のデバイスまたはCIEベースの色空間又は（PDF 1.3）Separationor DeviceNの空間でなければならないが、パターンスペースまたは別のインデックス空間であってはなりません。基本色空間がDeviceRGBである場合には、カラーテーブルの値は、赤、緑、青の成分として解釈されなければなりません。基本色空間は、CalRGBまたはラボスペースとしてCIEベースのABC空間である場合、値はA、B、及びC成分として解釈されなければなりません。

hivalパラメータが最大の有効なインデックス値を指定する整数でなければなりません。カラーテーブルはhival範囲0の整数によって索引付けされなければなりません。 hivalは8ビットのインデックス値を有するテーブルインデックスに必要な整数であり255以下で、あってはなりません。

カラーテーブルは、ストリーム又は（PDF 1.2）バイト列のいずれであってもよいルックアップパラメータによって定義されなければなりません。これは、インデックス値及び基本色空間における対応する色との間のマッピングを提供しなければなりません。

テーブルデータをm¥（hival + 1）でなければならない色は、mが基本色空間内の色成分の数であり、バイト長。各バイトは、0ベースの色空間における対応する色成分の範囲にスケーリングされなければならない255の範囲の符号なし整数でなければなりません。それは、そのコンポーネントの範囲内の最小値を0に相当し、最大255相当します。

実施例1は、基本色空間がDeviceRGBである場合とインデックスカラー空間は、二つの色、文字列またはストリームのバイト順の文字は色成分を表し、数字の添字は、テーブルエントリを示すR0、G0、B0、R1、G1、B1、あるを含んでいます。

実施例1以下はDeviceRGBで色空間における三成分色値に8ビットのインデックス値をマッピングするインデックスカラースペースの仕様を示します。 【/インデックス/ DeviceRGBで255 <000000 FF0000 00FF00 0000FF B57342 ...>実施例が示す検索文字列内の最初の5色の値;すべてに、そこに256色の値である必要があり、文字列が長い768バイトである必要があります。この色空間を確立した後、プログラムは、例えば255に4を選択その成分進整数B5として符号化されるRGBカラー、73、及び42の色の値を範囲0内の単一成分値として色を指定することができ。
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Dividing these by 255 and scaling the results to the range 0.0 to 1.0 yields a colour with red, green, and 
blue components of 0.710, 0.451, and 0.259, respectively. 

Although an Indexed colour space is useful mainly for images, index values can also be used with the colour 
selection operators SC, SCN, sc, and scn. 

EXAMPLE 2 The following selects the same colour as does an image sample value of 123. 
 
123 sc

The index value should be an integer in the range 0 to hival. If the value is a real number, it shall be rounded to 
the nearest integer; if it is outside the range 0 to hival, it shall be adjusted to the nearest value within that range. 

8.6.6.4 Separation Colour Spaces

A Separation colour space (PDF 1.2) provides a means for specifying the use of additional colorants or for 
isolating the control of individual colour components of a device colour space for a subtractive device. When 
such a space is the current colour space, the current colour shall be a single-component value, called a tint, 
that controls the application of the given colorant or colour components only. 

NOTE 1 Colour output devices produce full colour by combining primary or process colorants in varying amounts. On 
an additive colour device such as a display, the primary colorants consist of red, green, and blue phosphors; 
on a subtractive device such as a printer, they typically consist of cyan, magenta, yellow, and sometimes black 
inks. In addition, some devices can apply special colorants, often called spot colorants, to produce effects that 
cannot be achieved with the standard process colorants alone. Examples include metallic and fluorescent 
colours and special textures. 

NOTE 2 When printing a page, most devices produce a single composite page on which all process colorants (and spot 
colorants, if any) are combined. However, some devices, such as imagesetters, produce a separate, 
monochromatic rendition of the page, called a separation, for each colorant. When the separations are later 
combined—on a printing press, for example—and the proper inks or other colorants are applied to them, the 
result is a full-colour page. 

NOTE 3 The term separation is often misused as a synonym for an individual device colorant. In the context of this 
discussion, a printing system that produces separations generates a separate piece of physical medium 
(generally film) for each colorant. It is these pieces of physical medium that are correctly referred to as 
separations. A particular colorant properly constitutes a separation only if the device is generating physical 
separations, one of which corresponds to the given colorant. The Separation colour space is so named for 
historical reasons, but it has evolved to the broader purpose of controlling the application of individual 
colorants in general, regardless of whether they are actually realized as physical separations. 

NOTE 4 The operation of a Separation colour space itself is independent of the characteristics of any particular output 
device. Depending on the device, the space may or may not correspond to a true, physical separation or to an 
actual colorant. For example, a Separation colour space could be used to control the application of a single 
process colorant (such as cyan) on a composite device that does not produce physical separations, or could 
represent a colour (such as orange) for which no specific colorant exists on the device. A Separation colour 
space provides consistent, predictable behaviour, even on devices that cannot directly generate the requested 
colour. 

A Separation colour space is defined as follows: 

[ /Separation name alternateSpace tintTransform ]

It shall be a four-element array whose first element shall be the colour space family name Separation. The 
remaining elements are parameters that a Separation colour space requires; their meanings are discussed 
below. 

A colour value in a Separation colour space shall consist of a single tint component in the range 0.0 to 1.0. The 
value 0.0 shall represent the minimum amount of colorant that can be applied; 1.0 shall represent the 
maximum. Tints shall always be treated as subtractive colours, even if the device produces output for the 
designated component by an additive method. Thus, a tint value of 0.0 denotes the lightest colour that can be 
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それぞれ、255によってこれらを分割し、0.710、0.451の赤、緑、青の成分と範囲を0.0〜1.0収率色結果をスケーリング、および0.259。

インデックス付き色空間は画像のために主に有用であるが、インデックス値は、色選択演算子SC、SCN、SC、及びSCNでも使用することができます。

例2次の選択123 123 SCの画像サンプル値と同様に同じ色

インデックス値はhival範囲0の整数でなければなりません。値が実数である場合、それは最も近い整数に丸めなければなりません。それは外部hival範囲0であれば、その範囲内で最も近い値に調整されなければなりません。

8.6.6.4分離色空間

分離色空間（PDF 1.2）追加の着色剤の使用を指定するためのサブトラクティブデバイスのデバイス色空間の各色成分の制御を分離するための手段を提供します。このような空間は、現在の色空間である場合、現在の色は、所与の着色剤または色成分のコントロールがアプリケーションこと、色合いと呼ばれる単一成分の値でなければなりません。

注1つのカラー出力デバイスは、様々な量で第一級またはプロセス着色剤を組み合わせてフルカラーを生成します。加法カラーデバイス上のディスプレイなど、主要着色剤は、赤、緑、青の蛍光体から成り;減法デバイス上のプリンタなど、それらは典型的には、シアン、マゼンタ、イエロー、及び時々ブラックインクから成ります。また、いくつかのデバイスは、単独の標準プロセスの着色剤では達成できない効果を生み出すために、特別な着色剤、しばしば呼ばれるスポットの着色剤を、適用することができます。例としては、金属、蛍光色と特別なテクスチャを含みます。

ページを印刷NOTE 2Whenは、ほとんどのデバイスは、すべてのプロセス着色剤（およびスポットの着色剤、もしあれば）を組み合わせた上で単一の複合ページを生成します。しかしながら、そのようなイメージセッターのようないくつかのデバイスは、各着色剤のために、分離と呼ばれるページの別個の単色表現を生成します。分離は後で組み合わさオンされたとき印刷機のための例、及び適切なインクまたは他の着色剤はそれらに適用され、結果は、フルカラーページです。

NOTE 3The用語分離は、多くの場合、個々のデバイスの着色剤の同義語として誤用されます。この説明の文脈では、分離を生成する印刷システムは、各着色剤のための物理媒体の別個の部品（一般にフィルム）を生成します。それは正しく分離と呼ばれている物理的な媒体のこれらの作品です。特定の着色剤は、適切に、デバイスが所定の色材に対応する一つが、物理的分離を生成している場合にのみ分離を構成します。分離色空間はそれほど歴史的な理由のために命名され、それは関係なく、実際の物理的な分離として実現されるかどうかの、一般に個々の着色剤の適用を制御する広い目的に進化してきました。

分離色空間自体の注記4The動作は、任意の特定の出力デバイスの特性とは無関係です。デバイスに応じて、空間が真又は、物理的分離または実際の色材に対応してもしなくてもよいです。例えば、分離色空間は、物理的な分離を生じない複合デバイス上の単一のプロセス着色剤の適用（例えば、シアンなど）を制御するために使用することができ、又は（例えばオレンジ等）の色を表す可能性がない特定の着色剤についてデバイス上に存在します。セパレーション色空間であっても直接要求された色を生成することができないデバイス上で、一貫性、予測可能な動作を提供します。

[/分離名alternateSpace tintTransform]

分離色空間における色値が1.0と0.0に単一色味成分から構成されなければなりません。値0.0を適用することができる着色剤の最小量を表すものとします。 1.0は、最大値を表すものとします。色合いは、常に装置がアディティブ法により指定されたコンポーネントの出力を生成しても、減法色として扱われなければなりません。したがって、0.0の濃淡値とすることができる最も明るい色を表します
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achieved with the given colorant, and 1.0 is the darkest. The initial value for both the stroking and nonstroking 
colour in the graphics state shall be 1.0. The SCN and scn operators respectively shall set the current stroking 
and nonstroking colour to a tint value. A sampled image with single-component samples may also be used as a 
source of tint values. 

NOTE 5 This convention is the same as for DeviceCMYK colour components but opposite to the one for DeviceGray
and DeviceRGB.

The name parameter is a name object that shall specify the name of the colorant that this Separation colour 
space is intended to represent (or one of the special names All or None; see below). Such colorant names are 
arbitrary, and there may be any number of them, subject to implementation limits. 

The special colorant name All shall refer collectively to all colorants available on an output device, including 
those for the standard process colorants. When a Separation space with this colorant name is the current 
colour space, painting operators shall apply tint values to all available colorants at once. 

NOTE 6 This is useful for purposes such as painting registration targets in the same place on every separation. Such 
marks are typically painted as the last step in composing a page to ensure that they are not overwritten by 
subsequent painting operations. 

The special colorant name None shall not produce any visible output. Painting operations in a Separation
space with this colorant name shall have no effect on the current page. 

A conforming reader shall support Separation colour spaces with the colorant names All and None on all 
devices, even if the devices are not capable of supporting any others. When processing Separation spaces 
with either of these colorant names conforming readers shall ignore the alternateSpace and tintTransform
parameters (discussed below), although valid values shall still be provided. 

At the moment the colour space is set to a Separation space, the conforming reader shall determine whether 
the device has an available colorant corresponding to the name of the requested space. If so, the conforming 
reader shall ignore the alternateSpace and tintTransform parameters; subsequent painting operations within 
the space shall apply the designated colorant directly, according to the tint values supplied. 

The preceding paragraph applies only to subtractive output devices such as printers and imagesetters. For an 
additive device such as a computer display, a Separation colour space never applies a process colorant 
directly; it always reverts to the alternate colour space as described below. This is because the model of 
applying process colorants independently does not work as intended on an additive device. 

EXAMPLE 1 Painting tints of the Red component on a white background produces a result that varies from white to 
cyan. 

This exception applies only to colorants for additive devices, not to the specific names Red, Green, and Blue. 
In contrast, a printer might have a (subtractive) ink named Red, which should work as a Separation colour 
space just the same as any other supported colorant. 

If the colorant name associated with a Separation colour space does not correspond to a colorant available on 
the device, the conforming reader shall arrange for subsequent painting operations to be performed in an 
alternate colour space. The intended colours may be approximated by colours in a device or CIE-based colour 
space, which shall then be rendered with the usual primary or process colorants:

• The alternateSpace parameter shall be an array or name object that identifies the alternate colour space, 
which may be any device or CIE-based colour space but may not be another special colour space 
(Pattern, Indexed, Separation, or DeviceN). 

• The tintTransform parameter shall be a function (see 7.10, "Functions"). During subsequent painting 
operations, a conforming reader calls this function to transform a tint value into colour component values in 
the alternate colour space. The function shall be called with the tint value and shall return the 
corresponding colour component values. That is, the number of components and the interpretation of their 
values shall depend on the alternate colour space. 
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所与の着色剤を用いて達成され、1.0が最も暗くなります。グラフィックス状態のストロークとnonstroking色の両方の初期値は1.0でなければなりません。 SCN及びSCNオペレータは、それぞれ色合い値に現在のストロークとnonstroking色を設定しなければなりません。単一成分サンプルでサンプリングされた画像はまた、色合い値のソースとして使用することができます。

注5この規則はDeviceGrayand DeviceRGBでのための1にDeviceCMYK色成分が、逆の場合と同じです。

nameパラメータは、名前のこの分離色空間を表すことを意図していることを着色剤の名前を指定するオブジェクトです（または特別な名前の1すべてまたはなし;下記参照）。そのような着色剤の名前は任意であり、それらの任意の数、実装制限の対象が存在してもよいです。

特殊な着色剤の名前はすべて、標準プロセスの着色剤を含めた出力デバイスで使用可能な全ての着色剤、を総称するものとします。この着色名前の分離空間は、現在の色空間である場合には、塗装事業者は、一度にすべての利用可能な着色剤に色合い値を適用しなければなりません。

準拠した読者は、デバイスが他のものをサポートすることができない場合であっても、着色剤の名前すべてと、すべてのデバイス上なしでセパレーション色空間をサポートしなければなりません。いずれかとの分離空間を処理する際に有効な値がまだ提供されなければならないが、読者に準拠これらの着色剤の名前は、alternateSpaceとtintTransformparameters（後述）を無視しなければなりません。

色空間は、分離空間に設定されている現時点では、準拠リーダーは、デバイスが要求されたスペースの名前に対応する利用可能な着色剤を有するかどうかを決定しなければなりません。その場合は、適合する読者はalternateSpaceとtintTransformパラメータを無視するものとします。空間内の後続の塗装作業は、供給された色合い値に応じて、直接指定された着色剤を適用しなければなりません。

前の段落は、プリンタやイメージセッターなどの減法の出力装置に適用されます。コンピュータディスプレイのような添加物デバイスのための、分離色空間は、直接プロセス着色剤を適用することがありません。以下に説明するように、常に代替の色空間に戻ります。添加装置上で意図したとおり独立プロセス着色剤を適用するモデルが機能しないためです。

この例外はない、特定の名前赤、緑、青に、唯一の添加物デバイス用の着色剤に適用されます。これとは対照的に、プリンタがサポートされている他の着色剤としてちょうど同じセパレーション色空間として動作するはずレッドという名前（減法混色）インクを、持っているかもしれません。

分離色空間に関連付けられた着色剤の名前は、デバイス上で利用可能な着色剤に対応しない場合、適合読者は、代替の色空間で実行される後続の塗装作業を手配しなければなりません。意図した色は、その後、通常の一次またはプロセス着色剤を使用してレンダリングされなければならないデバイス又はCIEベースの色空間における色で近似することができます。

•alternateSpaceパラメータはアレイまたは名前オブジェクトでなければならないことを識別する任意のデバイスまたはCIEベースの色空間であってもよいが、他の特殊な色空間（パターン、インデックス、分離、またはDeviceNの）でなくてもよい代替の色空間。

•tintTransformパラメータが機能しなければならない（7.10、「関数」を参照してください）。その後の塗装作業中に、適合読者は、代替色空間の色成分値に色合い値を変換するためにこの関数を呼び出します。関数は、色合い値と呼ぶことにすると、対応する色成分値を返します。すなわち、部品の数とその値の解釈は、代替の色空間に依存しなければなりません。
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NOTE 7 Painting in the alternate colour space may produce a good approximation of the intended colour when only 
opaque objects are painted. However, it does not correctly represent the interactions between an object and its 
backdrop when the object is painted with transparency or when overprinting (see 8.6.7, "Overprint Control") is 
enabled. 

EXAMPLE 2 The following illustrates the specification of a Separation colour space (object 5) that is intended to 
produce a colour named LogoGreen. If the output device has no colorant corresponding to this colour, 
DeviceCMYK is used as the alternate colour space, and the tint transformation function (object 12) maps 
tint values linearly into shades of a CMYK colour value approximating the LogoGreen colour.  
 
5 0 obj % Colour space 

[  /Separation 
/LogoGreen 
/DeviceCMYK 
12 0 R 

]  
endobj 
 
12 0 obj % Tint transformation function 

<<  /FunctionType 4 
 /Domain [ 0.0  1.0 ] 
 /Range [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ] 
 /Length 62 
>> 

 
stream 

{  dup 0.84 mul 
  exch 0.00 exch dup 0.44 mul 
  exch 0.21 mul 

} 
endstream 
endobj

See 11.7.3, "Spot Colours and Transparency", for further discussion of the role of Separation colour spaces in 
the transparent imaging model. 

8.6.6.5 DeviceN Colour Spaces

DeviceN colour spaces (PDF 1.3) may contain an arbitrary number of colour components. 

NOTE 1 They provide greater flexibility than is possible with standard device colour spaces such as DeviceCMYK or 
with individual Separation colour spaces. 

EXAMPLE 1 It is possible to create a DeviceN colour space consisting of only the cyan, magenta, and yellow colour 
components, with the black component excluded. 

NOTE 2 DeviceN colour spaces are used in applications such as these:  
 
High-fidelity colour is the use of more than the standard CMYK process colorants to produce an extended 
gamut, or range of colours. A popular example is the PANTONE Hexachrome system, which uses six 
colorants: the usual cyan, magenta, yellow, and black, plus orange and green.  
 
Multitone colour systems use a single-component image to specify multiple colour components. In a duotone, 
for example, a single-component image can be used to specify both the black component and a spot colour 
component. The tone reproduction is generally different for the different components. For example, the black 
component might be painted with the exact sample data from the single-component image; the spot colour 
component might be generated as a nonlinear function of the image data in a manner that emphasizes the 
shadows. Figure L.6 in Annex L shows an example that uses black and magenta colour components. In Figure 
L.7 in Annex L, a single-component grayscale image is used to generate a quadtone result that uses four 
colorants: black and three PANTONE spot colours. See EXAMPLE 5 in this sub-clause for the code used to 
generate this image. 
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唯一の不透明なオブジェクトがペイントされている場合、代替色空間で絵画NOTE 7は、意図した色の良好な近似値を生成することができます。しかし、それは正しくオブジェクトが透明性や時にオーバープリントで描かれているオブジェクトとその背景の間の相互作用を表すものではありません（8.6.7、「オーバープリント制御」を参照してください）が有効になっています。

実施例2Theの以下はLogoGreenという名前の色を生成することが意図される分離色空間（オブジェクト5）の仕様を示します。出力デバイスはこの色に対応する着色剤を有していない場合、DeviceCMYK、代替色空間として使用され、色味変換関数（オブジェクト12）が直線LogoGreen色を近似するCMYKカラー値の色合いに色合い値をマッピングします。 5 0 OBJ％色空間[/分離/ LogoGreen / DeviceCMYK 12 0 R] endobj 12 0 OBJ％色合い変換関数<< / FunctionType 4 /ドメイン[0.0 1.0] /範囲[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0] /長さ62 >>ストリーム{0.44 MUL EXCH DUP 0.84 MUL EXCH DUP 0.00 EXCH 0.21 MUL} endstream endobj

透明イメージングモデルにおける分離色空間の役割のさらなる議論については、11.7.3、「スポットカラーと透明度」を参照してください。

8.6.6.5のDeviceNカラースペース

実施例1ITは除外黒成分と、唯一のシアン、マゼンタ、及びイエローの色成分からなるDeviceNの色空間を作成することが可能です。

NOTE 2DeviceN色空間は、このような用途に使用される：高忠実度の色は、拡張色域、または色の範囲を生成するための標準的なCMYKプロセス着色剤よりもを使用することです。通常、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、プラスオレンジと緑：一般的な例は、6つの着色剤を使用PANTONEヘキサクロームシステムです。マルチトーンカラーシステムは、複数の色成分を指定する単一成分画像を使用します。ダブルトーンでは、例えば、単一成分画像は、黒成分と特色成分の両方を指定するために使用することができます。階調再現は、異なるコンポーネントのために、一般的に異なっています。例えば、黒成分は、単一成分画像から正確なサンプルデータで塗装されるかもしれません。スポットカラー成分が影を強調する方法で画像データの非線形関数として生成されるかもしれません。付属書Lにおける図L.6は黒色とマゼンタの色成分を使用する例を示しています。黒三PANTONEスポットカラー：付属書Lで図L.7では、単一成分のグレースケール画像は、4つの着色剤を使用quadtone結果を生成するために使用されます。この画像を生成するために使用されるコードは、このサブ句で実施例5を参照されたいです。
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DeviceN shall be used to represent colour spaces containing multiple components that correspond to colorants 
of some target device. As with Separation colour spaces, conforming readers shall be able to approximate the 
colorants if they are not available on the current output device, such as a display. To accomplish this, the colour 
space definition provides a tint transformation function that shall be used to convert all the components to an 
alternate colour space. 

PDF 1.6 extended the meaning of DeviceN to include colour spaces that are referred to as NChannel colour 
spaces. Such colour spaces may contain an arbitrary number of spot and process components, which may or 
may not correspond to specific device colorants (the process components shall be from a single process colour 
space). They provide information about each component that allows conforming readers more flexibility in 
converting colours. These colour spaces shall be identified by a value of NChannel for the Subtype entry of 
the attributes dictionary (see Table 71). A value of DeviceN for the Subtype entry, or no value, shall mean that 
only the previous features shall be supported. Conforming readers that do not support PDF 1.6 shall treat these 
colour spaces as normal DeviceN colour spaces and shall use the tint transformation function as appropriate. 
Conforming writers using the NChannel features should follow certain guidelines, as noted throughout this 
sub-clause, to achieve good backward compatibility.

EXAMPLE 2 They may use their own blending algorithms for on-screen viewing and composite printing, rather than 
being required to use a specified tint transformation function.

DeviceN colour spaces shall be defined in a similar way to Separation colour spaces—in fact, a Separation
colour space can be defined as a DeviceN colour space with only one component. 

A DeviceN colour space shall be specified as follows: 

[ /DeviceN names alternateSpace tintTransform ]

or 

[ /DeviceN names alternateSpace tintTransform attributes ]

It is a four- or five-element array whose first element shall be the colour space family name DeviceN. The 
remaining elements shall be parameters that a DeviceN colour space requires. 

The names parameter shall be an array of name objects specifying the individual colour components. The 
length of the array shall determine the number of components in the DeviceN colour space, which is subject to 
an implementation limit; see Annex C.The component names shall all be different from one another, except for 
the name None, which may be repeated as described later in this sub-clause. The special name All, used by 
Separation colour spaces, shall not be used.

Colour values shall be tint components in the range 0.0 to 1.0:

• For DeviceN colour spaces that do not have a subtype of NChannel, 0.0 shall represent the minimum 
amount of colorant; 1.0 shall represent the maximum. Tints shall always be treated as subtractive colours, 
even if the device produces output for the designated component by an additive method. Thus, a tint value 
of 0.0 shall denote the lightest colour that can be achieved with the given colorant, and 1.0 the darkest. 

NOTE 3 This convention is the same one as for DeviceCMYK colour components but opposite to the one for 
DeviceGray and DeviceRGB.

• For NChannel colour spaces, values for additive process colours (such as RGB) shall be specified in their 
natural form, where 1.0 shall represent maximum intensity of colour.

When this space is set to the current colour space (using the CS or cs operators), each component shall be 
given an initial value of 1.0. The SCN and scn operators respectively shall set the current stroking and 
nonstroking colour. Operand values supplied to SCN or scn shall be interpreted as colour component values in 
the order in which the colours are given in the names array, as are the values in a sampled image that uses a 
DeviceN colour space.
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DeviceNのいくつかのターゲットデバイスの着色剤に対応する複数の成分を含む色空間を表すために使用されなければなりません。彼らはそのようなディスプレイとして、現在の出力装置に使用できない場合セパレーション色空間と同様に、適合する読者は、着色剤を近似することができなければなりません。これを達成するために、色空間の定義は、代替色空間にすべてのコンポーネントを変換するために使用されなければならない色合い変換機能を提供します。

PDF 1.6には、Nチャネル色空間と呼ばれている色空間を含めるようにDeviceNのの意味を拡張しました。そのような色空間は、または特定のデバイスの着色剤に対応してもしなくてもよい点およびプロセスの構成要素の任意の数を含んでいてもよい（プロセスコンポーネントは、1つのプロセスカラー空間からのものでなければなりません）。彼らは読者に色を変換するより柔軟に適合可能各コンポーネントに関する情報を提供します。これらの色空間（表71参照）辞書属性のサブタイプエントリのNチャネルの値によって識別されなければなりません。サブタイプのエントリのDeviceNの値、または値なしには、唯一の以前の機能がサポートされなければならないことを意味します。 PDF 1.6をサポートしていない読者に準拠することは、通常のDeviceNカラースペースとしてこれらの色空間を扱うものとし、必要に応じて色合いの変換関数を使用しなければなりません。このサブ句全体で述べたようにNチャネル機能を使用して準拠作家が良いの下位互換性を実現するために、一定のガイドラインに従ってください。

実施例2彼らはむしろ指定色合い変換機能を使用するために必要とされるよりも、画面上の表示および複合印刷版のための独自のブレンドのアルゴリズムを使用することができます。

DeviceNのカラースペースは、分離色空間のある事実と同様に定義される、Separationcolour空間は、ただ1つのコンポーネントとDeviceNの色空間として定義することができます。

[/ DeviceNの名alternateSpace tintTransform]

[/ DeviceNの名alternateSpace tintTransform属性]

名前パラメータは、各色成分を指定する名前オブジェクトの配列でなければなりません。配列の長さは、実装制限の対象となるDeviceNの色空間内のコンポーネントの数を決定しなければなりません。アネックスC.Theコンポーネント名はすべてこのサブ節で後述するように繰り返すことができる名前なしを除いて、互いに異なるものでなければならない参照。セパレーション色空間で使用される特別な名前すべてが、使用してはなりません。

カラー値が1.0の範囲で0.0色合い成分でなければなりません。

•nチャネルのサブタイプを持っていないのDeviceNカラースペースの場合、0.0は、着色剤の最小量を表すものとします。 1.0は、最大値を表すものとします。色合いは、常に装置がアディティブ法により指定されたコンポーネントの出力を生成しても、減法色として扱われなければなりません。したがって、0.0の濃淡値は、所与の着色剤を用いて達成することができる最も明るい色を表し、1.0暗いものとします。

注記3この規則はDeviceGrayとDeviceRGBでのための1つにDeviceCMYK色成分が反対の場合と同じです。

•Nチャネル色空間は、（RGBなど）アディティブプロセスカラーの値は1.0、色の最大強度を表すものとし、それらの天然の形態、で指定されなければなりません。

この空間は、現在の色空間（CSまたはCS演算子を使用して）に設定されている場合、各成分は、1.0の初期値を与えなければなりません。 SCNとSCN事業者は、それぞれ現在のストロークとnonstroking色を設定しなければなりません。オペランドSCNまたはSCNに供給された値は、としてDeviceNの色空間を使用し、サンプリング画像の値であり、色が名前の配列に示されている順序で色成分値として解釈されなければなりません。
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The alternateSpace parameter shall be an array or name object that can be any device or CIE-based colour 
space but shall not be another special colour space (Pattern, Indexed, Separation, or DeviceN). When the 
colour space is set to a DeviceN space, if any of the component names in the colour space do not correspond 
to a colorant available on the device, the conforming reader shall perform subsequent painting operations in 
the alternate colour space specified by this parameter.

For NChannel colour spaces, the components shall be evaluated individually; that is, only the ones not present 
on the output device shall use the alternate colour space. 

The tintTransform parameter shall specify a function (see 7.10, "Functions") that is used to transform the tint 
values into the alternate colour space. It shall be called with n tint values and returns m colour component 
values, where n is the number of components needed to specify a colour in the DeviceN colour space and m is 
the number required by the alternate colour space.

NOTE 4 Painting in the alternate colour space may produce a good approximation of the intended colour when only 
opaque objects are painted. However, it does not correctly represent the interactions between an object and its 
backdrop when the object is painted with transparency or when overprinting (see 8.6.7, "Overprint Control") is 
enabled. 

The colour component name None, which may be present only for DeviceN colour spaces that do not have the 
NChannel subtype, indicates that the corresponding colour component shall never be painted on the page, as 
in a Separation colour space for the None colorant. When a DeviceN colour space is painting the named 
device colorants directly, colour components corresponding to None colorants shall be discarded. However, 
when the DeviceN colour space reverts to its alternate colour space, those components shall be passed to the 
tint transformation function, which may use them as desired. 

A DeviceN colour space whose component colorant names are all None shall always discard its output, just 
the same as a Separation colour space for None; it shall never revert to the alternate colour space. Reversion 
shall occur only if at least one colour component (other than None) is specified and is not available on the 
device. 

The optional attributes parameter shall be a dictionary (see Table 71) containing additional information about 
the components of colour space that conforming readers may use. Conforming readers need not use the 
alternateSpace and tintTransform parameters, and may instead use custom blending algorithms, along with 
other information provided in the attributes dictionary if present. (If the value of the Subtype entry in the 
attributes dictionary is NChannel, such information shall be present.) However, alternateSpace and 
tintTransform shall always be provided for conforming readers that want to use them or do not support PDF 1.6. 

Table 71 –  Entries in a DeviceN Colour Space Attributes Dictionary  

Key Type Value

Subtype name (Optional; PDF 1.6) A name specifying the preferred treatment for the 
colour space. Values shall be DeviceN or NChannel. Default value: 
DeviceN.
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alternateSpaceパラメータは、任意のデバイスまたはCIEベースの色空間であってもよいが、別の特別な色空間（パターン、インデックス、分離、またはDeviceNの）であってはならない配列または名前オブジェクトでなければなりません。色空間はDeviceNの空間に設定されている場合、色空間内のコンポーネント名のいずれかが、デバイス上で利用可能な着色剤に対応していない場合は、適合するリーダは、代替の色空間で後続塗装作業を実行しなければならない、このパラメータで指定されました。

Nチャネル色空間のために、成分は個別に評価されなければなりません。すなわち、出力装置上に存在する唯一のものではないが、代替の色空間を使用しなければなりません。

tintTransformパラメータは関数を指定する代替色空間に色合い値を変換するために使用されている（7.10、「関数」を参照）。これは、n個の色合いの値で呼び出さなければならないと戻って色成分値をM、ここで、n DeviceNの色空間及びMで色を指定するために必要なコンポーネントの数が代替色空間で必要な数です。

唯一の不透明なオブジェクトがペイントされている場合、代替色空間で絵画NOTE 4は、意図した色の良好な近似値を生成することができます。しかし、それは正しくオブジェクトが透明性や時にオーバープリントで描かれているオブジェクトとその背景の間の相互作用を表すものではありません（8.6.7、「オーバープリント制御」を参照してください）が有効になっています。

唯一のNチャネルサブタイプを持っていないのDeviceNカラースペースのために存在することができる色成分名なし、対応する色成分をなし、着色剤のための分離色空間のように、ページに描かれることはありませんものことを示していません。 DeviceNの色空間を直接指定したデバイスの着色剤を塗装されたとき、なし着色剤に対応する色成分は廃棄されなければなりません。しかし、DeviceNの色空間戻しますその代替色空間には、これらのコンポーネントは、必要に応じてそれらを使用することができる、色味変換関数に渡さなければなりません。

Aそのコンポーネントの着色剤の名前すべてなし常になしのための分離色空間としてちょうど同じ、その出力を破棄しないものとされているのDeviceNカラースペース。それは別の色空間に戻すことはありませんもの。 （None以外）少なくとも一つの色成分を指定され、デバイス上で利用可能ではない場合にのみ復元が発生しなければなりません。

適合読者が使用できることは、色空間の構成要素に関する追加情報を含む辞書（表71を参照）でなければならないパラメータのオプション属性。準拠した読者はalternateSpaceとtintTransformパラメータを使用し、代わりに存在する場合、辞書属性で提供される他の情報と一緒に、カスタムブレンドのアルゴリズムを使用することができますする必要はありません。 （サブタイプのエントリの値は辞書がNチャネルである属性にした場合、このような情報が存在しなければならない。）しかし、alternateSpaceとtintTransformは常にそれらを使用するか、PDF 1.6をサポートしていませんしたい読者に準拠するために提供されなければなりません。

キータイプ値

Subtypename（オプション; PDF 1.6）色空間のための好ましい処理を指定する名前。値はDeviceNのか、Nチャネルでなければなりません。デフォルト値：DeviceNの。
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A value of NChannel for the Subtype entry indicates that some of the other entries in this dictionary are 
required rather than optional. The Colorants entry specifies a colorants dictionary that contains entries for all 
the spot colorants in the colour space; they shall be defined using individual Separation colour spaces. The 
Process entry specifies a process dictionary (see Table 72) that identifies the process colour space that is 
used by this colour space and the names of its components. It shall be present if Subtype is NChannel and the 
colour space has process colour components. An NChannel colour space shall contain components from at 
most one process colour space.

For colour spaces that have a value of NChannel for the Subtype entry in the attributes dictionary (see 
Table 71), the following restrictions apply to process colours: 

• There may be colour components from at most one process colour space, which may be any device or 
CIE-based colour space.

• For a non-CMYK colour space, the names of the process components shall appear sequentially in the 
names array, in the normal colour space order (for example, Red, Green, and Blue). However, the names 
in the names array need not match the actual colour space names (for example, a Red component need 
not be named Red).The mapping of names is specified in the process dictionary (see Table 72 and 
discussion below), which shall be present. 

• Definitions for process colorants should not appear in the colorants dictionary. Any such definition shall be 
ignored if the colorant is also present in the process dictionary. Any component not specified in the process 
dictionary shall be considered to be a spot colorant.

• For a CMYK colour space, a subset of the components may be present, and they may appear in any order 
in the names array. The reserved names Cyan, Magenta, Yellow, and Black shall always be considered 
to be process colours, which do not necessarily correspond to the colorants of a specific device; they need 
not have entries in the process dictionary. 

• The values associated with the process components shall be stored in their natural form (that is, 
subtractive colour values for CMYK and additive colour values for RGB), since they shall be interpreted 

Colorants dictionary (Required if Subtype is NChannel and the colour space includes spot 
colorants; otherwise optional) A dictionary describing the individual 
colorants that shall be used in the DeviceN colour space. For each entry in 
this dictionary, the key shall be a colorant name and the value shall be an 
array defining a Separation colour space for that colorant (see 8.6.6.4, 
"Separation Colour Spaces"). The key shall match the colorant name 
given in that colour space. 
This dictionary provides information about the individual colorants that 
may be useful to some conforming readers. In particular, the alternate 
colour space and tint transformation function of a Separation colour space 
describe the appearance of that colorant alone, whereas those of a 
DeviceN colour space describe only the appearance of its colorants in 
combination. 
If Subtype is NChannel, this dictionary shall have entries for all spot 
colorants in this colour space. This dictionary may also include additional 
colorants not used by this colour space. 

Process dictionary (Required if Subtype is NChannel and the colour space includes 
components of a process colour space, otherwise optional; PDF 1.6) A 
dictionary (see Table 72) that describes the process colour space whose 
components are included in this colour space.

MixingHints dictionary (Optional; PDF 1.6) A dictionary (see Table 73) that specifies optional 
attributes of the inks that shall be used in blending calculations when used 
as an alternative to the tint transformation function.

Table 71 –  Entries in a DeviceN Colour Space Attributes Dictionary (continued)

Key Type Value
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サブタイプエントリのNチャネルの値は、この辞書内の他のエントリの一部ではなく、オプションよりも必要とされていることを示しています。着色剤のエントリは、色空間内の全てのスポットの着色剤のエントリが含まれている着色剤の辞書を指定します。彼らは、個々のセパレーションカラースペースを使用して定義されなければなりません。プロセスエントリは、この色空間とそのコンポーネントの名前で使用されるプロセス色空間を識別するプロセス辞書（表72を参照）を指定します。サブタイプがNチャネルであり、色空間がプロセスカラー成分を有する場合には、存在しなければなりません。 Nチャネル色空間は、多くても1つのプロセスカラー空間でのコンポーネントを含まなければなりません。

辞書属性にサブタイプエントリのNチャネルの値を有する色空間のために（表71を参照）、以下の制限がプロセスカラーに適用されます。

•任意のデバイスまたはCIEベースの色空間であってもよい多くても1つのプロセスカラー空間からの色成分が存在してもよいです。

•非CMYK色空間の場合は、プロセスコンポーネントの名前は、通常の色空間ために、名前のアレイに順次表示されなければならない（例えば、赤、緑、青）。しかし、名前の配列を必要としている名前は、名前の選択図マッピングはプロセス辞書に指定されている（例えば、赤成分必要レッド命名されていない）実際の色空間の名前と一致していた（表72および以下の議論を参照のこと）、これ存在しなければなりません。

•プロセスの着色剤の定義は、着色剤の辞書に表示されません。着色剤はまた、プロセスの辞書に存在する場合、そのような定義は無視されなければなりません。プロセスの辞書に指定されていないコンポーネントは、スポットの着色剤であることを考慮しなければなりません。

•CMYK色空間の場合は、コンポーネントのサブセットが存在してもよく、それらは名前配列内の任意の順序で表示されてもよいです。予約名シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックは、常に必ずしも特定のデバイスの着色剤に対応していないプロセスカラーであると考えなければなりません。彼らは、プロセスの辞書にエントリを持つ必要はありません。

•それらは解釈されなければならないので、プロセスコンポーネントに関連付けられた値は、それらの天然形（で、CMYKやRGB用添加色値の減色値）に格納されなければなりません

Colorantsdictionary（必要に応じてサブタイプはNチャネルであり、色空間は、スポットの着色剤を含み、それ以外の場合は任意）DeviceNの色空間で使用されなければならない個々の着色剤を説明する辞書。この辞書内のエントリごとに、キーは、着色剤の名前でなければならないと値が（8.6.6.4、「分離カラースペース」を参照）は、着色剤のための分離色空間を定義する配列でなければなりません。キーはその色空間で指定された着色剤名と一致するものとします。この辞書は、いくつかの適合読者に有用であり得る個々の着色剤についての情報を提供します。 DeviceNの色空間のものを組み合わせて、その着色剤の外観のみを記述に対し、特に、代替の色空間と分離色空間の色味変換関数は、単独でその着色剤の外観を記述する。サブタイプがNチャネルである場合は、この辞書は、この色空間内の全てのスポットの着色剤のエントリを持たなければなりません。この辞書はまた、この色空間で使用されていない追加の着色剤を含むこともできます。

Processdictionary（サブタイプはNチャネルであり、色空間が他のオプション、プロセス色空間の構成要素を含む場合は必須、PDF 1.6）コンポーネントがこの色空間に含まれるプロセス色空間を記述した辞書（表72参照）。

MixingHintsdictionary（オプション、PDF 1.6）辞書（表73参照）色合い変換関数の代わりとして使用する場合の配合計算に使用しなければならないインクの指定するオプションの属性があります。

表71  -  DeviceNのカラースペースのエントリが辞書属性（続き）

キータイプ値
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directly as process values by consumers making use of the process dictionary. (For additive colour spaces, 
this is the reverse of how colour values are specified for DeviceN, as described above in the discussion of 
the names parameter.)

The MixingHints entry in the attributes dictionary specifies a mixing hints dictionary (see Table 73) that 
provides information about the characteristics of colorants that may be used in blending calculations when the 
actual colorants are not available on the target device. Conforming readers need not use this information. 

Table 72 –  Entries in a DeviceN Process Dictionary  

KEY TYPE VALUE

ColorSpace name or 
array

(Required) A name or array identifying the process colour space, which 
may be any device or CIE-based colour space. If an ICCBased colour 
space is specified, it shall provide calibration information appropriate for 
the process colour components specified in the names array of the 
DeviceN colour space. 

Components array (Required) An array of component names that correspond, in order, to the 
components of the process colour space specified in ColorSpace. For 
example, an RGB colour space shall have three names corresponding to 
red, green, and blue. The names may be arbitrary (that is, not the same as 
the standard names for the colour space components) and shall match 
those specified in the names array of the DeviceN colour space, even if all 
components are not present in the names array.

Table 73 –  Entries in a DeviceN Mixing Hints Dictionary  

Key Type Value

Solidities dictionary (Optional) A dictionary specifying the solidity of inks that shall be used in 
blending calculations when used as an alternative to the tint 
transformation function. For each entry, the key shall be a colorant
name, and the value shall be a number between 0.0 and 1.0. This 
dictionary need not contain entries for all colorants used in this colour 
space; it may also include additional colorants not used by this colour 
space. 
A value of 1.0 simulates an ink that completely covers the inks beneath; 
a value of 0.0 simulates a transparent ink that completely reveals the 
inks beneath. An entry with a key of Default specifies a value that shall 
be used by all components in the associated DeviceN colour space for 
which a solidity value is not explicitly provided. If Default is not present, 
the default value for unspecified colorants shall be 0.0; conforming 
readers may choose to use other values.
If this entry is present, PrintingOrder shall also be present.

PrintingOrd
er

array (Required if Solidities is present) An array of colorant names, 
specifying the order in which inks shall be laid down. Each component in 
the names array of the DeviceN colour space shall appear in this array 
(although the order is unrelated to the order specified in the names
array). This entry may also list colorants unused by this specific 
DeviceN instance.
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直接プロセス辞書を利用して消費者によるプロセス値として。 （加法色空間の場合、これは、名前パラメータの議論で上述したようにカラー値が、DeviceNのために指定されている方法の逆です。）

KEY TYPE値

ColorSpacenameまたは配列（必須）任意のデバイスまたはCIEベースの色空間であってもよいプロセスカラー空間を、識別名、またはアレイ。 ICCBased色空間が指定されている場合、それはDeviceNの色空間の名前の配列で指定されたプロセスカラーコンポーネントのキャリブレーション情報の適切なを提供しなければなりません。

Componentsarray（必須）対応する、順番に、ColorSpaceに指定されたプロセス色空間の成分に成分名の配列。例えば、RGB色空間は、赤、緑、青に対応する3人の名前を持たなければなりません。名前は、すべてのコンポーネントは、名前の配列に存在しない場合でも、（色空間成分のための標準的な名前と同じではない）は、任意であってもよく、DeviceNの色空間の名前の配列で指定されたものと一致しなければなりません。

キータイプ値

Soliditiesdictionary（オプション）色合い変換関数の代わりとして使用する場合の配合計算に使用しなければならないインクのソリディティを指定辞書。エントリごとに、キーはcolorantnameなければならない、その値は0.0と1.0の間の数でなければなりません。この辞書の必要はない、この色空間で使用される全ての着色剤のエントリが含まれています。また、この色空間で使用されていない追加の着色剤を含むこともできます。

1.0の値は完全に下にインクを覆うインクをシミュレートします。 0.0の値は完全に下にインクを明らかに透明インクをシミュレートします。デフォルトのキーを持つエントリがソリディティ値を明示的に提供されていない関連DeviceNの色空間内のすべてのコンポーネントによって使用される値を指定します。デフォルトが存在しない場合は、未指定の着色剤のデフォルト値は0.0でなければなりません。読者に準拠すると、このエントリが存在している他のvalues.Ifを使用することを選択することも、PrintingOrderも存在しなければなりません。

PrintingOrderarray（Soliditiesが存在する場合は必須）インクを敷設しなければならない順序を指定する色材名の配列、。 （順序はnamesarrayで指定された順序とは無関係であるが）DeviceNの色空間の名前アレイ内の各コンポーネントは、このアレイに表示されなければなりません。このエントリは、リストには、この特定のDeviceNのインスタンスによって使用されていない着色剤があります。
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Each entry in the mixing hints dictionary refers to colorant names, which include spot colorants referenced by 
the Colorants dictionary. Under some circumstances, they may also refer to one or more individual process 
components called Cyan, Magenta, Yellow, or Black when DeviceCMYK is specified as the process colour 
space in the process dictionary. However, applications shall ignore these process component entries if they can 
obtain the information from an ICC profile. 

NOTE 5 The mixing hints subdictionaries (as well as the colorants dictionary) may specify colorants that are not used in 
any given instance of a DeviceN colour space. This allows them to be referenced from multiple DeviceN
colour spaces, which can produce smaller file sizes as well as consistent colour definitions across instances.

For consistency of colour, conforming readers should follow these guidelines: 

• The conforming reader shall apply either the specified tint transformation function or invoke the same 
alternative blending algorithm for all DeviceN instances in the document. 

NOTE 6 When the tint transformation function is used, the burden is on the conforming writer to guarantee that the 
individual function definitions chosen for all DeviceN instances produce similar colour appearances throughout 
the document.

• Blending algorithms should produce a similar appearance for colours when they are used as separation 
colours or as a component of a DeviceN colour space. 

EXAMPLE 3 This example shows a DeviceN colour space consisting of three colour components named Orange, 
Green, and None. In this example, the DeviceN colour space, object 30, has an attributes dictionary 
whose Colorants entry is an indirect reference to object 45 (which might also be referenced by attributes 
dictionaries of other DeviceN colour spaces). tintTransform1, whose definition is not shown, maps three 
colour components (tints of the colorants Orange, Green, and None) to four colour components in the 
alternate colour space, DeviceCMYK. tintTransform2 maps a single colour component (an orange tint) to 
four components in DeviceCMYK. Likewise, tintTransform3 maps a green tint to DeviceCMYK, and 
tintTransform4 maps a tint of PANTONE 131 to DeviceCMYK. 
 
30 0 obj % Colour space 

[  /DeviceN 
[ /Orange /Green /None ] 
/DeviceCMYK 
tintTransform1 
<< /Colorants 45 0 R >> 

] 
endobj 

DotGain dictionary (Optional) A dictionary specifying the dot gain of inks that shall be used 
in blending calculations when used as an alternative to the tint 
transformation function. Dot gain (or loss) represents the amount by 
which a printer’s halftone dots change as the ink spreads and is 
absorbed by paper.
For each entry, the key shall be a colorant name, and the value shall be
a function that maps values in the range 0 to 1 to values in the range 0 
to 1. The dictionary may list colorants unused by this specific DeviceN
instance and need not list all colorants. An entry with a key of Default
shall specify a function to be used by all colorants for which a dot gain 
function is not explicitly specified.
Conforming readers may ignore values in this dictionary when other 
sources of dot gain information are available, such as ICC profiles 
associated with the process colour space or tint transformation functions 
associated with individual colorants. 

Table 73 –  Entries in a DeviceN Mixing Hints Dictionary (continued)

Key Type Value
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混合ヒント辞書内の各エントリは、着色剤辞書によって参照されるスポットの着色剤を含む着色剤名前を指します。いくつかの状況下で、彼らはまた、DeviceCMYKがプロセス辞書のプロセスの色空間として指定されている場合、シアン、マゼンタ、イエロー、またはブラックと呼ばれる1つ以上の個々のプロセスコンポーネントを参照することができます。彼らはICCプロファイルから情報を取得できる場合は、アプリケーションは、これらのプロセスコンポーネントのエントリを無視しなければなりません。

注5（ウェル着色辞書などのような）混合ヒントサブディクショナリはDeviceNの色空間の任意の所与のインスタンスに使用されていない着色剤を指定することができます。これは、彼らがインスタンス間で一貫性のある色の定義と同様に小さいファイルサイズを生成することができる複数DeviceNcolourスペース、から参照されることを可能にします。

色の一貫性を保つため、準拠の読者は、次のガイドラインに従ってください。

色合いの変換関数を使用している注6は、負担はすべてのDeviceNのインスタンス用に選択された個々の関数の定義は、文書全体に似た色の外観を生み出すことを保証するために準拠した作家です。

例3この例では、オレンジ、緑、およびなしという名前の3つの色成分からなるDeviceNのカラースペースを示しています。この例では、DeviceNの色空間、オブジェクト30は、属性は、その着色剤エントリ（他のDeviceNのカラースペースの属性辞書によって参照されるかもしれない）オブジェクト45への間接参照である辞書有します。その定義は示されていないtintTransform1は、3つの色成分の代替色空間の4つの色成分（着色剤、オレンジ、緑、およびなしの色合い）、DeviceCMYKをマッピングします。 tintTransform2はDeviceCMYKの4つのコンポーネントに単一の色成分（オレンジ色合い）をマッピングします。同様に、tintTransform3はDeviceCMYKに緑の色合いをマッピングし、そしてtintTransform4はDeviceCMYKにPANTONE 131の色合いをマッピングします。 30 0％OBJ色空間[/ DeviceNの[/オレンジ/緑/なし] / DeviceCMYK tintTransform1 << /着色剤45 0 R >>] endobj

DotGaindictionary（オプション）色合い変換関数の代わりとして使用する場合の配合計算に使用しなければならないインクのドットゲインを指定する辞書。ドットゲイン（又は損失）は、キーは、着色剤の名前でなければならないプリンタのハーフトーンドットはインクが広がるように変化し、paper.Forにより各エントリに吸収される量を表し、値が範囲内の値にマッピング関数をBEAなければなりません0辞書は、この特定のDeviceNinstance及び全ての着色剤をリストしていない必要性によって、未使用の着色剤を一覧表示することができる0〜1の範囲内の値に1。 Defaultshallのキーを持つエントリは、ドットゲイン関数が明示的に、読者は、関連するICCプロファイルのようなドットゲイン情報の他のソースが利用可能である。この辞書の値を、無視してもよいspecified.Conformingされていない全ての着色剤で使用する機能を指定しますプロセス色空間又は個々の着色剤に関連した色合い変換機能を有します。

表73  -  DeviceNの混合ヒント辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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EXAMPLE 4 45 0 obj % Colorants dictionary 
<<  /Orange   [ /Separation 

/Orange 
/DeviceCMYK 
tintTransform2 

 ] 
 

 /Green  [ /Separation 
 /Green 
 /DeviceCMYK 
 tintTransform3 

  ] 
/PANTONE#20131 [ /Separation 

/PANTONE#20131 
/DeviceCMYK 
tintTransform4 

 ] 
>> 

endobj

NOTE 7 EXAMPLE 5 through EXAMPLE 8 show the use of NChannel colour spaces.

EXAMPLE 5 This example shows the use of calibrated CMYK process components. EXAMPLE 6 shows the use of 
Lab process components. 
 
10 0 obj % Colour space 

[  /DeviceN 
[/Magenta /Spot1 /Yellow /Spot2] 
alternateSpace 
tintTransform1 
<< % Attributes dictionary 

/Subtype /NChannel 
/Process 

<< /ColorSpace [/ICCBased CMYK_ICC profile ] 
/Components [/Cyan /Magenta /Yellow /Black]  

>> 
/Colorants 

<< /Spot1 [/Separation /Spot1 alternateSpace tintTransform2] 
/Spot2 [/Separation /Spot2 alternateSpace tintTransform3]  

>> 
>> 

] 
endobj

EXAMPLE 6 10 0 obj %Colour space 
[ /DeviceN 

[/L /a /b /Spot1 /Spot2] 
alternateSpace 
tintTransform1 
<< % Attributes dictionary 

/Subtype /NChannel 
/Process 

<< /ColorSpace [ /Lab << /WhitePoint ... /Range ... >> ]  
/Components [/L /a /b] 

>> 
/Colorants 

<< /Spot1 [/Separation /Spot1 alternateSpace tintTransform2 ] 
/Spot2 [/Separation /Spot2 alternateSpace tintTransform3] 

>> 
>> 

]

EXAMPLE 7 This example shows the recommended convention for dealing with situations where a spot colorant and a 
process colour component have the same name. Since the names array may not have duplicate names, 
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実施例4 45 0 OBJ％着色剤辞書<< /オレンジ[/分離/オレンジ/ DeviceCMYK tintTransform2] /グリーン[/分離/緑/ DeviceCMYK tintTransform3] / PANTONE＃20131 [/分離/ PANTONE＃20131 / DeviceCMYK tintTransform4] >> endobj

【実施例8によるNOTEの7EXAMPLE 5は、Nチャネル色空間の使用を示しています。

実施例5この実施例は、較正されたCMYKのプロセスコンポーネントの使用を示します。例では、図6ラボプロセスコンポーネントの使用。 10 0 OBJ％カラースペース[/ DeviceNの[/マゼンタ/ SPOT1 /イエロー/ Spot2] alternateSpace tintTransform1は<<％辞書/サブタイプ/ Nチャネル/プロセス属性<< /のColorSpace [/ ICCBased CMYK_ICCプロファイル] /コンポーネント[/シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック] >> /着色剤<< / SPOT1 [/分離/ SPOT1 alternateSpace tintTransform2] / Spot2 [/分離/ Spot2 alternateSpace tintTransform3] >>] endobj

実施例6 10 0％OBJカラースペース[/ DeviceNのは、[/ L / / B / SPOT1 / Spot2]はalternateSpace tintTransform1 <<％辞書/サブタイプ/ Nチャネル/プロセス<< /のColorSpace [/ラボ<< /白色点属性... /レンジ... >>] /コンポーネント[/ L / A / B] >> /着色剤<< / SPOT1 [/分離/ SPOT1 alternateSpace tintTransform2] / Spot2 [/分離/ Spot2 alternateSpace tintTransform3] >>]

例7Thisの例が示すスポット着色剤とプロセスの色成分が同じ名前を持っているような状況に対処するための推奨大会。名前の配列が重複した名前を持っていない可能性がありますので、
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the process colours should be given different names, which are mapped to process components in the 
Components entry of the process dictionary. In this case, Red refers to a spot colorant; ProcessRed, 
ProcessGreen, and ProcessBlue are mapped to the components of an RGB colour space. 
 
10 0 obj % Colour space 
[ /DeviceN 

[/ProcessRed /ProcessGreen /ProcessBlue /Red]  
alternateSpace 
tintTransform1 
<< % Attributes dictionary 

/Subtype /NChannel 
/Process 

<< /ColorSpace [ /ICCBased RGB_ICC profile ] 
/Components [/ProcessRed /ProcessGreen /ProcessBlue] 

>> 
/Colorants 

<< /Red [/Separation /Red alternateSpace tintTransform2 ] >> 
>> 

]

EXAMPLE 8 This example shows the use of a mixing hints dictionary. 
 
10 0 obj % Colour space 

[/DeviceN 
[/Magenta /Spot1 /Yellow /Spot2]  
alternateSpace 
tintTransform1 
<< 

/Subtype /NChannel 
/Process 

<< /ColorSpace [ /ICCBased CMYK_ICC profile ] 
/Components [/Cyan /Magenta /Yellow /Black] 

>> 
/Colorants 

<< /Spot1 [/Separation /Spot1 alternateSpace tintTransform2 ] 
/Spot2 [/Separation /Spot2 alternateSpace tintTransform2 ] 

>> 
/MixingHints 

<< 
/Solidities 

<< /Spot1 1.0 
/Spot2 0.0 

>> 
/DotGain 

<< /Spot1 function1 
/Spot2 function2 
/Magenta function3 
/Yellow function4 

>> 
/PrintingOrder [/Magenta /Yellow /Spot1 /Spot2] 

>> 
>> 
]

See 11.7.3, "Spot Colours and Transparency", for further discussion of the role of DeviceN colour spaces in the 
transparent imaging model. 

8.6.6.6 Multitone Examples

NOTE 1 The following examples illustrate various interesting and useful special cases of the use of Indexed and 
DeviceN colour spaces in combination to produce multitone colours. 

NOTE 2 EXAMPLE 1 and EXAMPLE 2 in this sub-clause illustrate the use of DeviceN to create duotone colour spaces.
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プロセスカラーは、プロセス辞書のコンポーネントエントリのコンポーネントを処理するためにマッピングされる異なる名前を与えられるべきです。この場合、赤は、スポットの着色剤を意味し; ProcessRed、ProcessGreen、及びProcessBlueは、RGB色空間の成分にマッピングされます。 10 0 OBJ％色空間[/ DeviceNの[/ ProcessRed / ProcessGreen / ProcessBlue /赤] alternateSpace tintTransform1 <<％属性辞書/サブタイプ/ Nチャネル/プロセス<< /のColorSpace [/ ICCBased RGB_ICCプロファイル] /コンポーネント[/ ProcessRed / ProcessGreen / ProcessBlue] >> /着色剤<< /レッド[/分離/レッドalternateSpace tintTransform2] >>]

実施例8This例ショー混合ヒント辞書を使用します。 10 0 OBJ％カラースペース[/ DeviceNの[/マゼンタ/ SPOT1 /イエロー/ Spot2] alternateSpace tintTransform1 << /サブタイプ/ Nチャネル/プロセス<< /のColorSpace [/ ICCBased CMYK_ICCプロファイル] /コンポーネント[/シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック] >> /着色剤<< / SPOT1 [/分離/ SPOT1 alternateSpace tintTransform2] / Spot2 [/分離/ Spot2 alternateSpace tintTransform2] >> / MixingHints << / Solidities << / SPOT1 1.0 / Spot2 0.0 >> /ドット利得<< / SPOT1関数1 / Spot2機能2 /マゼンタ関数3 /イエロー機能4 >> / PrintingOrder [/マゼンタ/イエロー/ SPOT1 / Spot2] >>]

透明イメージングモデルにおけるDeviceNのカラースペースの役割のさらなる議論については、11.7.3、「スポットカラーと透明度」を参照してください。

8.6.6.6マルチトーンの例

このサブ句のNOTE 2EXAMPLE 1及び実施例2は、ダブルトーンカラースペースを作成するためにDeviceNのの使用を示します。
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EXAMPLE 1 In this example, an Indexed colour space maps index values in the range 0 to 255 to a duotone DeviceN
space in cyan and black. In effect, the index values are treated as if they were tints of the duotone space, 
which are then mapped into tints of the two underlying colorants. Only the beginning of the lookup table 
string for the Indexed colour space is shown; the full table would contain 256 two-byte entries, each 
specifying a tint value for cyan and black, for a total of 512 bytes. If the alternate colour space of the 
DeviceN space is selected, the tint transformation function (object 15 in the example) maps the two tint 
components for cyan and black to the four components for a DeviceCMYK colour space by supplying 
zero values for the other two components.  
 
10 0 obj %Colour space 

[  /Indexed 
[ /DeviceN  

[ /Cyan /Black ]  
/DeviceCMYK  
15 0 R 

] 
 

255 
< 6605 6806 6907 6B09 6C0A … > 

] 
endobj 
 
15 0 obj % Tint transformation function 

<<  /FunctionType 4 
 /Domain [ 0.0  1.0  0.0  1.0 ] 
 /Range [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ] 
 /Length 16 
>> 

 
stream 

{ 0 0 3 -1 roll } 
endstream 
endobj

EXAMPLE 2 This example shows the definition of another duotone colour space, this time using black and gold 
colorants (where gold is a spot colorant) and using a CalRGB space as the alternate colour space. This 
could be defined in the same way as in the preceding example, with a tint transformation function that 
converts from the two tint components to colours in the alternate CalRGB colour space. 
 
30 0 obj % Colour space 

[  /Indexed  
[ /DeviceN 

[ /Black /Gold ] 
[ /CalRGB  

<<  /WhitePoint [ 1.0 1.0 1.0 ] 
 /Gamma [ 2.2 2.2 2.2 ] 
>> 

] 
35 0 R % Tint transformation function 

] 
 

255 
… Lookup table … 

] 
endobj

NOTE 3 Given a formula for converting any combination of black and gold tints to calibrated RGB, a 2-in, 3-out type 4 
(PostScript calculator) function could be used for the tint transformation. Alternatively, a type 0 (sampled) 
function could be used, but this would require a large number of sample points to represent the function 
accurately; for example, sampling each input variable for 256 tint values between 0.0 and 1.0 would require 
256 2 = 65,536 samples. But since the DeviceN colour space is being used as the base of an Indexed colour 
space, there are actually only 256 possible combinations of black and gold tint values.
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例1この例では、インデックスカラー空間は、シアン、ブラックでダブルトーンDeviceNspace 255の範囲0のインデックス値をマッピングします。彼らは、2つの根本的な着色剤の色合いにマッピングされるダブルトーン空間の色合い、あたかも実際には、インデックスの値が処理されます。インデックス付きカラースペースのルックアップテーブルの文字列の先頭を示しているだけです。完全なテーブルは、各々が512バイトの合計、シアン、ブラックの色合いの値を指定し、256 2バイトのエントリを含むことになります。 DeviceNの空間の交互の色空間が選択された場合、色味の変換関数（この例ではオブジェクト15）が他の二つの成分に対するゼロ値を供給することによってDeviceCMYK色空間のための4つの成分にシアン、ブラック用の2つの色合い成分をマッピングします。 10 0 OBJ％カラースペース[/インデックス[/ DeviceNの[/シアン/ブラック] / DeviceCMYK 15 0 R] 255 <6605 6806 6907 6B09 6C0A ...>] endobj 15 0 OBJ％色合い変換関数<< / FunctionType 4 /ドメイン[ 0.0 1.0 0.0 1.0] /範囲[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0] /長さ16 >>ストリーム{0 0 3 -1ロール} endstream endobj

例2この例を示す別のダブルトーン色空間の定義は、この（金スポットの着色剤である）、黒と金の着色剤を用いた時、代替の色空間としてCalRGB空間を使用。これは、代替CalRGB色空間内の色への2つの色合い成分から変換する色味変換関数を用いて、前述の例と同様に定義することができます。 30 0 OBJ％カラースペース[/インデックス[/ DeviceNの[/ブラック/ゴールド] [/ CalRGB << /白色点[1.0 1.0 1.0] /ガンマ[2.2 2.2 2.2] >>] 35 0 R％の色合い変換関数] 255 ...ルックアップテーブル...] endobj

NOTE 3GivenキャリブレートRGB黒と金色合いの任意の組み合わせを変換するための式、2で、3アウトタイプ4（PostScriptの算出）関数は、色合いの形質転換のために使用することができます。あるいは、タイプ0（サンプリング）関数を使用することができるが、これは正確に機能を表すためにサンプル点の多くを必要とするであろう。例えば、0.0と1.0との間の256の色合い値の各入力変数をサンプリングして256 2 = 65,536サンプルを必要とするであろう。 DeviceNの色空間は、インデックスカラースペースのベースとして使用されているのでしかし、黒と金の色合い値の唯一256の可能な組み合わせが実際に存在します。
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EXAMPLE 3 This example shows a more compact way to represent this information is to put the alternate colour 
values directly into the lookup table alongside the DeviceN colour values. 
 
10 0 obj % Colour space 

[  /Indexed  
[ /DeviceN 

[ /Black /Gold /None /None /None ] 
[ /CalRGB  

<<  /WhitePoint [ 1.0 1.0 1.0 ] 
 /Gamma [ 2.2 2.2 2.2 ] 
>> 

] 
20 0 R % Tint transformation function 

] 
 

255 
… Lookup table … 

] 
endobj

NOTE 4 In EXAMPLE 3 in this sub-clause, each entry in the lookup table has five components: two for the black and 
gold colorants and three more (specified as None) for the equivalent CalRGB colour components. If the black 
and gold colorants are available on the output device, the None components are ignored; if black and gold are 
not available, the tint transformation function is used to convert a five-component colour into a three-
component equivalent in the alternate CalRGB colour space. But because, by construction, the third, fourth, 
and fifth components are the CalRGB components, the tint transformation function can merely discard the first 
two components and return the last three. This can be readily expressed with a type 4 (PostScript calculator) 
function (see EXAMPLE 4 in this sub-clause).

EXAMPLE 4 This example shows a type 4 (PostScript calculator) function.  
 
20 0 obj % Tint transformation function 

<<  /FunctionType 4 
 /Domain [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ] 
 /Range [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ] 
 /Length 27 
>> 

 
stream 

{ 5 3 roll pop pop } 
endstream 
endobj

EXAMPLE 5 This example uses an extension of the techniques described above to produce the quadtone (four-
component) image shown in Figure L.7 in Annex L. 
 
5 0 obj % Image XObject 

<<  /Type /XObject 
 /Subtype /Image 
 /Width 288 
 /Height 288 
 /ColorSpace 10 0 R 
 /BitsPerComponent 8 
 /Length 105278 
 /Filter /ASCII85Decode 
>> 

 
stream 
… Data for grayscale image … 
endstream 
endobj 
 
10 0 obj % Indexed colour space for image 

[ /Indexed  
15 0 R % Base colour space 
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例3この例が示すこの情報を表現するために、よりコンパクトな方法は、DeviceNのカラー値と一緒に、ルックアップテーブルに直接代替色値を置くことです。 10 0 OBJ％カラースペース[/インデックス[/ DeviceNの[/ブラック/金/なし/なし/なし] [/ CalRGB << /白色点[1.0 1.0 1.0] /ガンマ[2.2 2.2 2.2] >>] 20 0 R％で色合いの変換関数] 255 ...ルックアップテーブル...] endobj

もっと（なしとして指定された）黒と金の着色剤のための2つおよび3つの等価CalRGB色成分について：このサブ句の注記4インチ実施例3は、ルックアップテーブルの各エントリは、5つの構成要素を有しています。黒と金着色剤は出力装置に利用可能である場合、なし成分は無視されます。黒と金が利用できない場合、色味の変換関数は、代替CalRGB色空間における三成分同等に5成分の色を変換するために使用されます。構造によって、第三、第四、及び第五の構成要素はCalRGB成分である、ので、しかし、色味変換関数は、単に最初の二つの成分を破棄し、最後の三つを返すことができます。これは容易にタイプ4（PostScriptの算出）関数（このサブ句に実施例4を参照）で表すことができます。

実施例4This例は、タイプ4（ポストスクリプト計算）関数を示しています。 20 0 OBJ％色合い変換関数<< / FunctionType 4 /ドメイン[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0] /範囲[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0] /長さ27 >>ストリーム{5 3ロールポップポップ} endstream endobj
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255 % Table has 256 entries 
30 0 R % Lookup table 

] 
endobj 
 
15 0 obj % Base colour space ( DeviceN ) for Indexed space 

[ /DeviceN 
[  /Black % Four colorants (black plus three spot colours) 

  /PANTONE#20216#20CVC 
  /PANTONE#20409#20CVC 
  /PANTONE#202985#20CVC 
  /None % Three components for alternate space 
  /None 
  /None 

] 
 

16 0 R % Alternate colour space 
20 0 R % Tint transformation function 

] 
endobj 
 
16 0 obj % Alternate colour space for DeviceN space 

[ /CalRGB 
<< /WhitePoint [ 1.0 1.0 1.0 ] >> 

] 
endobj 
 
20 0 obj % Tint transformation function for DeviceN space 

<<  /FunctionType 4 
 /Domain [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ] 
 /Range [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ] 
 /Length 44 
>> 

 
stream 

{ 7 3 roll % Just discard first four values 
  pop pop pop pop 

} 
endstream 
endobj 
 
30 0 obj % Lookup table for Indexed colour space 

<<  /Length 1975 
 /Filter [ /ASCII85Decode /FlateDecode ] 
>> 

 
stream 
8;T1BB2"M7*!"psYBt1k\gY1T<D&tO]r*F7Hga* 
… Additional data ( seven components for each table entry ) … 
endstream 
endobj

NOTE 5 As in the preceding examples, an Indexed colour space based on a DeviceN space is used to paint the 
grayscale image shown on the left in the plate with four colorants: black and three PANTONE spot colours. The 
alternate colour space is a simple calibrated RGB. Thus, the DeviceN colour space has seven components: 
the four desired colorants plus the three components of the alternate space. The example shows the image 
XObject (see 8.9.5, "Image Dictionaries") representing the quadtone image, followed by the colour space used 
to interpret the image data. 

8.6.7 Overprint Control

The graphics state contains an overprint parameter, controlled by the OP and op entries in a graphics state 
parameter dictionary. Overprint control is useful mainly on devices that produce true physical separations, but it 
is available on some composite devices as well. Although the operation of this parameter is device-dependent, 
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表256のエントリ30 0 R％ルックアップテーブル] endobj索引空間15 0 OBJ％ベースの色空間（DeviceNの）[/ DeviceNの[/ブラック％つの着色剤（黒色プラス3つのスポットカラー）/ PANTONE＃20216＃20CVC /を有し、255パーセントDeviceNの空間のPANTONE＃20409＃20CVC / PANTONE＃202985＃20CVC /なし％代替スペース/なし/なしのための3つの成分] 16 0 R％代替色空間20 0 R％色合い変換関数] endobj 16 0 OBJ％代替色空間DeviceNの空間<< / FunctionType 4 /ドメインの[/ CalRGB << /白色点[1.0 1.0 1.0] >>] endobj 20 0 OBJ％色合い変換関数[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0] /範囲[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0] /長さ44 >>ストリームインデックスカラー空間<< /長さ1975 /フィルタのendstream endobj 30 0 OBJ％ルックアップテーブル{だけが最初の4つの値をポップポップポップポップを破棄7 3ロール％} [ / ASCII85Decode / FlateDecode] >>ストリーム8; T1BB2 "！M7 *" psYBt1k \ gY1T <D＆へ] R * F7Hga * ...追加データ（各テーブルエントリの7つの要素）... endstream endobj

黒三PANTONEスポットカラー：上記実施例で注記5AS、DeviceNの空間に基づくインデックスカラー空間は、4つの着色剤とプレートの左側に示されるグレースケール画像をペイントするために使用されます。代替の色空間はRGB較正単純です。 4つの、所望の着色剤を加え、代替空間の3つの成分：したがって、DeviceNの色空間は、7つの成分を有します。画像データを解釈するために使用される色空間に続いquadtone画像を表す例が示す画像のXObject（8.9.5、「画像辞書」を参照）。

8.6.7オーバープリントコントロール

グラフィック状態グラフィック状態パラメータ辞書にOPおよびOPエントリによって制御されるオーバープリントパラメータを含んでいます。オーバープリント制御は、主に真の物理的分離を作り出すデバイスで有用であるが、それは同様に、いくつかの複合デバイス上で利用可能です。このパラメータの動作は、デバイス依存であるが、



PDF 32000-1:2008

170 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

it is described here rather than in the sub-clause on colour rendering, because it pertains to an aspect of 
painting in device colour spaces that is important to many applications. 

Any painting operation marks some specific set of device colorants, depending on the colour space in which 
the painting takes place. In a Separation or DeviceN colour space, the colorants to be marked shall be 
specified explicitly; in a device or CIE-based colour space, they shall be implied by the process colour model of 
the output device (see clause 10, "Rendering"). The overprint parameter is a boolean flag that determines how 
painting operations affect colorants other than those explicitly or implicitly specified by the current colour space. 

If the overprint parameter is false (the default value), painting a colour in any colour space shall cause the 
corresponding areas of unspecified colorants to be erased (painted with a tint value of 0.0). The effect is that 
the colour at any position on the page is whatever was painted there last, which is consistent with the normal 
painting behaviour of the opaque imaging model. 

If the overprint parameter is true and the output device supports overprinting, erasing actions shall not be 
performed; anything previously painted in other colorants is left undisturbed. Consequently, the colour at a 
given position on the page may be a combined result of several painting operations in different colorants. The 
effect produced by such overprinting is device-dependent and is not defined here. 

NOTE 1 Not all devices support overprinting. Furthermore, many PostScript printers support it only when separations 
are being produced, and not for composite output. 

If overprinting is not supported, the value of the overprint parameter shall be ignored. 

An additional graphics state parameter, the overprint mode (PDF 1.3), shall affect the interpretation of a tint 
value of 0.0 for a colour component in a DeviceCMYK colour space when overprinting is enabled. This 
parameter is controlled by the OPM entry in a graphics state parameter dictionary; it shall have an effect only 
when the overprint parameter is true, as described above. 

When colours are specified in a DeviceCMYK colour space and the native colour space of the output device is 
also DeviceCMYK, each of the source colour components controls the corresponding device colorant directly. 
Ordinarily, each source colour component value replaces the value previously painted for the corresponding 
device colorant, no matter what the new value is; this is the default behaviour, specified by overprint mode 0. 

When the overprint mode is 1 (also called nonzero overprint mode), a tint value of 0.0 for a source colour 
component shall leave the corresponding component of the previously painted colour unchanged. The effect is 
equivalent to painting in a DeviceN colour space that includes only those components whose values are 
nonzero.

EXAMPLE If the overprint parameter is true and the overprint mode is 1, the operation  
 
0. 2 0. 3 0.0 1.0 k 
 
is equivalent to  
 
0. 2 0. 3 1.0 scn 
 
in the colour space shown in this example. 
 
10 0 obj %Colour space 

[ /DeviceN  
[ /Cyan /Magenta /Black ]  
/DeviceCMYK  
15 0 R 

]  
endobj 
 
15 0 obj % Tint transformation function 

<<  /FunctionType 4 
 /Domain [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ] 
 /Range [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ] 
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それは多くのアプリケーションにとって重要なデバイスの色空間に描くの側面に関係するので、それは、むしろ演色上のサブ句に比べて、ここで記述されています。

任意塗装動作マークデバイス着色剤のいくつかの特定のセット、塗装が行われる色空間に応じ。分離またはDeviceNのカラースペースでは、マークされる着色剤は、明示的に指定しなければなりません。デバイスまたはCIEベースの色空間において、それらは（条項10、「レンダリング」を参照）、出力デバイスのプロセスカラーモデルによって暗示されるものとします。オーバープリントのパラメータは、絵の操作が明示的または暗黙的に現在の色空間で指定された以外の着色剤をどのように影響するかを決定するブール値のフラグです。

オーバープリントパラメータがfalse（デフォルト値）であれば、任意の色空間に色を塗ること（0.0の色合い値で塗装）、不特定の着色剤の対応する領域が消去させなければなりません。効果は、ページ上の任意の位置の色が不透明イメージングモデルの通常の塗装の動作と一致している、そこに最後に描かれたものは何でもあるということです。

オーバープリントパラメータがtrueで、出力デバイスがサポートして重ね打ちした場合、消去アクションが実行されてはなりません。以前に他の着色剤で塗装何が邪魔されずに残っています。これにより、ページ上の所定の位置に色が異なる着色剤にはいくつかの塗装作業の結合された結果であってもよいです。このような重ね刷りによって生成される効果は、デバイスに依存し、ここで定義されていません。

注1は、すべてのデバイスがオーバープリントをサポートするわけではありません。さらに、多くのPostScriptプリンタは、複合出力用分離が生産されているだけではなく、サポート。

オーバープリントがサポートされていない場合は、オーバープリントのパラメータの値は無視されなければなりません。

追加のグラフィックス状態パラメータ、オーバープリントモード（PDF 1.3）刷りが有効になっている場合、DeviceCMYK色空間における色成分の0.0の濃淡値の解釈に影響を与えなければなりません。このパラメータは、グラフィックス状態パラメータ辞書でOPMエントリによって制御されます。オーバープリントパラメータがtrueの場合にのみ、上記のように、それは、効力を有します。

色がDeviceCMYK色空間および出力デバイスの固有の色空間で指定されている場合、対応するデバイスの着色剤を直接ソース色成分のコントロールの各々は、またDeviceCMYKです。通常、各ソース色成分値は、先に対応するデバイスの着色剤、新しい値が何であるかに関係なくのために描かれた値を置き換えます。これは、オーバープリントモード0で指定されたデフォルトの動作です。

オーバープリントモードが1である場合不変以前に塗装色の対応する成分を残すものと元の色成分について、0.0の濃淡値を（もオーバープリントモード非ゼロと呼ばれます）。効果は、値がゼロでないコンポーネントのみを含むDeviceNの色空間で塗装と同等です。

実施例オーバープリントパラメータがtrueで、オーバープリントモードが1である場合、動作0.2 0.3 0.0 1.0 Kは、この例に示した色空間で0.2 0.3 1.0 SCNと等価です。 10 0 OBJ％カラースペース[/ DeviceNの[/シアン/マゼンタ/ブラック] / DeviceCMYK 15 0 R] endobj 15 0 OBJ％色合い変換関数<< / FunctionType 4 /ドメイン[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0] /範囲[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0]
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 /Length 13 
>> 

 
stream 

{ 0 exch } 
endstream 
endobj

Nonzero overprint mode shall apply only to painting operations that use the current colour in the graphics state 
when the current colour space is DeviceCMYK (or is implicitly converted to DeviceCMYK; see 8.6.5.7, "Implicit 
Conversion of CIE-Based Colour Spaces"). It shall not apply to the painting of images or to any colours that are 
the result of a computation, such as those in a shading pattern or conversions from some other colour space. It 
also shall not apply if the device’s native colour space is not DeviceCMYK; in that case, source colours shall be 
converted to the device’s native colour space, and all components participate in the conversion, whatever their 
values. 

NOTE 2 This is shown explicitly in the alternate colour space and tint transformation function of the DeviceN colour 
space (see EXAMPLE 3 in 8.6.6, "Special Colour Spaces"). 

See 11.7.4, "Overprinting and Transparency", for further discussion of the role of overprinting in the transparent 
imaging model. 

8.6.8 Colour Operators

Table 74 lists the PDF operators that control colour spaces and colour values. Also colour-related is the 
graphics state operator ri, listed in Table 57 and discussed under 8.6.5.8, "Rendering Intents". Colour operators 
may appear at the page description level or inside text objects (see Figure 9 in Annex L). 

Table 74 –  Colour Operators  

Operands Operator Description

name CS (PDF 1.1) Set the current colour space to use for stroking operations. The 
operand name shall be a name object. If the colour space is one that can 
be specified by a name and no additional parameters (DeviceGray, 
DeviceRGB, DeviceCMYK, and certain cases of Pattern), the name may 
be specified directly. Otherwise, it shall be a name defined in the 
ColorSpace subdictionary of the current resource dictionary (see 7.8.3, 
"Resource Dictionaries"); the associated value shall be an array 
describing the colour space (see 8.6.3, "Colour Space Families"). 
The names DeviceGray, DeviceRGB, DeviceCMYK, and Pattern
always identify the corresponding colour spaces directly; they never refer 
to resources in the ColorSpace subdictionary. 
The CS operator shall also set the current stroking colour to its initial 
value, which depends on the colour space: 
In a DeviceGray, DeviceRGB, CalGray, or CalRGB colour space, the 
initial colour shall have all components equal to 0.0. 
In a DeviceCMYK colour space, the initial colour shall be 
[ 0.0 0.0 0.0 1.0 ]. 
In a Lab or ICCBased colour space, the initial colour shall have all 
components equal to 0.0 unless that falls outside the intervals specified 
by the space’s Range entry, in which case the nearest valid value shall be 
substituted. 
In an Indexed colour space, the initial colour value shall be 0. 
In a Separation or DeviceN colour space, the initial tint value shall be 1.0 
for all colorants. 
In a Pattern colour space, the initial colour shall be a pattern object that 
causes nothing to be painted. 

name cs (PDF 1.1) Same as CS but used for nonstroking operations. 
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（または暗黙的DeviceCMYKに変換され、8.6.5.7、「CIEベースの色空間の暗黙的な変換」を参照）、非ゼロオーバープリントモードは、現在の色空間がDeviceCMYKである場合、グラフィックス状態で現在の色を使用する操作を描くにのみ適用されなければなりません。これは、画像の絵、またはそのようないくつかの他の色空間から遮光パターン又はコンバージョンのものと計算の結果である任意の色には適用されません。デバイスのネイティブ色空間がDeviceCMYKでない場合にも適用しません。その場合には、元の色がデバイスのネイティブ色空間に変換されなければならない、とすべてのコンポーネントが何であれ、その値の変換に参加します。

注2：これは、（「特殊カラースペース」、8.6.6の例3を参照）代替の色空間とDeviceNの色空間の色味変換関数で明示的に示されています。

透明イメージングモデルにオーバープリントの役割のさらなる議論については、11.7.4、「オーバープリントと透明性」を参照してください。

8.6.8色の演算

表74のリストPDFオペレータコントロール色空間とカラー値という。また、色関連のグラフィックス状態演算子RI、表57に記載されていると8.6.5.8、「レンダリングインテント」の下で議論されます。色オペレータは、ページ記述レベルまたは内部のテキストオブジェクト（付属書Lで図9を参照）に表示されてもよいです。

オペランド演算子説明

名前CS（PDF 1.1）の操作をなでるに使用する現在の色空間を設定します。オペランド名は、名前のオブジェクトでなければなりません。色空間は、名前なしの追加のパラメータ（DeviceGray、DeviceRGBで、DeviceCMYK、パターンの特定の場合）で指定することができるものである場合、名前を直接指定してもよいです。それ以外の場合は、（「リソース辞書」、7.8.3を参照してください）現在のリソースディクショナリののColorSpaceサブディクショナリで定義された名前でなければなりません。関連する値は、色空間を記述する配列（8.6.3、「カラースペースファミリ」を参照）でなければなりません。名前DeviceGray、DeviceRGBで、DeviceCMYK、及びPatternalways直接対応する色空間を識別します。彼らはのColorSpaceサブディクショナリ内のリソースを参照してくださいことはありません。 CSオペレータは、色空間に依存して、その初期値に現在のストロークの色を設定しなければならない：DeviceGray、DeviceRGBで、CalGray、又はCalRGB色空間において、初期色は、すべてのコンポーネントが0.0に等しくなければなりません。 DeviceCMYK色空間において、初期の色は、[0.0 0.0 0.0 1.0]とします。ラボまたはICCBased色空間において、初期色は、最も近い有効な値を代入しなければならない、その場合、空間の範囲エントリによって指定された間隔、外れない限り、すべてのコンポーネントが0.0に等しくなければなりません。インデックスカラー空間において、初期カラー値は、分離またはDeviceNの色空間において0でなければならない、初期色合い値は、すべての着色剤に対して1.0でなければなりません。パターンの色空間では、初期の色は何も塗らないことが原因となるパターンオブジェクトでなければなりません。
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Invoking operators that specify colours or other colour-related parameters in the graphics state is restricted in 
certain circumstances. This restriction occurs when defining graphical figures whose colours shall be specified 
separately each time they are used. Specifically, the restriction applies in these circumstances:

• In any glyph description that uses the d1 operator (see 9.6.5, "Type 3 Fonts") 

• In the content stream of an uncoloured tiling pattern (see 8.7.3.3, "Uncoloured Tiling Patterns") 

c1… cn SC (PDF 1.1) Set the colour to use for stroking operations in a device, CIE-
based (other than ICCBased), or Indexed colour space. The number of 
operands required and their interpretation depends on the current 
stroking colour space: 
For DeviceGray, CalGray, and Indexed colour spaces, one operand 
shall be required (n = 1). 
For DeviceRGB, CalRGB, and Lab colour spaces, three operands shall 
be required (n = 3). 
For DeviceCMYK, four operands shall be required (n = 4). 

c1… cn
c1… cn name

SCN  
SCN

(PDF 1.2) Same as SC but also supports Pattern, Separation, DeviceN 
and ICCBased colour spaces. 
If the current stroking colour space is a Separation, DeviceN, or 
ICCBased colour space, the operands c1… cn shall be numbers. The 
number of operands and their interpretation depends on the colour space. 
If the current stroking colour space is a Pattern colour space, name shall 
be the name of an entry in the Pattern subdictionary of the current 
resource dictionary (see 7.8.3, "Resource Dictionaries"). For an 
uncoloured tiling pattern (PatternType = 1 and PaintType = 2), c1… cn
shall be component values specifying a colour in the pattern’s underlying 
colour space. For other types of patterns, these operands shall not be 
specified. 

c1… cn sc (PDF 1.1) Same as SC but used for nonstroking operations. 

c1… cn 
c1… cn name

scn 
scn

(PDF 1.2) Same as SCN but used for nonstroking operations. 

gray G Set the stroking colour space to DeviceGray (or the DefaultGray colour 
space; see 8.6.5.6, "Default Colour Spaces") and set the gray level to use 
for stroking operations. gray shall be a number between 0.0 (black) and 
1.0 (white). 

gray g Same as G but used for nonstroking operations. 

r g b RG Set the stroking colour space to DeviceRGB (or the DefaultRGB colour 
space; see 8.6.5.6, "Default Colour Spaces") and set the colour to use for 
stroking operations. Each operand shall be a number between 0.0 
(minimum intensity) and 1.0 (maximum intensity). 

r g b rg Same as RG but used for nonstroking operations. 

c m y k K Set the stroking colour space to DeviceCMYK (or the DefaultCMYK
colour space; see 8.6.5.6, "Default Colour Spaces") and set the colour to 
use for stroking operations. Each operand shall be a number between 0.0 
(zero concentration) and 1.0 (maximum concentration). The behaviour of 
this operator is affected by the overprint mode (see 8.6.7, "Overprint 
Control"). 

c m y k k Same as K but used for nonstroking operations. 

Table 74 –  Colour Operators (continued)

Operands Operator Description

PDF 32000-1：2008

172©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

グラフィックス状態の色又は他の色に関連したパラメータを指定呼び出し演算子は、特定の状況に制限されています。その色別々にそれらが使用されるたびに指定されなければならないグラフィック図形を定義する場合、この制限が発生します。具体的には、制限は、これらの状況に適用されます。

•D1演算子を使用するすべてのグリフの説明では（「3フォントを入力」、9.6.5を参照してください）

•無着色タイリングパターンのコンテンツストリームで（8.7.3.3、「無着色タイルパターン」を参照してください）

C1 ... CNSC（PDF 1.1）デバイスの動作をストロークに使用する色を設定し、CIEベース（ICCBased以外）、またはインデックスカラースペース。オペランドの数が必要とそれらの解釈は、現在のストロークの色空間に依存：DeviceGray、CalGray、およびインデックスカラースペースの場合、一方のオペランドが必要とされなければならない（N = 1）。 DeviceRGBで、CalRGB、及びLab色空間のために、3つのオペランドが（n = 3）を必要としなければなりません。 DeviceCMYK、4つのオペランドが（N = 4）が必要なければなりません。

C1 ... cnc1 ... CN nameSCN SCN（PDF 1.2）SCと同じですが、パターン、分離、DeviceNのとICCBased色空間をサポートしています。現在のストロークの色空間が分離、DeviceNの、またはICCBased色空間である場合には、オペランドC1 ... CNは数字でなければなりません。オペランドの数とその解釈は、色空間に依存します。現在のストロークの色空間は、パターンの色空間である場合は、名前が（7.8.3、「リソース辞書」を参照してください）現在のリソースディクショナリのパターンサブディクショナリのエントリの名前でなければなりません。 （PatternType = 1とは、painttype = 2）無色タイルパターンに対して、C1 ...パターンの下地の色空間における色を指定成分値でcnshall。パターンの他のタイプの場合、これらのオペランドを指定してはなりません。

グレーGSET DeviceGrayにストローク色空間、および操作をなでるに使用するグレーレベルを設定（またはDefaultGray色空間「は、色空間をデフォルト」、8.6.5.6を参照します）。灰色は0.0（黒）1.0（白）の間の数でなければなりません。

R G bRGSet DeviceRGBでのストローク色空間、および操作をなでるに使用する色を設定（またはDefaultRGB色空間「は、色空間をデフォルト」、8.6.5.6を参照します）。各オペランドは0.0（最小強度）および1.0（最大強度）の間の数でなければなりません。

C、M、Y kKSet DeviceCMYKにストローク色空間（又はDefaultCMYKcolour空間は、「色空間をデフォルト」、8.6.5.6を参照）と動作ストロークに使用する色を設定します。各オペランドは0.0（ゼロ濃度）および1.0（最大濃度）の間の数でなければなりません。この演算子の動作は、オーバープリントモード（「オーバープリントコントロール」、8.6.7を参照）の影響を受けています。

表74  - カラー演算子（続き）

オペランド演算子説明
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In these circumstances, the following actions cause an error: 

• Invoking any of the following operators: 

CS scn K 
cs G k 
SC g ri 
SCN RG sh 
sc rg 

• Invoking the gs operator with any of the following entries in the graphics state parameter dictionary: 

TR BG UCR 
TR2 BG2 UCR2 
HT 

• Painting an image. However, painting an image mask (see 8.9.6.2, "Stencil Masking") shall be permitted 
because it does not specify colours; instead, it designates places where the current colour shall be 
painted. 

8.7 Patterns

8.7.1 General

Patterns come in two varieties: 

• Tiling patterns consist of a small graphical figure (called a pattern cell) that is replicated at fixed horizontal 
and vertical intervals to fill the area to be painted. The graphics objects to use for tiling shall be described 
by a content stream. 

• Shading patterns define a gradient fill that produces a smooth transition between colours across the area. 
The colour to use shall be specified as a function of position using any of a variety of methods. 

NOTE 1 When operators such as S (stroke), f (fill), and Tj (show text) paint an area of the page with the current colour, 
they ordinarily apply a single colour that covers the area uniformly. However, it is also possible to apply “paint” 
that consists of a repeating graphical figure or a smoothly varying colour gradient instead of a simple colour. 
Such a repeating figure or smooth gradient is called a pattern. Patterns are quite general, and have many 
uses; for example, they can be used to create various graphical textures, such as weaves, brick walls, 
sunbursts, and similar geometrical and chromatic effects. 

NOTE 2 Older techniques such as defining a pattern by using character glyphs in a special font and painting them 
repeatedly with the Tj operator should not be used. Another technique, defining patterns as halftone screens, 
should not be used because the effects produced are device-dependent. 

Patterns shall be specified in a special family of colour spaces named Pattern. These spaces shall use pattern 
objects as the equivalent of colour values instead of the numeric component values used with other spaces. A 
pattern object shall be a dictionary or a stream, depending on the type of pattern; the term pattern dictionary is 
used generically throughout this sub-clause to refer to either a dictionary object or the dictionary portion of a 
stream object. (Those pattern objects that are streams are specifically identified as such in the descriptions of 
particular pattern types; unless otherwise stated, they are understood to be simple dictionaries instead.) This 
sub-clause describes Pattern colour spaces and the specification of colour values within them. 

NOTE 3 See 8.6, "Colour Spaces", for information about colour spaces and colour values in general and 11.6.7, 
"Patterns and Transparency", for further discussion of the treatment of patterns in the transparent imaging 
model. 
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このような状況では、次のアクションがエラーを引き起こします：

•画像をペイント。しかし、画像マスクを描く（「ステンシルマスク」、8.9.6.2を参照）、それは色が指定されていないため、許可されなければなりません。代わりに、それは現在の色が塗られなければならない場所を指定します。

8.7パターン

8.7.1一般的な

注1た場合、このようなS（ストローク）のような演算子、F（フィル）、及びTJ（表示テキスト）現在の色でページの領域をペイント、それらは通常、均一領域を覆う単一の色を適用します。しかし、繰り返し図形又は滑らかに変化する色勾配の代わりに単純な色から成る「ペイント」を適用することも可能です。このような繰り返し図形や滑らかな勾配がパターンと呼ばれます。パターンは非常に一般的であり、多くの用途を有します。例えば、それらは、織り方、レンガの壁、sunbursts、および同様の幾何学的及び色効果等の様々なグラフィカルなテクスチャを作成するために使用することができます。

このようTjの演算子で繰り返し特殊なフォントで文字のグリフを使用してパターンを定義し、それらを塗るなどNOTE 2Older技術が使用されるべきではありません。得られる効果は、デバイスに依存しているので、ハーフトーンスクリーンのようなパターンを定義する別の技術が、使用されるべきではありません。

パターンはパターンという名前のカラースペースの特別な家族の中で指定されなければなりません。これらの空間は、代わりに他のスペースで使用される数値の成分値の色値の等価物としてパターン・オブジェクトを使用しなければなりません。パターンオブジェクトは、パターンの種類に応じて、辞書またはストリームでなければなりません。用語パターン辞書は、辞書オブジェクトやストリームオブジェクトの辞書部分のいずれかを参照するためにこのサブ句を通して一般的に使用されます。 （ストリームであるそれらのパターンオブジェクトは、具体的には、特定のパターンタイプの記述においてそのようなものとして識別され、特に明記しない限り、それらは代わりに、単純な辞書であると理解される。）このサブ句は、パターン色空間とその内の色値の仕様を記載しています。

注記3を参照8.6、透明なイメージングモデルにおけるパターンの処理のさらなる議論のために色空間及び色値一般に及び11.6.7、「パターンと透明」については、「色空間」。
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8.7.2 General Properties of Patterns

A pattern dictionary contains descriptive information defining the appearance and properties of a pattern. All 
pattern dictionaries shall contain an entry named PatternType, whose value identifies the kind of pattern the 
dictionary describes: type 1 for a tiling pattern or type 2 for a shading pattern. The remaining contents of the 
dictionary depend on the pattern type and are detailed in the sub-clauses on individual pattern types. 

All patterns shall be treated as colours; a Pattern colour space shall be established with the CS or cs operator 
just like other colour spaces, and a particular pattern shall be installed as the current colour with the SCN or 
scn operator (see Table 74). 

A pattern’s appearance is described with respect to its own internal coordinate system. Every pattern has a 
pattern matrix, a transformation matrix that maps the pattern’s internal coordinate system to the default 
coordinate system of the pattern’s parent content stream (the content stream in which the pattern is defined as 
a resource). The concatenation of the pattern matrix with that of the parent content stream establishes the 
pattern coordinate space, within which all graphics objects in the pattern shall be interpreted. 

NOTE 1 If a pattern is used on a page, the pattern appears in the Pattern subdictionary of that page’s resource 
dictionary, and the pattern matrix maps pattern space to the default (initial) coordinate space of the page. 
Changes to the page’s transformation matrix that occur within the page’s content stream, such as rotation and 
scaling, have no effect on the pattern; it maintains its original relationship to the page no matter where on the 
page it is used. Similarly, if a pattern is used within a form XObject (see 8.10, "Form XObjects"), the pattern 
matrix maps pattern space to the form’s default user space (that is, the form coordinate space at the time the 
form is painted with the Do operator). A pattern may be used within another pattern; the inner pattern’s matrix 
defines its relationship to the pattern space of the outer pattern. 

NOTE 2 PostScript allows a pattern to be defined in one context but used in another. For example, a pattern might be 
defined on a page (that is, its pattern matrix maps the pattern coordinate space to the user space of the page) 
but be used in a form on that page, so that its relationship to the page is independent of each individual 
placement of the form. PDF does not support this feature; in PDF, all patterns shall be local to the context in 
which they are defined. 

8.7.3 Tiling Patterns

8.7.3.1 General

A tiling pattern consists of a small graphical figure called a pattern cell. Painting with the pattern replicates the 
cell at fixed horizontal and vertical intervals to fill an area. The effect is as if the figure were painted on the 
surface of a clear glass tile, identical copies of which were then laid down in an array covering the area and 
trimmed to its boundaries. This process is called tiling the area. 

The pattern cell can include graphical elements such as filled areas, text, and sampled images. Its shape need 
not be rectangular, and the spacing of tiles can differ from the dimensions of the cell itself. When performing 
painting operations such as S (stroke) or f (fill), the conforming reader shall paint the cell on the current page as 
many times as necessary to fill an area. The order in which individual tiles (instances of the cell) are painted is 
unspecified and unpredictable; figures on adjacent tiles should not overlap. 

The appearance of the pattern cell shall be defined by a content stream containing the painting operators 
needed to paint one instance of the cell. Besides the usual entries common to all streams (see Table 5), this 
stream’s dictionary may contain the additional entries listed in Table 75.  

Table 75 –  Additional Entries Specific to a Type 1 Pattern Dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Pattern for a pattern dictionary. 

PatternType integer (Required) A code identifying the type of pattern that this dictionary 
describes; shall be 1 for a tiling pattern. 
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8.7.2パターンの一般プロパティ

パターン辞書はパターンの外観及び特性を定義する記述的情報を含みます。全てのパターン辞書は、その値を識別辞書が記述するパターンの種類PatternTypeという名前のエントリ、含まなければならない：タイリングパターンのタイプ1またはシェーディングパターンについて2型。辞書の残りの内容は、パターンの種類に依存し、個々のパターンタイプの副節に詳述されています。

すべてのパターンは、色として扱わなければなりません。パターンの色空間は、単に他の色空間のようなCSまたはCSオペレータとの間で確立されなければならない、そして特定のパターンは、SCNまたはSCNオペレータ（表74を参照）と現在の色としてインストールしなければなりません。

パターンの外観は、それ自身の内部座標系に関連して説明されています。すべてのパターンは、パターン行列、パターンの親コンテンツストリーム（パターンがリソースとして定義されているコンテンツストリーム）の座標系デフォルトのパターンの内部座標系をマッピングする変換行列を有します。親コンテンツ・ストリームのものとパターン行列の連結は、パターン内のすべてのグラフィックスオブジェクトを解釈しなければならないその中にパターン座標空間を確立します。

パターンは、ページ上で使用されている場合注1は、パターンがそのページのリソースディクショナリのパターンサブディクショナリに表示され、パターン行列は、デフォルト（初期）ページの座標空間にパターンスペースをマップします。このような回転及びスケーリングのようなページのコンテンツストリーム内で発生するページの変換行列の変更、パターンに影響を及ぼしません。ページ上でそれを使用する場合、それは関係なく、ページを基準にした元の関係を維持していません。パターン（「フォームXObjects」、8.10を参照）の形式のXObject内で使用される場合、同様に、パターンマトリクスは、フォームは、フォームを用いて描かれている時空間座標であり、フォームのデフォルトのユーザ空間（にパターンスペースをマッピング）演算子を行います。パターンは他のパターン内で使用されてもよいです。内側パターンのマトリックスは、外側のパターンのパターン・スペースとの関係を定義します。

NOTE 2PostScriptはパターンがあるコンテキストで定義されているが、他で使用することができます。例えば、パターンは、（そのパターン行列は、パターンページのユーザ空間に座標空間マッピング、である）ページで定義されるかもしれないが、ページとの関係は、独立しているように、そのページの形で使用することがフォームの個々の配置の。 PDFは、この機能をサポートしていません。 PDFに、すべてのパターンは、定義されたコンテキストに対してローカルでなければなりません。

8.7.3タイルパターン

8.7.3.1一般的な

タイリングパターンは、パターンセルと呼ばれる小さな図形から成ります。パターンでペイントする領域を埋めるように固定された水平及び垂直間隔でセルを複製します。図は透明なガラスタイルの表面に塗布された場合、同一のコピーが、その後エリアをカバーするアレイ状に敷設し、その境界にトリミングしたような効果があります。このプロセスは、エリアのタイリングと呼ばれています。

パターンセルは、充填された領域、テキスト、およびサンプリングされた画像などのグラフィカル要素を含むことができます。その形状は、矩形である必要はなく、タイルの間隔は、細胞自体の大きさは異なることができます。このようなS（脳卒中）またはF（フィル）のような塗装作業を行うとき、合致リーダはエリアを埋めるために必要な回数だけ、現在のページ上のセルをペイントしなければなりません。個々のタイル（セルのインスタンス）が塗装される順序は不定で予測不可能です。隣接するタイル上の数字は重複しないようにしてください。

パターンセルの外観は、セルの1つのインスタンスを描画するために必要なペイントオペレータを含むコンテンツストリームによって定義されなければなりません。すべてのストリームに共通の通常のエントリ（表5参照）のほかに、このストリームの辞書は、表75にリストされている追加のエントリが含まれていてもよいです。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、パターン辞書のためのパターンでなければなりません。
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PaintType integer (Required) A code that determines how the colour of the pattern cell 
shall be specified: 
a) Coloured tiling pattern. The pattern’s content stream shall specify

the colours used to paint the pattern cell. When the content 
stream begins execution, the current colour is the one that was 
initially in effect in the pattern’s parent content stream. This is 
similar to the definition of the pattern matrix; see 8.7.2, "General 
Properties of Patterns". 

b) Uncoloured tiling pattern. The pattern’s content stream shall not 
specify any colour information. Instead, the entire pattern cell is 
painted with a separately specified colour each time the pattern is 
used. Essentially, the content stream describes a stencil through 
which the current colour shall be poured. The content stream 
shall not invoke operators that specify colours or other colour-
related parameters in the graphics state; otherwise, an error 
occurs (see 8.6.8, "Colour Operators"). The content stream may 
paint an image mask, however, since it does not specify any 
colour information (see 8.9.6.2, "Stencil Masking"). 

TilingType integer (Required) A code that controls adjustments to the spacing of tiles 
relative to the device pixel grid: 
a) Constant spacing. Pattern cells shall be spaced 

consistently—that is, by a multiple of a device pixel. To achieve 
this, the conforming reader may need to distort the pattern cell 
slightly by making small adjustments to XStep, YStep, and the 
transformation matrix. The amount of distortion shall not exceed 1 
device pixel. 

b) No distortion. The pattern cell shall not be distorted, but the 
spacing between pattern cells may vary by as much as 1 device 
pixel, both horizontally and vertically, when the pattern is painted. 
This achieves the spacing requested by XStep and YStep on 
average but not necessarily for each individual pattern cell. 

c) Constant spacing and faster tiling. Pattern cells shall be spaced 
consistently as in tiling type 1 but with additional distortion 
permitted to enable a more efficient implementation. 

BBox rectangle (Required) An array of four numbers in the pattern coordinate system 
giving the coordinates of the left, bottom, right, and top edges, 
respectively, of the pattern cell’s bounding box. These boundaries 
shall be used to clip the pattern cell. 

XStep number (Required) The desired horizontal spacing between pattern cells, 
measured in the pattern coordinate system. 

YStep number (Required) The desired vertical spacing between pattern cells, 
measured in the pattern coordinate system. 
NOTE XStep and YStep may differ from the dimensions of the 

pattern cell implied by the BBox entry. This allows tiling 
with irregularly shaped figures.

XStep and YStep may be either positive or negative but shall not be
zero. 

Resources dictionary (Required) A resource dictionary that shall contain all of the named 
resources required by the pattern’s content stream (see 7.8.3, 
"Resource Dictionaries"). 

Matrix array (Optional) An array of six numbers specifying the pattern matrix (see 
8.7.2, "General Properties of Patterns"). Default value: the identity 
matrix [ 1 0 0 1 0 0 ]. 

Table 75 –  Additional Entries Specific to a Type 1 Pattern Dictionary (continued)

Key Type Value
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PaintTypeinteger（必須）パターンのセルの色が指定されなければならない方法を決定コード：）着色タイリングパターン。パターンのコンテンツストリームはspecifythe色は、パターンセルをペイントするために使用されるものとします。コンテンツストリームが実行を開始すると、現在の色は、パターンの親コンテンツストリームで有効に最初にしたものです。これは、パターン行列の定義と同様です。 8.7.2、「パターンの一般プロパティ」を参照してください。

b）は無色のタイリングパターン。パターンのコンテンツストリームは、任意の色情報を指定してはなりません。代わりに、全体のパターンセルは、別々に指定した色のパターンが使用されるたびに描かれています。本質的に、コンテンツ・ストリームは、現在の色が注がなければならない、それを通してステンシルを記載しています。コンテンツストリームは、グラフィックス状態の色又は他の色に関連するパラメータを指定し、オペレータ呼び出してはなりません。それ以外の場合は、エラーが発生した（8.6.8を参照してください、「カラー演算子」）。それは（8.9.6.2、「ステンシルマスク」を参照）、任意の色情報を指定していないので、コンテンツ・ストリームは、しかしながら、画像マスクを描くことができます。

TilingTypeinteger（必須）デバイスピクセルグリッドに対するタイルの間隔に符号その制御の調整：）一定の間隔。パターンセルは、デバイスピクセルの倍数であり、一貫して、その間隔を置いて配置されなければなりません。これを達成するために、適合リーダはXSTEP、YSTEP、及び変換行列に微調整を行うことで、わずかにパターンセルを歪ませる必要があるかもしれません。歪みの量は、1つのデバイスピクセルを超えてはなりません。

b）は歪みのないありません。パターンセルが歪んされるものではないが、パターンが描かれたときパターンセル間の間隔は、水平方向と垂直方向の両方で、1つのデバイスピクセル限りによって変化してもよいです。これは、必ずしもそうではないが、各個々のパターンのセルの平均でXSTEPとYSTEPによって要求された間隔を実現します。

BBoxrectangle（必須）パターンにおける4つの数字の配列は、パターンセルのバウンディングボックスの、それぞれ、左、下、右、及び上端の座標を与える座標系。これらの境界は、パターンセルをクリップするために使用されなければなりません。

XStepnumber（必須）パターンセルとの間の所望の水平方向の間隔は、パターン座標系で測定します。

YStepnumber（必須）パターンのセル間の所望の垂直間隔は、パターン座標系で測定します。 NOTEXStepとYSTEPはにBBoxエントリによって暗黙パターンセルの寸法は異なっていてもよいです。これは、不規則な形状の図とタイリングすることができます。

Resourcesdictionary（必須）パターンのコンテンツストリームで必要とされるという名前のすべてのリソースを含まなければならないリソースディクショナリ（「リソース辞書」、7.8.3を参照してください）。

Matrixarray（オプション）パターン行列を指定する6つの数字の配列（8.7.2、「パターンの一般プロパティ」を参照してください）。デフォルト値：恒等行列[1 0 0 1 0 0]。

表75  - タイプ1パターン辞書への追加エントリ固有（続き）

キータイプ値
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The pattern dictionary’s BBox, XStep, and YStep values shall be interpreted in the pattern coordinate system, 
and the graphics objects in the pattern’s content stream shall be defined with respect to that coordinate system. 
The placement of pattern cells in the tiling is based on the location of one key pattern cell, which is then 
displaced by multiples of XStep and YStep to replicate the pattern. The origin of the key pattern cell coincides 
with the origin of the pattern coordinate system. The phase of the tiling can be controlled by the translation 
components of the Matrix entry in the pattern dictionary. 

Prior to painting with a tiling pattern, the conforming writer shall establish the pattern as the current colour in the 
graphics state. Subsequent painting operations tile the painted areas with the pattern cell described by the 
pattern’s content stream. To obtain the pattern cell, the conforming reader shall perform these steps: 

a) Saves the current graphics state (as if by invoking the q operator) 

b) Installs the graphics state that was in effect at the beginning of the pattern’s parent content stream, with the current 
transformation matrix altered by the pattern matrix as described in 8.7.2, "General Properties of Patterns" 

c) Paints the graphics objects specified in the pattern’s content stream 

d) Restores the saved graphics state (as if by invoking the Q operator) 

NOTE The pattern’s content stream should not set any of the device-dependent parameters in the graphics state (see 
Table 53) because it may result in incorrect output. 

8.7.3.2 Coloured Tiling Patterns

A coloured tiling pattern is a pattern whose colour is self-contained. In the course of painting the pattern cell, 
the pattern’s content stream explicitly sets the colour of each graphical element it paints. A single pattern cell 
may contain elements that are painted different colours; it may also contain sampled grayscale or colour 
images. This type of pattern is identified by a pattern type of 1 and a paint type of 1 in the pattern dictionary. 

When the current colour space is a Pattern space, a coloured tiling pattern shall be selected as the current 
colour by supplying its name as the single operand to the SCN or scn operator. This name shall be the key of 
an entry in the Pattern subdictionary of the current resource dictionary (see 7.8.3, "Resource Dictionaries"), 
whose value shall be the stream object representing the pattern. Since the pattern defines its own colour 
information, no additional operands representing colour components shall be specified to SCN or scn. 

EXAMPLE 1 If P1 is the name of a pattern resource in the current resource dictionary, the following code establishes it 
as the current nonstroking colour:  
 
/Pattern cs 
/P1 scn

NOTE 1 Subsequent executions of nonstroking painting operators, such as f (fill), Tj (show text), or Do (paint external 
object) with an image mask, use the designated pattern to tile the areas to be painted. 

NOTE 2 The following defines a page (object 5) that paints three circles and a triangle using a coloured tiling pattern 
(object 15) over a yellow background. The pattern consists of the symbols for the four suits of playing cards 
(spades, hearts, diamonds, and clubs), which are character glyphs taken from the ZapfDingbats font (see D.6, 
"ZapfDingbats Set and Encoding"); the pattern’s content stream specifies the colour of each glyph. Figure L.8
in Annex L shows the results. 

EXAMPLE 2 5 0 obj % Page object 
<<  /Type /Page 
 /Parent 2 0 R 
 /Resources 10 0 R 
 /Contents 30 0 R 
 /CropBox [ 0 0 225 225 ] 
>> 

endobj 
 
10 0 obj % Resource dictionary for page 

<<  /Pattern << /P1 15 0 R >> 
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パターン辞書のにBBox、XSTEP、及びYSTEP値は座標系のパターンで解釈されるもの、及びパターンのコンテンツストリームにおけるグラフィック・オブジェクトは、その座標系に関して定義されなければなりません。タイルのパターンセルの配置は、パターンを複製するXSTEPとYSTEPの倍数だけ変位する一つのキーパターンセルの位置に基づいています。パターンの原点とキーパターンセル一致の原点座標系。タイリングの相は、パターン辞書のマトリックスエントリの翻訳コンポーネントによって制御することができます。

タイリングパターンでペイントする前に、適合するライターは、グラフィックス状態の現在の色とパターンを確立しなければなりません。後続の塗装作業タイルパターンのコンテンツストリームで説明したパターンセルと塗装分野。パターンセルを取得するには、準拠した読者は、これらのステップを実行しなければなりません。

B）「パターンの一般的なプロパティ」、8.7.2で説明したようにパターン行列によって変更現在の変換行列を用いて、パターンの親コンテンツストリームの開始時に有効であったグラフィックス状態をインストール

8.7.3.2カラータイルパターン

着色されたタイルのパターンは、そのカラー自己完結型であるパターンです。パターンセルを塗装の過程で、パターンのコンテンツストリームは、明示的に塗料各グラフィカル要素の色を設定します。単一パターンセルは、異なる色を描かれている要素を含んでいてもよいです。それはまた、サンプリングされたグレースケールまたはカラー画像を含むことができます。パターンのこのタイプは、1のパターンの種類とパターン辞書1のペイントタイプによって識別されます。

現在の色空間は、パターン空間である場合、着色タイリングパターンは、SCNまたはSCNオペレータに単一オペランドとしてその名前を供給することによって現在の色として選択されなければなりません。この名前は、値パターンを表すストリームオブジェクトでなければならない現在のリソースディクショナリ（「リソース辞書」、7.8.3を参照）、のパターンサブディクショナリのエントリの重要なものでなければなりません。パターンは、独自の色情報を定義するので、色成分を表す追加のオペランドはSCNまたはSCNを指定してはなりません。

/パターンCS / P1 SCN：P1は、現在のリソースディクショナリのパターンリソースの名前である場合（実施例1）、次のコードは、現在のnonstroking色として設定します

NOTE 1SubsequentのFなど塗装事業者をnonstrokingの実行、（塗りつぶし）、TJ（ショーのテキスト）、または実行領域がペイントさタイルに指定されたパターンを使用し、画像マスクと（外部のオブジェクトをペイント）。

NOTE 2The定義に3つの円と黄色の背景上に着色されたタイリングパターン（物体15）を用いて三角形を描画ページ（オブジェクト5）以下。パターンは（D.6、「ZAPFDINGBATSセットとエンコーディング」を参照）ZAPFDINGBATSフォントから取られた文字のグリフあるカード（スペード、ハート、ダイヤ、クラブ）、演奏の4つのスーツのシンボルで構成されています。パターンのコンテンツストリームは、各グリフの色を指定します。図L.8in付属書Lは結果を示しています。
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>> 
endobj 
 
15 0 obj % Pattern definition 

<<  /Type /Pattern 
 /PatternType 1 % Tiling pattern 
 /PaintType 1 % Coloured 
 /TilingType 2 
 /BBox [ 0 0 100 100 ] 
 /XStep 100  
 /YStep 100 
 /Resources 16 0 R 
 /Matrix [ 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 ] 
 /Length 183 
>> 

 
stream 
BT % Begin text object 

/F1  1 Tf % Set text font and size 
64 0 0 64 7.1771 2.4414 Tm % Set text matrix 
0 Tc % Set character spacing 
0 Tw % Set word spacing 

 
1.0 0.0 0.0 rg % Set nonstroking colour to red 
( \001 ) Tj % Show spade glyph 

 
0.7478 -0.007 TD % Move text position 
0.0 1.0 0.0 rg % Set nonstroking colour to green 
( \002 ) Tj % Show heart glyph 

 
-0.7323 0.7813 TD % Move text position 
0.0 0.0 1.0 rg % Set nonstroking colour to blue 
( \003 ) Tj % Show diamond glyph 

 
0.6913 0.007 TD % Move text position 
0.0 0.0 0.0 rg % Set nonstroking colour to black 
( \004 ) Tj % Show club glyph 

 
ET % End text object 
endstream 
endobj 
 
16 0 obj % Resource dictionary for pattern 

<<  /Font << /F1 20 0 R >> 
>> 

endobj 
 
20 0 obj % Font for pattern 

<<  /Type /Font 
 /Subtype /Type1 
 /Encoding 21 0 R 
 /BaseFont /ZapfDingbats 
>> 

endobj 
 
21 0 obj % Font encoding 

<<  /Type /Encoding 
 /Differences [ 1 /a109 /a110 /a111 /a112 ] 
>> 

endobj 
 
30 0 obj % Contents of page 

<<  /Length 1252 >> 
stream 

0.0 G % Set stroking colour to black 
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1.0 1.0 0.0 rg % Set nonstroking colour to yellow 
25 175 175 -150 re % Construct rectangular path 
f % Fill path 

 
/Pattern cs % Set pattern colour space 
/P1 scn % Set pattern as nonstroking colour 

 
99.92 49.92 m % Start new path 
99.92 77.52 77.52 99.92 49.92 99.92 c % Construct lower-left circle 
22.32 99.92 -0.08 77.52 -0.08 49.92 c 
-0.08 22.32 22.32 -0.08 49.92 -0.08 c 
77.52 -0.08 99.92 22.32 99.92 49.92 c 
B % Fill and stroke path 

 
224.96 49.92 m % Start new path 
224.96 77.52 202.56 99.92 174.96 99.92 c % Construct lower-right circle 
147.36 99.92 124.96 77.52 124.96 49.92 c 
124.96 22.32 147.36 -0.08 174.96 -0.08 c 
202.56 -0.08 224.96 22.32 224.96 49.92 c 
B % Fill and stroke path 

 
87.56 201.70 m % Start new path 
63.66 187.90 55.46 157.32 69.26 133.40 c % Construct upper circle 
83.06 109.50 113.66 101.30 137.56 115.10 c 
161.46 128.90 169.66 159.50 155.86 183.40 c 
142.06 207.30 111.46 215.50 87.56 201.70 c 
B % Fill and stroke path 

 
50 50 m % Start new path 
175 50 l % Construct triangular path 
112.5 158.253 l 
b % Close, fill, and stroke path 

endstream 
endobj

NOTE 3 Several features of EXAMPLE 2 in this sub-clause are noteworthy:  
 
The three circles and the triangle are painted with the same pattern. The pattern cells align, even though the 
circles and triangle are not aligned with respect to the pattern cell. For example, the position of the blue 
diamonds varies relative to the three circles.  
 
The pattern cell does not completely cover the tile: it leaves the spaces between the glyphs unpainted. When 
the tiling pattern is used as a colour, the existing background (the yellow rectangle) shows through these 
unpainted areas. 

8.7.3.3 Uncoloured Tiling Patterns

An uncoloured tiling pattern is a pattern that has no inherent colour: the colour shall be specified separately 
whenever the pattern is used. It provides a way to tile different regions of the page with pattern cells having the 
same shape but different colours. This type of pattern shall be identified by a pattern type of 1 and a paint type 
of 2 in the pattern dictionary. The pattern’s content stream shall not explicitly specify any colours; it may paint 
an image mask (see 8.9.6.2, "Stencil Masking") but no other kind of image. 

A Pattern colour space representing an uncoloured tiling pattern shall have a parameter: an object identifying 
the underlying colour space in which the actual colour of the pattern shall be specified. The underlying colour 
space shall be given as the second element of the array that defines the Pattern colour space. 

EXAMPLE 1 The array  
 
[ /Pattern /DeviceRGB ] 
 
defines a Pattern colour space with DeviceRGB as its underlying colour space. 
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1.0 1.0 0.0 RG％のセット色99.92 49.92メートル％のスタート新しいパス99.92 77.52をnonstrokingイエロー25 175 175 -150のRE％コンストラクト矩形パス％の充填経路/パターンCS％セットパターン色空間F / P1 SCN％設定パターンに色をnonstroking 77.52 99.92 49.92 99.92 C％コンストラクト左下円22.32 99.92 -0.08 77.52 -0.08 49.92 C 22.32 -0.08 22.32 -0.08 49.92 -0.08 -0.08 C 77.52 99.92 22.32 99.92 49.92 C Bの％フィルとストロークパス224.96 49.92メートル％でスタート新しいですパス224.96 77.52 202.56 99.92 174.96 99.92 Cの％コンストラクト右下のサークル147.36 99.92 124.96 77.52 124.96 49.92 C 124.96 22.32 147.36 -0.08 174.96 -0.08 C 202.56 -0.08 224.96 22.32 224.96 49.92 CのB％のフィルとストロークパス87.56 201.70メートル％でスタート新しいですパス63.66 187.90 55.46 157.32 69.26 133.40 C％コンストラクト上部円83.06 109.50 113.66 101.30 137.56 115.10 C 161.46 128.90 169.66 159.50 155.86 183.40 C 142.06 207.30 111.46 215.50 87.56 201.70 C B％塗りつぶしとストロークパス50 50メートル％スタート新しい経路175 50 1％構築物の三角パス112.5 158.253リットルB型％閉じる、充填、およびストローク経路endstream endobj

このサブ節における実施例2の注3つのいくつかの特徴は注目すべきである：3つの円と三角形は同じパターンで描かれています。パターンセルは、円と三角形パターンセルに対して位置合わせされていない場合でも、整列します。例えば、青いダイヤモンドの位置は、3つの円に対して変化します。パターンセルは完全にタイルをカバーしていない：それは未塗装のグリフの間にスペースを残します。タイリングパターンは色として使用され、既存の背景（黄色の矩形）は、これらの塗装されていない領域を通過示します。

8.7.3.3無着色タイルパターン

無色タイリングパターンには固有の色を有していないパターンである。パターンが使用されるたびに色を個別に指定しなければなりません。これは、パターンセルは、同じ形状であるが異なる色を有するページのタイルの異なる領域への道を提供します。パターンのこのタイプは、1のパターンの種類とパターン辞書2のペイントタイプによって識別されなければなりません。パターンのコンテンツストリームは、明示的に色を指定してはなりません。なお、画像マスク（「ステンシルマスク」、8.9.6.2を参照のこと）が、画像のない他の種類を描くことができます。
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NOTE The underlying colour space cannot be another Pattern colour space. 

Operands supplied to the SCN or scn operator in such a colour space shall include a colour value in the 
underlying colour space, specified by one or more numeric colour components, as well as the name of a 
pattern object representing an uncoloured tiling pattern. 

EXAMPLE 2 If the current resource dictionary (see 7.8.3, "Resource Dictionaries") defines Cs3 as the name of a 
ColorSpace resource whose value is the Pattern colour space shown above and P2 as a Pattern
resource denoting an uncoloured tiling pattern, the code  
 
/Cs3 cs 
0.30 0.75 0.21 /P2 scn 
 
establishes Cs3 as the current nonstroking colour space and P2 as the current nonstroking colour, to be 
painted in the colour represented by the specified components in the DeviceRGB colour space. 
Subsequent executions of nonstroking painting operators, such as f (fill), Tj (show text), and Do (paint 
external object) with an image mask, use the designated pattern and colour to tile the areas to be painted. 
The same pattern can be used repeatedly with a different colour each time. 

EXAMPLE 3 This example is similar to EXAMPLE 2 in 8.7.3.2, except that it uses an uncoloured tiling pattern to paint 
the three circles and the triangle, each in a different colour (see Figure L.9 in Annex L). To do so, it 
supplies four operands each time it invokes the scn operator: three numbers denoting the colour 
components in the underlying DeviceRGB colour space, along with the name of the pattern.  
 
5 0 obj % Page object 

<<  /Type /Page 
 /Parent 2 0 R 
 /Resources 10 0 R 
 /Contents 30 0 R 
 /CropBox [ 0 0 225 225 ] 
>> 

endobj 
 
10 0 obj % Resource dictionary for page 

<<  /ColorSpace << /Cs12 12 0 R >> 
 /Pattern << /P1 15 0 R >> 
>> 

endobj 
 
12 0 obj %Colour space 

[ /Pattern /DeviceRGB ] 
endobj 
 
15 0 obj % Pattern definition 

<<  /Type /Pattern 
 /PatternType 1 % Tiling pattern 
 /PaintType 2 % Uncoloured 
 /TilingType 2 
 /BBox [ 0 0 100 100 ] 
 /XStep 100  
 /YStep 100 
 /Resources 16 0 R 
 /Matrix [ 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 ] 
 /Length 127 
>> 

 
stream 

BT % Begin text object 
/F1  1 Tf % Set text font and size 
64 0 0 64 7.1771 2.4414 Tm % Set text matrix 
0 Tc % Set character spacing 
0 Tw % Set word spacing 

 
( \001 ) Tj % Show spade glyph 
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このような色空間でSCNまたはSCNオペレータに供給されるオペランドは、一つ以上の数値の色成分によって指定された基本となる色空間、並びに無色タイルパターンを表すパターンオブジェクトの名前の色値を含まなければなりません。

現在のリソースディクショナリ場合例2（「リソース辞書」、7.8.3を参照）、値Patternresourceが無色タイリングパターンを示すように、パターンの色の上に示さ空間とP2でのColorSpaceリソースの名前としてコードをCs3にを定義します/ CS3 CS 0.30 0.75 0.21 / P2 SCN確立CS3 DeviceRGBで色空間で指定された成分で表される色で塗装される現在nonstroking色として現在nonstroking色空間とP2、など。例えば、F（フィル）のような演算子を塗装nonstrokingのその後の実行は、TJ（表示テキスト）、およびDOの領域が塗装されるべきタイルに指定されたパターンと色を使用し、画像マスクを（外部物体をペイント）。同じパターンが異なる色毎時間で繰り返し使用することができます。

実施例3この実施例は、8.7.3.2、実施例2と同様であり、（付属書Lで図L.9を参照）は、異なる色でそれぞれ、それは3つの円と三角形を描画するために無色タイルパターンを使用することを除いて。パターンの名前とともに、基礎となるDeviceRGBで色空間における色成分を表す3つの数字：そのためには、4つのオペランド、それはSCNオペレーターを呼び出すたびに提供しています。 5 0 OBJ％Pageオブジェクト<< /タイプ/ページ/親は2 0 R /リソース10 0 R /目次30 0 R /クロップボックス[0 0 225 225] >> << /のColorSpaceページ、10 0 OBJ％リソースディクショナリをendobj << / CS12 12 0 R >> /パターン<< / P1 15 0 R >> [/パターン/ DeviceRGBで] endobj 15 0％OBJパターン定義<< /タイプ/パターン/ PatternType 12 0 OBJ％色空間endobj 1％のタイリングパターン/ painttypeで2％無着色/ TilingType 2 /にBBox [0 0 100 100] / XSTEP 100 / YSTEP 100 /リソース16 0 R /行列[0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0] /長さ127 >> BT％が開始ストリーミングテキストオブジェクト/ F1 1つのTf％セットのテキストのフォントやサイズ64 0 0 64 7.1771 2.4414のTm％セットテキストマトリックス0 Twの％セットワード間隔（\ 001）のTJ％表示スペードグリフ間隔0のTc％文字セット
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0.7478 -0.007 TD % Move text position 
( \002 ) Tj % Show heart glyph 

 
-0.7323 0.7813 TD % Move text position 
( \003 ) Tj % Show diamond glyph 

 
0.6913 0.007 TD % Move text position 
( \004 ) Tj % Show club glyph 

ET % End text object 
endstream 
endobj 
 
16 0 obj % Resource dictionary for pattern 

<<  /Font << /F1 20 0 R >> 
>> 

endobj 
 
20 0 obj % Font for pattern 

<<  /Type /Font 
 /Subtype /Type1 
 /Encoding 21 0 R 
 /BaseFont /ZapfDingbats 
>> 

endobj 
 
21 0 obj % Font encoding 

<<  /Type /Encoding 
 /Differences [ 1 /a109 /a110 /a111 /a112 ] 
>> 

endobj 
 
30 0 obj % Contents of page 

<<  /Length 1316 >> 
stream 

0.0 G % Set stroking colour to black 
1.0 1.0 0.0 rg % Set nonstroking colour to yellow 
25 175 175 -150 re % Construct rectangular path 
f % Fill path 

 
/Cs12 cs % Set pattern colour space 
0.77 0.20 0.00 /P1 scn % Set nonstroking colour and pattern 
99.92 49.92 m % Start new path 
99.92 77.52 77.52 99.92 49.92 99.92 c % Construct lower-left circle 
22.32 99.92 -0.08 77.52 -0.08 49.92 c 
-0.08 22.32 22.32 -0.08 49.92 -0.08 c 
77.52 -0.08 99.92 22.32 99.92 49.92 c 

 
B % Fill and stroke path 

 
0.2 0.8 0.4 /P1 scn % Change nonstroking colour 
224.96 49.92 m % Start new path 
224.96 77.52 202.56 99.92 174.96 99.92 c % Construct lower-right circle 
147.36 99.92 124.96 77.52 124.96 49.92 c 
124.96 22.32 147.36 -0.08 174.96 -0.08 c 
202.56 -0.08 224.96 22.32 224.96 49.92 c 
B % Fill and stroke path 

 
0.3 0.7 1.0 /P1 scn % Change nonstroking colour 
87.56 201.70 m % Start new path 
63.66 187.90 55.46 157.30 69.26 133.40 c % Construct upper circle 
83.06 109.50 113.66 101.30 137.56 115.10 c 
161.46 128.90 169.66 159.50 155.86 183.40 c 
142.06 207.30 111.46 215.50 87.56 201.70 c 
B % Fill and stroke path 
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0.5 0.2 1.0 /P1 scn % Change nonstroking colour 
50 50 m % Start new path 
175 50 l % Construct triangular path 
112.5 158.253 l 
b % Close, fill, and stroke path 

endstream 
endobj

8.7.4 Shading Patterns

8.7.4.1 General

Shading patterns (PDF 1.3) provide a smooth transition between colours across an area to be painted, 
independent of the resolution of any particular output device and without specifying the number of steps in the 
colour transition. Patterns of this type shall be described by pattern dictionaries with a pattern type of 2. 
Table 76 shows the contents of this type of dictionary. 

The most significant entry is Shading, whose value shall be a shading object defining the properties of the 
shading pattern’s gradient fill. This is a complex “paint” that determines the type of colour transition the shading 
pattern produces when painted across an area. A shading object shall be a dictionary or a stream, depending 
on the type of shading; the term shading dictionary is used generically throughout this sub-clause to refer to 
either a dictionary object or the dictionary portion of a stream object. (Those shading objects that are streams 
are specifically identified as such in the descriptions of particular shading types; unless otherwise stated, they 
are understood to be simple dictionaries instead.) 

By setting a shading pattern as the current colour in the graphics state, a PDF content stream may use it with 
painting operators such as f (fill), S (stroke), Tj (show text), or Do (paint external object) with an image mask to 
paint a path, character glyph, or mask with a smooth colour transition. When a shading is used in this way, the 
geometry of the gradient fill is independent of that of the object being painted. 

8.7.4.2 Shading Operator

When the area to be painted is a relatively simple shape whose geometry is the same as that of the gradient fill 
itself, the sh operator may be used instead of the usual painting operators. sh accepts a shading dictionary as 
an operand and applies the corresponding gradient fill directly to current user space. This operator does not 

Table 76 –  Entries in a Type 2 Pattern Dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Pattern for a pattern dictionary. 

PatternType integer (Required) A code identifying the type of pattern that this dictionary 
describes; shall be 2 for a shading pattern. 

Shading dictionary 
or stream

(Required) A shading object (see below) defining the shading pattern’s 
gradient fill. The contents of the dictionary shall consist of the entries in 
Table 78 and those in one of Tables 79 to 84. 

Matrix array (Optional) An array of six numbers specifying the pattern matrix (see 
8.7.2, "General Properties of Patterns"). Default value: the identity 
matrix [ 1 0 0 1 0 0 ]. 

ExtGState dictionary (Optional) A graphics state parameter dictionary (see 8.4.5, "Graphics 
State Parameter Dictionaries") containing graphics state parameters to 
be put into effect temporarily while the shading pattern is painted. Any 
parameters that are so specified shall be inherited from the graphics 
state that was in effect at the beginning of the content stream in which 
the pattern is defined as a resource. 
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0.5 0.2 1.0 / P1 SCN％変更カラー50 50 M個％スタート新しいパスをnonstroking 175 50リットル％コンストラクト三角パス112.5 158.253リットルB型％閉じる、充填、およびストローク経路endstream endobj

8.7.4シェーディングパターン

8.7.4.1一般的な

シェーディングパターン（PDF 1.3）は、任意の特定の出力装置の解像度に依存せず、色遷移のステップ数を指定せずに、塗装されるべき領域全体の色の間のスムーズな移行を提供します。このタイプのパターンは、2表76が示す辞書のこの種のコンテンツのパターンタイプのパターン辞書によって説明します。

最も重要なエントリは、その値が濃淡パターンのグラデーションの塗りのプロパティを定義するシェーディング対象とするシェーディング、です。これは、領域を横切って描いたときに遮光パターンが生成する色遷移のタイプを決定する複雑な「ペイント」です。シェーディングオブジェクトは、シェーディングの種類に応じて、辞書またはストリームでなければなりません。用語シェーディング辞書は、辞書オブジェクトやストリームオブジェクトの辞書部分のいずれかを参照するためにこのサブ句を通して一般的に使用されます。 （ストリームであるものシェーディングオブジェクトは、具体的には、特定のシェーディングタイプの記述においてそのようなものとして識別され、特に明記しない限り、それらは代わりに、単純な辞書であると理解されます。）

グラフィックス状態の現在の色と濃淡パターンを設定することで、PDFコンテンツストリームは、F（塗りつぶし）、S（ストローク）、TJ（ショーのテキスト）、または実行（外部オブジェクトをペイント）と同様に塗装事業者とそれを使用することができます画像は、パスをペイントするマスク文字グリフ、または滑らかな色遷移を有するマスク。シェーディングは、このように使用されるとき、勾配フィルの形状は、物体の塗装されていることとは無関係です。

8.7.4.2シェーディング演算子

塗装されるべき領域は、その幾何学勾配フィル自体のと同じである比較的単純な形状である場合、SHのオペレータではなく、通常の塗装演算子を用いてもよいです。 SHは、オペランドとしてシェーディング辞書を受け取り、現在のユーザ空間に直接対応するグラデーションの塗りを適用します。この演算子はしていません

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、パターン辞書のためのパターンでなければなりません。

Matrixarray（オプション）パターン行列を指定する6つの数字の配列（8.7.2、「パターンの一般プロパティ」を参照してください）。デフォルト値：恒等行列[1 0 0 1 0 0]。

ExtGStatedictionary（オプション）グラフィックス状態パラメータ辞書（「グラフィックス状態パラメータ辞書」、8.4.5を参照してください）シェーディングパターンが描かれている間、一時的に発効されるグラフィック状態パラメータを含みます。したがって、指定された任意のパラメータは、パターンがリソースとして定義されているコンテンツストリームの開始時に有効であったグラフィック状態から継承されなければなりません。
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require the creation of a pattern dictionary or a path and works without reference to the current colour in the 
graphics state. Table 77 describes the sh operator. 

NOTE Patterns defined by type 2 pattern dictionaries do not tile. To create a tiling pattern containing a gradient fill, 
invoke the sh operator from within the content stream of a type 1 (tiling) pattern. 

8.7.4.3 Shading Dictionaries

A shading dictionary specifies details of a particular gradient fill, including the type of shading to be used, the 
geometry of the area to be shaded, and the geometry of the gradient fill. Various shading types are available, 
depending on the value of the dictionary’s ShadingType entry: 

• Function-based shadings (type 1) define the colour of every point in the domain using a mathematical 
function (not necessarily smooth or continuous). 

• Axial shadings (type 2) define a colour blend along a line between two points, optionally extended beyond 
the boundary points by continuing the boundary colours. 

• Radial shadings (type 3) define a blend between two circles, optionally extended beyond the boundary 
circles by continuing the boundary colours. This type of shading is commonly used to represent three-
dimensional spheres and cones. 

• Free-form Gouraud-shaded triangle meshes (type 4) define a common construct used by many three-
dimensional applications to represent complex coloured and shaded shapes. Vertices are specified in free-
form geometry.

• Lattice-form Gouraud-shaded triangle meshes (type 5) are based on the same geometrical construct as 
type 4 but with vertices specified as a pseudorectangular lattice. 

• Coons patch meshes (type 6) construct a shading from one or more colour patches, each bounded by four 
cubic Bézier curves. 

• Tensor-product patch meshes (type 7) are similar to type 6 but with additional control points in each patch, 
affording greater control over colour mapping. 

NOTE 1 Table 78 shows the entries that all shading dictionaries share in common; entries specific to particular shading 
types are described in the relevant sub-clause. 

NOTE 2 The term target coordinate space, used in many of the following descriptions, refers to the coordinate space 
into which a shading is painted. For shadings used with a type 2 pattern dictionary, this is the pattern 

Table 77 –  Shading Operator  

Operands Operator Description

name sh (PDF 1.3) Paint the shape and colour shading described by a shading 
dictionary, subject to the current clipping path. The current colour in the 
graphics state is neither used nor altered. The effect is different from that of 
painting a path using a shading pattern as the current colour. 
name is the name of a shading dictionary resource in the Shading
subdictionary of the current resource dictionary (see 7.8.3, "Resource 
Dictionaries"). All coordinates in the shading dictionary are interpreted 
relative to the current user space. (By contrast, when a shading dictionary is 
used in a type 2 pattern, the coordinates are expressed in pattern space.) All 
colours are interpreted in the colour space identified by the shading 
dictionary’s ColorSpace entry (see Table 78). The Background entry, if 
present, is ignored. 
This operator should be applied only to bounded or geometrically defined 
shadings. If applied to an unbounded shading, it paints the shading’s 
gradient fill across the entire clipping region, which may be time-consuming. 
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タイプ2パターン辞書によって定義されたNOTEパターンは、タイルをしないでください。タイプ1（タイリング）パターンのコンテンツ・ストリーム内からのSHオペレータ呼び出しグラデーション塗りつぶしを含むタイリングパターンを作成します。

8.7.4.3シェーディング辞書

使用されるシェーディングの種類、網掛けされるべき領域の幾何学的形状、およびグラデーションの塗りの形状を含む特定のグラデーション塗りつぶしの濃淡辞書指定の詳細、。様々なシェーディングタイプは、辞書のShadingTypeエントリの値に応じて、使用できます。

•アキシャルシェーディング（タイプ2）は、必要に応じて、境界の色を継続することにより、境界点を越えて延長された、2点間の線に沿って色の混合を定義します。

•ラジアルシェーディング（タイプ3）は、必要に応じて、境界の色を継続することにより、境界円を越えて延び、二つの円の間のブレンドを定義します。シェーディングのこのタイプは、一般に、三次元の球体とコーンを表すために使用されます。

•自由形式グローシェーディング三角形メッシュ（タイプ4）は、複合着色斜線形状を表現するために多くの三次元アプリケーションで使用される一般的な構築物を定義します。頂点は自由形式のジオメトリで指定されています。

•クーンズパッチメッシュ（6型）は、1つまたは複数のカラーパッチは、4つの立方ベジェ曲線で囲まれたそれぞれのシェーディングを構築します。

•テンソル積パッチメッシュ（タイプ7）のカラーマッピングをより細かく制御を与える、6型が、各パッチに追加の制御点を持つと同様です。

NOTE 2The項目標は、以下の説明の多くで使用される空間を、座標シェーディングが塗られているに座標空間を指します。タイプ2パターン辞書と一緒に使用シェーディングのために、このパターンであります

オペランド演算子説明

名前SH（PDF 1.3）シェーディング辞書によって記述形状及び色シェーディング、現在のクリッピングパスに従うペイント。グラフィックス状態の現在の色はどちらも使用しないでも変更されます。効果は、現在の色のように遮光パターンを使用してパスを描くとは異なっています。名前は、現在のリソースディクショナリのShadingsubdictionary（「リソース辞書」、7.8.3を参照）で、シェーディング辞書リソースの名前です。シェーディング辞書内の全ての座標は、現在のユーザ空間に対して解釈されます。 （シェーディング辞書が2型パターンで使用される場合対照的に、座標がパターン空間で表現されている。）すべての色シェーディング辞書のColorSpaceのエントリによって識別された色空間で解釈される（表78を参照）。背景エントリが存在する場合、無視されます。この演算子は有界または幾何学的に定義された陰影に適用する必要があります。無制限シェーディングに適用された場合、それは時間がかかる可能性があり、全体クリッピング領域、全体の濃淡のグラデーション塗りつぶしをペイント。
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coordinate space, discussed in 8.7.2, "General Properties of Patterns". For shadings used directly with the sh
operator, it is the current user space. 

Shading types 4 to 7 shall be defined by a stream containing descriptive data characterizing the shading’s 
gradient fill. In these cases, the shading dictionary is also a stream dictionary and may contain any of the 
standard entries common to all streams (see Table 5). In particular, shall include a Length entry. 

In addition, some shading dictionaries also include a Function entry whose value shall be a function object 
(dictionary or stream) defining how colours vary across the area to be shaded. In such cases, the shading 

Table 78 –  Entries Common to All Shading Dictionaries  

Key Type Value

ShadingType integer (Required) The shading type: 
1 Function-based shading 
2 Axial shading 
3 Radial shading 
4 Free-form Gouraud-shaded triangle mesh 
5 Lattice-form Gouraud-shaded triangle mesh 
6 Coons patch mesh 
7 Tensor-product patch mesh 

ColorSpace name or 
array

(Required) The colour space in which colour values shall be
expressed. This may be any device, CIE-based, or special colour 
space except a Pattern space. See 8.7.4.4, "Colour Space: Special 
Considerations" for further information. 

Background array (Optional) An array of colour components appropriate to the colour 
space, specifying a single background colour value. If present, this 
colour shall be used, before any painting operation involving the 
shading, to fill those portions of the area to be painted that lie outside 
the bounds of the shading object. 
NOTE In the opaque imaging model, the effect is as if the 

painting operation were performed twice: first with the 
background colour and then with the shading. 

NOTE The background colour is applied only when the shading 
is used as part of a shading pattern, not when it is painted 
directly with the sh operator. 

BBox rectangle (Optional) An array of four numbers giving the left, bottom, right, and 
top coordinates, respectively, of the shading’s bounding box. The 
coordinates shall be interpreted in the shading’s target coordinate 
space. If present, this bounding box shall be applied as a temporary 
clipping boundary when the shading is painted, in addition to the 
current clipping path and any other clipping boundaries in effect at that 
time. 

AntiAlias boolean (Optional) A flag indicating whether to filter the shading function to 
prevent aliasing artifacts. 
NOTE The shading operators sample shading functions at a rate 

determined by the resolution of the output device. 
Aliasing can occur if the function is not smooth—that is, if 
it has a high spatial frequency relative to the sampling 
rate. Anti-aliasing can be computationally expensive and 
is usually unnecessary, since most shading functions are 
smooth enough or are sampled at a high enough 
frequency to avoid aliasing effects. Anti-aliasing may not 
be implemented on some output devices, in which case 
this flag is ignored. 

Default value: false. 
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「パターンの一般プロパティ」、8.7.2で説明した、座標空間。 shoperatorで直接使用陰影の場合は、現在のユーザ空間です。

シェーディングタイプ4〜7は、シェーディングのグラデーション塗りつぶしを特徴付ける記述データを含むストリームによって定義されなければなりません。これらのケースでは、シェーディング辞書はまた、ストリーム辞書であり、すべてのストリーム（表5参照）に共通の標準エントリのいずれかを含んでいてもよいです。具体的には、長さエントリを含まなければなりません。

加えて、いくつかのシェーディング辞書はまた、その値は色が斜線する領域を横切ってどのように変化するかを定義する関数オブジェクト（辞書またはストリーム）でなければならない機能のエントリを含みます。このような場合には、シェーディング

キータイプ値

ColorSpacenameまたは配列（必須）色値がbeexpressedものとするカラースペース。これは、パターン・スペースを除く任意のデバイス、CIEベースの、または特殊色空間であってもよいです。詳細については：8.7.4.4、「特別な考慮事項カラースペース」を参照してください。

Backgroundarray（オプション）の色成分の配列は、単一の背景色の値を指定し、色空間への適切な。存在する場合、この色は、シェーディングオブジェクトの境界の外側にその位置を塗装する領域の部分を埋めるために、シェーディングを含む任意の塗装操作の前に、使用しなければなりません。シェーディングとバックグラウンドの色を有する第1及び絵画操作を2回行ったかのように不透明なイメージングモデルNOTEIn、効果があります。

背景色は、シェーディングは、それがSHオペレータに直接描かれていない遮光パターンの一部として使用されている場合にのみ適用されます。

BBoxrectangle（オプション）シェーディングのバウンディングボックスの、それぞれ、左、下、右、上の座標を与える4つの数字の配列。座標は陰影のターゲット座標空間で解釈されなければなりません。存在する場合シェーディングがペイントされたときに、このバウンディングボックスは、現在のクリッピングパスと、その時点で有効な任意の他のクリッピング境界に加えて、一時的なクリップ境界として適用されなければなりません。

AntiAliasboolean（オプション）エイリアシングアーチファクトを防止するために、遮光機能をフィルタリングするかどうかを示すフラグ。出力装置の解像度によって決定される速度で注シェーディングオペレータサンプルシェーディング機能します。関数は滑らかなものされていない場合であり、それはサンプリングレートに高い空間周波数の相対を有する場合に起こり得るエイリアシング。アンチエイリアシングは、計算コストが高くなると、ほとんどのシェーディング関数が滑らかで十分であるか、エイリアシング効果を避けるために十分に高い周波数でサンプリングされているため、通常は不要であることができます。アンチエイリアシングは、このフラグは無視された場合には、いくつかの出力デバイス上に実装されなくてもよいです。
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dictionary usually defines the geometry of the shading, and the function defines the colour transitions across 
that geometry. The function is required for some types of shading and optional for others. Functions are 
described in detail in 7.10, "Functions". 

NOTE 3 Discontinuous colour transitions, or those with high spatial frequency, may exhibit aliasing effects when painted 
at low effective resolutions. 

8.7.4.4 Colour Space: Special Considerations

8.7.4.4.1 General

Conceptually, a shading determines a colour value for each individual point within the area to be painted. In 
practice, however, the shading may actually be used to compute colour values only for some subset of the 
points in the target area, with the colours of the intervening points determined by interpolation between the 
ones computed. Conforming readers are free to use this strategy as long as the interpolated colour values 
approximate those defined by the shading to within the smoothness tolerance specified in the graphics state 
(see 10.6.3, "Smoothness Tolerance"). The ColorSpace entry common to all shading dictionaries not only 
defines the colour space in which the shading specifies its colour values but also determines the colour space 
in which colour interpolation is performed. 

NOTE 1 Some types of shading (4 to 7) perform interpolation on a parametric value supplied as input to the shading’s 
colour function, as described in the relevant sub-clause. This form of interpolation is conceptually distinct from 
the interpolation described here, which operates on the output colour values produced by the colour function 
and takes place within the shading’s target colour space. 

Gradient fills between colours defined by most shadings may be implemented using a variety of interpolation 
algorithms, and these algorithms may be sensitive to the characteristics of the colour space. 

NOTE 2 Linear interpolation, for example, may have observably different results when applied in a DeviceCMYK colour 
space than in a Lab colour space, even if the starting and ending colours are perceptually identical. The 
difference arises because the two colour spaces are not linear relative to each other.

Shadings shall be rendered according to the following rules: 

• If ColorSpace is a device colour space different from the native colour space of the output device, colour 
values in the shading shall be converted to the native colour space using the standard conversion formulas 
described in 10.3, "Conversions among Device Colour Spaces". To optimize performance, these 
conversions may take place at any time (before or after any interpolation on the colour values in the 
shading). Thus, shadings defined with device colour spaces may have colour gradient fills that are less 
accurate and somewhat device-dependent. (This does not apply to axial and radial shadings—shading 
types 2 and 3—because those shading types perform gradient fill calculations on a single variable and 
then convert to parametric colours.) 

• If ColorSpace is a CIE-based colour space, all gradient fill calculations shall be performed in that space. 
Conversion to device colours shall occur only after all interpolation calculations have been performed. 
Thus, the colour gradients are device-independent for the colours generated at each point. 

• If ColorSpace is a Separation or DeviceN colour space, a colour conversion (to the alternate colour 
space) occurs only if one or more of the specified colorants is not supported by the device. In that case, 
gradient fill calculations shall be performed in the designated Separation or DeviceN colour space before 
conversion to the alternate space. Thus, nonlinear tint transformation functions shall be accommodated for 
the best possible representation of the shading. 

• If ColorSpace is an Indexed colour space, all colour values specified in the shading shall be immediately 
converted to the base colour space. Depending on whether the base colour space is a device or CIE-
based space, gradient fill calculations shall be performed as stated above. Interpolation shall never occur 
in an Indexed colour space, which is quantized and therefore inappropriate for calculations that assume a 
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辞書は、通常、シェーディングの幾何学的形状を定義し、関数はそのジオメトリを横切って色遷移を定義します。関数は、他人のためにシェーディングとオプションのいくつかのタイプのために必要とされます。関数は7.10、「関数」に詳細に記載されています。

低い実効解像度で描いたとき注3つの不連続色遷移、または高い空間周波数を有するものは、エイリアシング効果を発揮することができます。

8.7.4.4カラースペース：特別な考慮事項

8.7.4.4.1一般

概念的に、シェーディングが塗装されるべき領域内の各個々のポイントの色値を決定します。しかし、実際には、シェーディングは、実際に計算されたものとの間の補間によって決定介入点の色で、唯一の標的領域内の点のサブセットのための計算のカラー値に使用されてもよいです。適合読者は（10.6.3、「滑らかトレランス」を参照）長い補間カラー値は、グラフィックス状態で指定された平滑度の公差内にシェーディングによって定義されたものに近づけるように、この戦略を使用することは自由です。すべてのシェーディング辞書へのColorSpaceエントリ一般的なシェーディングは、その色の値を指定するだけでなく、色補間が行われる色空間を決定する色空間を定義するだけでなく。

関連する副節で説明したように注1は、シェーディング（4〜7）の種類によっては、シェーディングの色関数への入力として供給されるパラメータ値に補間を行います。補間のこの形式は、色関数によって生成された出力色値で動作し、シェーディングの目標色空間内で行われ、ここで補間から概念的に明確に記載されています。

最もシェーディングによって定義された色の間のグラデーション塗りつぶし、補間アルゴリズムのさまざまな方法を使って実装されてもよいし、これらのアルゴリズムは、色空間の特性に敏感であってもよいです。

Lab色空間に比べDeviceCMYK色空間に適用される場合注2線形補間は、例えば、開始および終了色が知覚的に同じであっても、observably異なる結果を有していてもよいです。 2色空間が互いに対して線形ではないので、違いが生じます。

•のColorSpaceは、出力デバイスの固有の色空間からデバイス色空間の異なるであれば、シェーディングの色値が「デバイス色空間の間で変換」、10.3に記載されている標準変換式を用いて固有の色空間に変換しなければなりません。最適化性能に、これらの変換は、（陰影でカラー値の任意の補間前または後に）任意の時点で行うことができます。したがって、デバイス色空間で定義された陰影はあまり正確で幾分デバイスに依存する色グラデーション塗りつぶしを有していてもよいです。 （これらのシェーディングタイプが単一の変数にグラデーション塗りつぶし計算を実行した後、パラメトリック色に変換するための3本は、軸方向および半径方向のシェーディングシェーディングタイプ2には適用されません。）

ColorSpaceのはCIEベースの色空間である場合•、すべてのグラデーションの塗りの計算は、その空間で実行されなければなりません。デバイスカラーへの変換は、全ての補間計算が実行された後にのみ発生するものとします。したがって、色のグラデーションは、デバイスに依存しない各点で発生した色のためのものです。

•場合のColorSpaceは、分離またはDeviceNの色空間である、（代替の色空間への）色変換が指定された着色剤の一つ以上がデバイスによってサポートされていない場合にのみ発生します。その場合には、勾配フィルの計算は、代替空間に変換する前に、指定分離またはDeviceNの色空間で行われなければなりません。したがって、非線形色合い変換関数は、シェーディングの最良の可能な表現のために収容されなければなりません。

ColorSpaceは、インデックス付き色空間である場合•、シェーディングに指定されたすべてのカラー値がすぐにベースの色空間に変換されなければなりません。基本色空間はデバイスまたはCIEベースの空間であるかどうかに応じて、グラデーション塗りつぶし計算は、上述したように実施しなければなりません。補間は、量子化、したがって、Aを想定した計算に不適切なインデックス付き色空間で起こることはありませんもの
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continuous range of colours. For similar reasons, an Indexed colour space shall not be used in any 
shading whose colour values are generated by a function; this rule applies to any shading dictionary that 
contains a Function entry. 

8.7.4.5 Shading Types

8.7.4.5.1 General

In addition to the entries listed in Table 78, all shading dictionaries have entries specific to the type of shading 
they represent, as indicated by the value of their ShadingType entry. The following sub-clauses describe the 
available shading types and the dictionary entries specific to each. 

8.7.4.5.2 Type 1 (Function-Based) Shadings

In Type 1 (function-based) shadings, the colour at every point in the domain is defined by a specified 
mathematical function. The function need not be smooth or continuous. This type is the most general of the 
available shading types and is useful for shadings that cannot be adequately described with any of the other 
types. Table 79 shows the shading dictionary entries specific to this type of shading, in addition to those 
common to all shading dictionaries (see Table 78).

This type of shading shall not be used with an Indexed colour space. 

The domain rectangle (Domain) establishes an internal coordinate space for the shading that is independent of 
the target coordinate space in which it shall be painted. The colour function(s) (Function) specify the colour of 
the shading at each point within this domain rectangle. The transformation matrix (Matrix) then maps the 
domain rectangle into a corresponding rectangle or parallelogram in the target coordinate space. Points within 
the shading’s bounding box (BBox) that fall outside this transformed domain rectangle shall be painted with the 
shading’s background colour (Background); if the shading dictionary has no Background entry, such points 
shall be left unpainted. If the function is undefined at any point within the declared domain rectangle, an error 
may occur, even if the corresponding transformed point falls outside the shading’s bounding box. 

8.7.4.5.3 Type 2 (Axial) Shadings

Type 2 (axial) shadings define a colour blend that varies along a linear axis between two endpoints and extends 
indefinitely perpendicular to that axis. The shading may optionally be extended beyond either or both endpoints 

Table 79 –  Additional Entries Specific to a Type 1 Shading Dictionary  

Key Type Value

Domain array (Optional) An array of four numbers [ xmin  xmax  ymin  ymax ] specifying 
the rectangular domain of coordinates over which the colour function(s) 
are defined. Default value: [ 0.0  1.0  0.0  1.0 ]. 

Matrix array (Optional) An array of six numbers specifying a transformation matrix 
mapping the coordinate space specified by the Domain entry into the 
shading’s target coordinate space. 
NOTE To map the domain rectangle [ 0.0  1.0  0.0  1.0 ] to a 1-inch 

square with lower-left corner at coordinates (100, 100) in 
default user space, the Matrix value would be 
[ 72 0 0 72 100 100 ]. 

Default value: the identity matrix [ 1 0 0 1 0 0 ]. 

Function function (Required) A 2-in, n-out function or an array of n 2-in, 1-out functions 
(where n is the number of colour components in the shading dictionary’s 
colour space). Each function’s domain shall be a superset of that of the 
shading dictionary. If the value returned by the function for a given colour 
component is out of range, it shall be adjusted to the nearest valid value. 
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色の連続した範囲。同様の理由で、インデックスカラー空間は、そのカラー値の関数によって生成される任意のシェーディングに使用してはなりません。このルールは、関数のエントリが含まれている任意のシェーディング辞書に適用されます。

8.7.4.5シェーディングタイプ

8.7.4.5.1一般

そのShadingTypeエントリの値によって示されるように、表78に列挙されたエントリに加えて、すべてのシェーディング辞書は、それらが表すシェーディングのタイプのエントリの特定を有します。以下のサブ句は、利用可能なシェーディングの種類とそれぞれに辞書エントリの特定を記述する。

8.7.4.5.2 1型（機能ベース）シェーディング

タイプ1（ファンクション）シェーディングでは、ドメイン内の全ての点での色を指定し、数学関数によって定義されます。この関数は滑らかまたは連続する必要はありません。このタイプは、使用可能なシェーディングタイプの最も一般的なものであり、適切に他の種類のいずれかを記述することができない陰影のために有用です。テーブル79を示し、すべてのシェーディング辞書にそれらの共通に加えて、シェーディングのこのタイプのシェーディング辞書エントリの特定、（表78参照）。

ドメイン矩形（ドメイン）は、塗装されるものとした座標空間を標的とは無関係であるシェーディングのための内部座標空間を確立します。色関数（複数可）（関数）このドメイン矩形内の各点でのシェーディングの色を指定します。変換行列（マトリックス）をターゲットに対応する矩形または平行四辺形にドメイン矩形は座標空間にマッピングします。この変換された領域の矩形はシェーディングの背景色（背景）で塗装されなければならない外に落ちる影のバウンディングボックス（にBBox）内のポイント。シェーディング辞書は何のバックグラウンドエントリを持っていない場合は、このような点は未塗装残されなければなりません。関数が宣言ドメイン矩形内の任意の点で定義されていない場合、エラーが対応する変換点がシェーディングのバウンディングボックスから外れた場合でも、発生し得ます。

8.7.4.5.3タイプ2（軸方向）シェーディング

キータイプ値

Matrixarray（オプション）座標空間シェーディングのターゲットにドメインエントリによって指定された座標空間にマッピングする変換行列を指定する6つの数字の配列。デフォルトユーザ空間での座標（100、100）での左下隅と1インチ平方にドメイン矩形[0.0 1.0 0.0 1.0]をマップするには、マトリックス値は、[72 0 0 72 100 100]であろう。

Functionfunction（必須）2  - であり、nアウト機能または配列N 1アウト機能、2イン（ここで、nシェーディング辞書の色空間における色成分の数です）。各関数のドメインは、シェーディング辞書のそれのスーパーセットでなければなりません。所与の色成分に対して関数によって返された値が範囲外の場合、それは、最も近い有効な値に調整しなければなりません。
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by continuing the boundary colours indefinitely. Table 80 shows the shading dictionary entries specific to this 
type of shading, in addition to those common to all shading dictionaries (see Table 78). 

This type of shading shall not be used with an Indexed colour space. 

The colour blend shall be accomplished by linearly mapping each point (x, y) along the axis between the 
endpoints (x0 , y0 ) and (x1 , y1 ) to a corresponding point in the domain specified by the shading dictionary’s 
Domain entry. The points (0, 0) and (1, 0) in the domain correspond respectively to (x0 , y0 ) and (x1 , y1 ) on the 
axis. Since all points along a line in domain space perpendicular to the line from (0, 0) to (1, 0) have the same 
colour, only the new value of x needs to be computed: 

The value of the parametric variable t is then determined from x ¢ as follows: 

• For 0 £ x ¢ £ 1, t = t0 + (t1 - t0 ) ¥ x ¢. 

• For x ¢ < 0, if the first element of the Extend array is true, then t = t0 ; otherwise, t is undefined and the 
point shall be left unpainted. 

• For x ¢ > 1, if the second element of the Extend array is true, then t = t1 ; otherwise, t is undefined and the 
point shall be left unpainted. 

The resulting value of t shall be passed as input to the function(s) defined by the shading dictionary’s Function
entry, yielding the component values of the colour with which to paint the point (x, y). 

NOTE Figure L.10 in Annex L shows three examples of the use of an axial shading to fill a rectangle and display text. 
The area to be filled extends beyond the shading’s bounding box. The shading is the same in all three cases, 
except for the values of the Background and Extend entries in the shading dictionary. In the first example, the 
shading is not extended at either end and no background colour is specified; therefore, the shading is clipped 
to its bounding box at both ends. The second example still has no background colour specified, but the 
shading is extended at both ends; the result is to fill the remaining portions of the filled area with the colours 

Table 80 –  Additional Entries Specific to a Type 2 Shading Dictionary  

Key Type Value

Coords array (Required) An array of four numbers [ x0 y0 x1 y1 ] specifying the starting 
and ending coordinates of the axis, expressed in the shading’s target 
coordinate space. 

Domain array (Optional) An array of two numbers [ t0 t1 ] specifying the limiting values of 
a parametric variable t. The variable is considered to vary linearly 
between these two values as the colour gradient varies between the 
starting and ending points of the axis. The variable t becomes the input 
argument to the colour function(s). Default value: [ 0.0 1.0 ]. 

Function function (Required) A 1-in, n-out function or an array of n 1-in, 1-out functions 
(where n is the number of colour components in the shading dictionary’s 
colour space). The function(s) shall be called with values of the 
parametric variable t in the domain defined by the Domain entry. Each 
function’s domain shall be a superset of that of the shading dictionary. If 
the value returned by the function for a given colour component is out of 
range, it shall be adjusted to the nearest valid value. 

Extend array (Optional) An array of two boolean values specifying whether to extend 
the shading beyond the starting and ending points of the axis, 
respectively. Default value: [ false false ]. 

x′
x1 x0–( ) x x0–( )× y1 y0–( ) y y0–( )×+

x1 x0–( )2 y1 y0–( )2+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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無期限の境界色を続けることもできます。テーブル80を示し、すべてのシェーディング辞書にそれらの共通に加えて、シェーディングのこのタイプのシェーディング辞書エントリの特定、（表78参照）。

カラーブレンドは直線シェーディング辞書のドメインエントリによって指定されたドメイン内の対応する点にエンドポイントとの間の軸線（X0、Y0）と（X1、Y1）に沿った各点（x、y）をマッピングすることによって達成されなければなりません。軸上の（X0、Y0）と（X1、Y1）にそれぞれ対応するドメイン内の点（0、0）、（1、0）。 （0,0）から（1,0）へのラインにドメイン空間の垂直の線に沿った全ての点が同じ色を有しているので、xの唯一の新しい値が計算される必要があります。

•0£X¢£1、T = T0 +（T1  -  T0）¥X¢。

•するX¢<0、拡張配列の最初の要素が真である場合、T = T0。それ以外の場合は、tが定義されていないとポイントが塗装されていないままにされなければなりません。

•のX¢> 1、拡張アレイの第2の要素が真である場合、T = T1。それ以外の場合は、tが定義されていないとポイントが塗装されていないままにされなければなりません。

Tの結果の値は、点（x、y）をペイントすると、色の成分値を得、シェーディング辞書のFunctionentryによって定義された機能（複数可）への入力として渡されなければなりません。

付属書Lに注意図L.10矩形と表示テキストを埋めるために、軸方向のシェーディングの使用の3つの例を示しています。満たされるべき領域は、シェーディングのバウンディングボックスを越えて延びています。シェーディングは、バックグラウンドの値を除くとシェーディング辞書内のエントリを拡張し、すべての3例でも同じです。最初の例では、シェーディングは、両端で伸長されず、背景色が指定されていません。そのため、シェーディングは両端でそのバウンディングボックスにクリッピングされます。第二の例では、まだ指定されていない背景色を有していないが、シェーディングは両端で延長されます。結果は色で塗りつぶし領域の残りの部分を充填することです

キータイプ値

Coordsarray（必須）シェーディングのターゲット座標空間で表現された4つの数字の配列[X0、Y0、X1、Y1]は軸の開始および終了座標を指定します。

Functionfunction（必須）1において、nアウト機能または配列N 1アウト機能、1-IN（ここで、nシェーディング辞書の色空間における色成分の数です）。機能（複数可）ドメインエントリによって定義されたドメインにおけるパラメトリック変数tの値で呼び出さなければなりません。各関数のドメインは、シェーディング辞書のそれのスーパーセットでなければなりません。所与の色成分に対して関数によって返された値が範囲外の場合、それは、最も近い有効な値に調整しなければなりません。

Extendarray（オプション）は、それぞれ、軸線の開始点と終了点を越えてシェーディングを拡張するかどうかを指定する2つのブール値の配列。デフォルト値：[FALSE FALSE]。

x'x1x0-（）X x0-（）×Y1 y0-（）Y y0-（）×+

x1x0  - （）2Y1 Y0（ - ）2 + --------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------- =
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defined at the ends of the shading. In the third example, the shading is extended at both ends and a 
background colour is specified; therefore, the background colour is used for the portions of the filled area 
beyond the ends of the shading. 

8.7.4.5.4 Type 3 (Radial) Shadings

Type 3 (radial) shadings define a colour blend that varies between two circles. Shadings of this type are 
commonly used to depict three-dimensional spheres and cones. Shading dictionaries for this type of shading 
contain the entries shown in Table 81, as well as those common to all shading dictionaries (see Table 78). 

This type of shading shall not be used with an Indexed colour space. 

The colour blend is based on a family of blend circles interpolated between the starting and ending circles that 
shall be defined by the shading dictionary’s Coords entry. The blend circles shall be defined in terms of a 
subsidiary parametric variable 

which varies linearly between 0.0 and 1.0 as t varies across the domain from t0 to t1 , as specified by the 
dictionary’s Domain entry. The centre and radius of each blend circle shall be given by the following parametric 
equations: 

Each value of s between 0.0 and 1.0 determines a corresponding value of t, which is passed as the input 
argument to the function(s) defined by the shading dictionary’s Function entry. This yields the component 
values of the colour with which to fill the corresponding blend circle. For values of s not lying between 0.0 and 

Table 81 –  Additional Entries Specific to a Type 3 Shading Dictionary  

Key Type Value

Coords array (Required) An array of six numbers [ x0 y0 r0 x1 y1 r1 ] specifying the 
centres and radii of the starting and ending circles, expressed in the 
shading’s target coordinate space. The radii r0 and r1 shall both be 
greater than or equal to 0. If one radius is 0, the corresponding circle shall 
be treated as a point; if both are 0, nothing shall be painted. 

Domain array (Optional) An array of two numbers [ t0 t1 ] specifying the limiting values of 
a parametric variable t. The variable is considered to vary linearly 
between these two values as the colour gradient varies between the 
starting and ending circles. The variable t becomes the input argument to 
the colour function(s). Default value: [ 0.0 1.0 ]. 

Function function (Required) A 1-in, n-out function or an array of n 1-in, 1-out functions 
(where n is the number of colour components in the shading dictionary’s 
colour space). The function(s) shall be called with values of the 
parametric variable t in the domain defined by the shading dictionary’s 
Domain entry. Each function’s domain shall be a superset of that of the 
shading dictionary. If the value returned by the function for a given colour 
component is out of range, it shall be adjusted to the nearest valid value. 

Extend array (Optional) An array of two boolean values specifying whether to extend 
the shading beyond the starting and ending circles, respectively. Default 
value: [ false false ]. 

s
t t0–

t1 t0–
--------------=

xc s( ) x0 s x1 x0–( )×+=

yc s( ) y0 s y1 y0–( )×+=

r s( ) r0 s r1 r0–( )×+=
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シェーディングの両端に定義されました。第3の例では、シェーディングが両端で延長され、背景色が指定されています。従って、背景色シェーディングの端部を越えて充填された領域の部分のために使用されます。

8.7.4.5.4タイプ3（ラジアル）シェーディング

タイプ3（ラジアル）シェーディングは、二つの円の間で変化する色のブレンドを定義します。このタイプの陰影は、一般的に3次元の球と円錐を描くために使用されています。シェーディングのこのタイプのシェーディング辞書は全てシェーディング辞書の表81に示されているエントリ、ならびにそれらの共通を含む（表78を参照）。

その辞書のドメインエントリによって指定さtは、T1にT0からドメインにわたって変化として0.0と1.0との間で直線的に変化します。各ブレンドの円の中心および半径は、以下のパラメトリック方程式によって与えられなければなりません。

0.0と1.0との間のSの各値は、シェーディング辞書の関数エントリによって定義された機能（複数可）への入力引数として渡され、Tの対応する値を決定します。これは、対応するブレンド円を充填すると、色の成分値をもたらします。 0.0との間に位置しないSの値について

キータイプ値

Coordsarray（必須）シェーディングのターゲット座標空間で表現さ中心と開始と終了円の半径を指定する6つの数字の配列[X0、Y0、X1、Y1 R0、R1]。半径r0とr1はより大きい、または1つの半径は、対応する円は点として扱われなければならない、0であれば0に等しくなければならないの両方。両方が0であれば、何も塗られてはなりません。

Functionfunction（必須）1において、nアウト機能または配列N 1アウト機能、1-IN（ここで、nシェーディング辞書の色空間における色成分の数です）。機能（複数可）、シェーディング辞書のドメインエントリで定義されたドメインの媒介変数tの値で呼び出されなければなりません。各関数のドメインは、シェーディング辞書のそれのスーパーセットでなければなりません。所与の色成分に対して関数によって返された値が範囲外の場合、それは、最も近い有効な値に調整しなければなりません。

Extendarray（オプション）は、それぞれ、開始と終了の円を超えてシェーディングを拡張するかどうかを指定する2つのブール値の配列。デフォルト値：[FALSE FALSE]。

ST t0-

t1t0 --------------- =

XC S（）X0、S X1 x0-（）×+ = YC S（）Y0 S Y1 y0-（）×+ = R S（）r0s R1 r0-（）×+ =
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1.0, the boolean elements of the shading dictionary’s Extend array determine whether and how the shading is 
extended. If the first of the two elements is true, the shading shall be extended beyond the defined starting 
circle to values of s less than 0.0; if the second element is true, the shading shall be extended beyond the 
defined ending circle to s values greater than 1.0. 

NOTE 1 Either of the starting and ending circles may be larger than the other. If the shading is extended at the smaller 
end, the family of blend circles continues as far as that value of s for which the radius of the blend circle 
r (s) = 0. If the shading is extended at the larger end, the blend circles continue as far as that s value for which 
r (s) is large enough to encompass the shading’s entire bounding box (BBox). Extending the shading can thus 
cause painting to extend beyond the areas defined by the two circles themselves. The two examples in the 
rightmost column of Figure L.11 in Annex L depict the results of extending the shading at the smaller and larger 
ends, respectively. 

Conceptually, all of the blend circles shall be painted in order of increasing values of s, from smallest to largest. 
Blend circles extending beyond the starting circle shall be painted in the same colour defined by the shading 
dictionary’s Function entry for the starting circle (t = t0 , s = 0.0). Blend circles extending beyond the ending 
circle shall be painted in the colour defined for the ending circle (t = t1 , s = 1.0). The painting is opaque, with 
the colour of each circle completely overlaying those preceding it. Therefore, if a point lies within more than one 
blend circle, its final colour shall be that of the last of the enclosing circles to be painted, corresponding to the 
greatest value of s. 

NOTE 2 If one of the starting and ending circles entirely contains the other, the shading depicts a sphere, as in Figure 
L.12 and Figure L.13 in Annex L. In Figure L.12 in Annex L, the inner circle has zero radius; it is the starting 
circle in the figure on the left and the ending circle in the figure on the right. Neither shading is extended at 
either the smaller or larger end. In Figure L.13 in Annex L, the inner circle in both figures has a nonzero radius 
and the shading is extended at the larger end. In each plate, a background colour is specified for the figure on 
the right but not for the figure on the left. 

NOTE 3 If neither circle contains the other, the shading depicts a cone. If the starting circle is larger, the cone appears 
to point out of the page. If the ending circle is larger, the cone appears to point into the page (see Figure L.11 in 
Annex L). 

EXAMPLE 1 This example paints the leaf-covered branch shown in Figure L.14 in Annex L. Each leaf is filled with the 
same radial shading (object number 5). The colour function (object 10) is a stitching function (described in 
7.10.4, "Type 3 (Stitching) Functions") whose two subfunctions (objects 11 and 12) are both exponential 
interpolation functions (see 7.10.3, "Type 2 (Exponential Interpolation) Functions").  
 
5 0 obj % Shading dictionary 

<<  /ShadingType 3 
 /ColorSpace /DeviceCMYK 
 /Coords [ 0.0 0.0 0.096 0.0 0.0 1.0 00] % Concentric circles 
 /Function 10 0 R 
 /Extend [ true true ] 
>> 

endobj 
 
10 0 obj %Colour function 

<<  /FunctionType 3 
 /Domain [ 0.0 1.0 ] 
 /Functions [ 11 0 R 12 0 R ] 
 /Bounds [ 0.708 ] 
 /Encode [ 1.0 0.0 0.0 1.0 ] 
>> 

endobj 
 
11 0 obj % First subfunction 

<<  /FunctionType 2 
 /Domain [ 0.0 1.0 ] 
 /C0 [ 0.929 0.357 1.000 0.298 ] 
 /C1 [ 0.631 0.278 1.000 0.027 ] 
 /N 1.048 
>> 

endobj 
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1.0シェーディング辞書のブール要素は、アレイは、シェーディングが拡張されているかどうか、どのように決定する拡張します。二つの要素の最初のが真である場合、シェーディングは以下0.0以上の値に定義された開始円を超えて拡張されなければなりません。第二の要素がtrueの場合、シェーディングは1.0より大きい値Sに定義された終了円を超えて拡張されなければなりません。

開始および終了円の注記1のいずれかが他方より大きくてもよいです。シェーディングは、小さい方の端に拡張される場合、シェーディングは、大きい方の端にブレンドを拡張している場合、ブレンド円のファミリーは限りブレンド円R（S）の半径= 0のSの値として継続します円はどのR（S）用のシェーディングの全体のバウンディングボックス（にBBox）を包含するのに十分な大きさである限り、そのS値として継続します。シェーディングを拡張するため、二つの円自身で定義された領域を超えて拡張するために塗装引き起こす可能性があります。付属書Lにおける図L.11の右端の列の2つの例は、それぞれ、より小さく、より大きな端部にシェーディングを拡張した結果を示しています。

概念的には、ブレンドサークルの全ては、最小から最大まで、Sの値が増加する順に塗装されなければなりません。出発円を越えて延びるブレンド円は（T = T0、S = 0.0）開始円のシェーディング辞書の関数エントリによって定義された同一の色で塗らなければなりません。終了円を越えて延びるブレンド円は終了円に対して定義された色で塗らなければならない（T = T1、S = 1.0）。絵は、各円の色が完全に前のものを重ねると、不透明です。複数のブレンドサークル内の点はにある場合したがって、その最終的な色は、Sの最大値に対応し、塗装されるべき包囲円の最後のものでなければなりません。

注2、内側の円はゼロを有する開始と終了円の一方が完全に他が含まれている場合、シェーディングは附属書Lに付属書Lに図L.12における図L.12と図L.13のように、球を描い半径;それは左図と右図で終わる丸で始まる円です。どちらのシェーディングのいずれか小さいか大きい方の端部に延長されます。付属書Lで図L.13では、両方の図における内側の円は、ゼロでない半径を有し、シェーディングが大きい方の端部に延長されます。各プレートにおいて、背景色は、左図のために右ではなく、上の図に指定されています。

NOTE 3Ifどちらの円は他が含まれている、シェーディングがコーンを描いています。開始サークルの方が大きい場合、コーンは、ページの指摘するように見えます。エンディング円が大きい場合、コーンはページ（附属書Lで図L.11を参照）へのポイントに表示されます。

実施例1この実施例は、各リーフが同じ半径シェーディング（オブジェクト番号5）が充填されている付属書Lに図L.14に示す葉で覆われたブランチを描きます。色関数（オブジェクト10）（7.10.4に記載され、「3（ステッチ）関数型」）ステッチ関数であり、その2サブ関数（11,12オブジェクト）の両方指数補間関数である（7.10.3、「タイプ2を参照（指数補間）機能」）。 5 0 OBJ％シェーディング辞書<< / ShadingType 3 /のColorSpace / DeviceCMYK / COORDS [0.0 0.0 0.096 0.0 0.0 1.0 00]％同心円/機能10 0 R /拡張[TRUE TRUE] >>
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12 0 obj % Second subfunction 
<<  /FunctionType 2 
 /Domain [ 0.0 1.0 ] 
 /C0 [ 0.929 0.357 1.000 0.298 ] 
 /C1 [ 0.941 0.400 1.000 0.102 ] 
 /N 1.374 
>> 

endobj

EXAMPLE 2 This example shows how each leaf shown in Figure L.14 in Annex L is drawn as a path and then filled 
with the shading (where the name Sh1 is associated with object 5 by the Shading subdictionary of the 
current resource dictionary; see 7.8.3, "Resource Dictionaries"). 
 
316.789 140.311 m % Move to start of leaf 
303.222 146.388 282.966 136.518 279.122 121.983 c % Curved segment 
277.322 120.182 l % Straight line 
285.125 122.688 291.441 121.716 298.156 119.386 c % Curved segment 
336.448 119.386 l % Straight line 
331.072 128.643 323.346 137.376 316.789 140.311 c % Curved segment 
W n % Set clipping path 
q % Save graphics state 
27.7843 0.0000 0.0000 -27.7843 310.2461 121.1521 cm % Set matrix 
/Sh1 sh % Paint shading 
Q % Restore graphics state

8.7.4.5.5 Type 4 Shadings (Free-Form Gouraud-Shaded Triangle Meshes)

Type 4 shadings (free-form Gouraud-shaded triangle meshes) are commonly used to represent complex 
coloured and shaded three-dimensional shapes. The area to be shaded is defined by a path composed entirely 
of triangles. The colour at each vertex of the triangles is specified, and a technique known as Gouraud 
interpolation is used to colour the interiors. The interpolation functions defining the shading may be linear or 
nonlinear. Table 82 shows the entries specific to this type of shading dictionary, in addition to those common to 
all shading dictionaries (see Table 78) and stream dictionaries (see Table 5). 

Table 82 –  Additional Entries Specific to a Type 4 Shading Dictionary  

Key Type Value

BitsPerCoordinate integer (Required) The number of bits used to represent each vertex 
coordinate. The value shall be 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, or 32. 

BitsPerComponent integer (Required) The number of bits used to represent each colour 
component. The value shall be 1, 2, 4, 8, 12, or 16. 

BitsPerFlag integer (Required) The number of bits used to represent the edge flag for 
each vertex (see below). The value of BitsPerFlag shall be 2, 4, or
8, but only the least significant 2 bits in each flag value shall be
used. The value for the edge flag shall be 0, 1, or 2. 

Decode array (Required) An array of numbers specifying how to map vertex 
coordinates and colour components into the appropriate ranges of 
values. The decoding method is similar to that used in image 
dictionaries (see 8.9.5.2, "Decode Arrays"). The ranges shall be
specified as follows: 
[ xmin xmax ymin ymax c1,min c1,max … cn,min cn,max ]

Only one pair of c values shall be specified if a Function entry is 
present. 
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12 0 OBJ％セカンドサブファンクション<< / FunctionType 2 /ドメイン[0.0 1.0] / [0.929 0.357 1.000 0.298] C0 / C1 [0.941 0.400 1.000 0.102] / N 1.374 >> endobj

実施例2附属書Lに図L.14に示す各リーフパスとして描かれ、次いで名前SH1は、現在のリソースディクショナリのシェーディングサブディクショナリによって対象物5に関連しているシェーディング（が充填されているどのようにこの例を示し、7.8参照0.3、「リソース辞書」）。 316.789 140.311メートル％移動葉303.222 146.388 282.966 136.518 279.122 121.983 C％曲線セグメント277.322 120.182リットル％の直線285.125 122.688 291.441 121.716 298.156 119.386 C％曲線セグメント336.448 119.386 1％直線331.072 128.643 323.346 137.376 316.789 140.311 C％湾曲を開始しますn個の％セットクリッピングパスのQ％保存グラフィック状態Wセグメント27.7843 0.0000 0.0000 -27.7843 310.2461 121.1521センチメートル％のセットマトリックス/ SH1 SH％Q％がグラフィック状態を復元シェーディングペイント

8.7.4.5.5タイプ4陰影（フリーフォームグローシェーディングトライアングルメッシュ）

4シェーディング（自由形式グローシェーディング三角形メッシュ）タイプは一般に、複雑な着色を表すために使用される三次元形状を網掛けされています。網掛けされるべき領域は、三角形の完全なる経路によって定義されます。三角形の各頂点の色が指定され、グロー補間として知られている技術は、内部を着色するために使用されます。シェーディングを定義する補間関数は、線形または非線形であってもよいです。テーブル82を示し、すべてのシェーディング辞書（表78を参照）、ストリーム辞書にそれらの共通に加えて辞書を遮光このタイプのエントリの特定、（表5参照）。

キータイプ値

BitsPerCoordinateinteger（必須）各頂点座標を表すのに使用されるビットの数。値は1、2、4、8、12、16、24、または32でなければなりません。

BitsPerComponentinteger（必須）各色成分を表すために使用されるビットの数。値は1、2、4、8、12、または16でなければなりません。

BitsPerFlaginteger（必須）各頂点のエッジフラグを表すために使用されるビットの数（以下を参照）。 beusedものとBitsPerFlagの値は、各フラグの値が2、4、OR 8、だけ最下位2ビットでなければなりません。エッジフラグの値は0、1、または2でなければなりません。

Decodearray（必須）の値の適切な範囲に頂点座標と色成分をマッピングする方法を指定する数値のアレイ。復号化方法は、（8.9.5.2、「デコードアレイ」を参照）は、画像辞書で使用されるものと同様です。次のように範囲がbespecifiedしなければならない：[xminからxmaxをyminのymaxはC1、C1分、最大... CN、分CN、最大]
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Unlike shading types 1 to 3, types 4 to 7 shall be represented as streams. Each stream contains a sequence of 
vertex coordinates and colour data that defines the triangle mesh. In a type 4 shading, each vertex is specified 
by the following values, in the order shown: 

f x y c1 … cn

where 

f is the vertex’s edge flag (discussed below) 

x and y are its horizontal and vertical coordinates 

c1 … cn are its colour components 

All vertex coordinates shall be expressed in the shading’s target coordinate space. If the shading dictionary 
includes a Function entry, only a single parametric value, t, shall be specified for each vertex in place of the 
colour components c1 … cn . 

The edge flag associated with each vertex determines the way it connects to the other vertices of the triangle 
mesh. A vertex va with an edge flag value fa = 0 begins a new triangle, unconnected to any other. At least two 
more vertices (vb and vc ) shall be provided, but their edge flags shall be ignored. These three vertices define a 
triangle (va , vb , vc ), as shown in Figure 24. 

Figure 24 –  Starting a New Triangle in a Free-form Gouraud-shaded Triangle Mesh

Function function (Optional) A 1-in, n-out function or an array of n 1-in, 1-out functions 
(where n is the number of colour components in the shading 
dictionary’s colour space). If this entry is present, the colour data for 
each vertex shall be specified by a single parametric variable rather 
than by n separate colour components. The designated function(s) 
shall be called with each interpolated value of the parametric 
variable to determine the actual colour at each point. Each input 
value shall be forced into the range interval specified for the 
corresponding colour component in the shading dictionary’s 
Decode array. Each function’s domain shall be a superset of that 
interval. If the value returned by the function for a given colour 
component is out of range, it shall be adjusted to the nearest valid 
value. 
This entry shall not be used with an Indexed colour space. 

Table 82 –  Additional Entries Specific to a Type 4 Shading Dictionary (continued)

Key Type Value

fa=0
(Start new triangle)

Previous
triangle va

vcvb
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シェーディングタイプ1〜3とは異なり、タイプ4〜7は、ストリームとして表されるものとします。各ストリームは、三角形メッシュを定義する頂点座標と色データの配列を含みます。タイプ4シェーディングでは、各頂点を示すために、以下の値によって指定されます。

fはY C1 ... CN xは

すべての頂点座標は、シェーディングのターゲット座標空間で表現されなければなりません。シェーディング辞書が機能項目が含まれている場合、単一パラメータ値、tは、色成分C1 ... CNの代わりに、各頂点に指定されなければなりません。

各頂点に関連付けられたエッジフラグは、三角形メッシュの他の頂点に接続する方法を決定します。エッジフラグ値FA = 0の頂点Vaは、他に接続されていない新たな三角形を、開始します。少なくとも2つの頂点（VBおよびVC）が提供されなければならないが、そのエッジフラグは無視されます。図24に示すように、これら3つの頂点は、三角形（VA、VB、VC）を定義します。

図24  - 自由形式グローシェーディング三角形メッシュの新トライアングルを開始

Functionfunction（任意）A 1-において、関数またはnは1アウト、1イン関数の配列（ここで、nシェーディング辞書の色空間における色成分の数である）、Nアウト。このエントリが存在する場合、各頂点の色データは、単一のパラメトリック変数ではなく、n個の別個の色成分で定めます。指定された機能（複数可）は、各時点での実際の色を決定するパラメトリック変数の各補間値と呼ぶことにします。各入力値は、シェーディング辞書のデコードアレイ内の対応する色成分のために指定された範囲の間隔に押し込まなければなりません。各関数のドメインは、その間隔のスーパーセットでなければなりません。所与の色成分に対して関数によって返された値が範囲外の場合、それは、最も近い有効な値に調整しなければなりません。このエントリはインデックスカラースペースで使用してはなりません。

表82  - タイプ4シェーディング辞書に追加エントリの具体（続き）

キータイプ値

FA = 0（スタート新しい三角形）

Previoustriangleva

VCのVB
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Subsequent triangles shall be defined by a single new vertex combined with two vertices of the preceding 
triangle. Given triangle (va , vb , vc ), where vertex va precedes vertex vb in the data stream and vb precedes vc , 
a new vertex vd can form a new triangle on side vbc or side vac , as shown in Figure 25. (Side vab is assumed to 
be shared with a preceding triangle and therefore is not available for continuing the mesh.) If the edge flag is 
fd = 1 (side vbc ), the next vertex forms the triangle (vb , vc , vd ); if the edge flag is fd = 2 (side vac ), the next 
vertex forms the triangle (va , vc , vd ). An edge flag of fd = 0 starts a new triangle, as described above. 

Figure 25 –  Connecting Triangles in a Free-form Gouraud-shaded Triangle Mesh

Complex shapes can be created by using the edge flags to control the edge on which subsequent triangles are 
formed. 

EXAMPLE Figure 26 shows two simple examples. Mesh 1 begins with triangle 1 and uses the following edge flags to 
draw each succeeding triangle:  
 

 

 

 
Mesh 2 again begins with triangle 1 and uses the following edge flags:  

The stream shall provide vertex data for a whole number of triangles with appropriate edge flags; otherwise, an 
error occurs. 

Three new 
vertices

vd

vfve

fd =0 fd =1

va

vcvb

One new
vertexvd

va

vcvb

fd =2

One new
vertex

vdva

vcvb

1 fa fb fc 0= = =( ) 7 fi 2=( )

2 fd 1=( ) 8 fj 2=( )

3 fe 1=( ) 9 fk 2=( )

4 ff 1=( ) 10 fl 1=( )

5 fg 1=( ) 11 fm 1=( )

6 fh 1=( )

1 fa fb fc 0= = =( ) 4 ff 2=( )

2 fd 1=( ) 5 fg 2=( )

3 fe 2=( ) 6 fh 2=( )
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後続の三角形は先行三角形の2つの頂点と組み合わせる単一新しい頂点によって定義されなければなりません。所与の三角形（VA、VB、VC）、ここで頂点VA先行頂点VBデータストリーム内及びVB先行VC、図25に示すように、サイドVBCまたは側VACに新たな三角形を形成することができる新たな頂点VD（サイドVAB前の三角形と共有すると仮定され、したがって、メッシュを継続するために利用可能ではない）エッジフラグ= 1（サイドVBC）fdとされている場合、次の頂点は、三角形（VB、VC、VD）を形成します。エッジフラグ= 2（側VAC）fdとした場合、次の頂点は、三角形（VA、VC、VD）を形成します。上述したように、FD = 0のエッジフラグは、新しい三角形を開始します。

図25  - 自由形式グローシェーディング三角メッシュ内の三角形を接続します

ストリームは、適切なエッジフラグと三角形の全体数の頂点データを提供しなければなりません。そうでない場合は、エラーが発生します。

三つの新しい頂点

VD

VFは、VEの

FD = 0 FD = 1

VA

VCのVB

ワンnewvertexvd

VA

VCのVB

FD = 2

ワンnewvertex

vdva

VCのVB

1 FA、FB、FC 0 = = =（）7 Fiの2 =（）

2、FD 1 =（）8 FJ 2 =（）

3 FE 1 =（）9 FK 2 =（）

4 FF 1 =（）10 FL 1 =（）

5 FG 1 =（）11 FM 1 =（）

6 FH = 1（）

1 FA、FB、FC 0 = = =（）4 2、FF =（）

2、FD 1 =（）5 FG 2 =（）

3のFe 2 =（）6 FH 2 =（）
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Figure 26 –  Varying the Value of the Edge Flag to Create Different Shapes

The data for each vertex consists of the following items, reading in sequence from higher-order to lower-order 
bit positions: 

• An edge flag, expressed in BitsPerFlag bits 

• A pair of horizontal and vertical coordinates, expressed in BitsPerCoordinate bits each 

• A set of n colour components (where n is the number of components in the shading’s colour space), 
expressed in BitsPerComponent bits each, in the order expected by the sc operator 

Each set of vertex data shall occupy a whole number of bytes. If the total number of bits required is not divisible 
by 8, the last data byte for each vertex is padded at the end with extra bits, which shall be ignored. The 
coordinates and colour values shall be decoded according to the Decode array in the same way as in an image 
dictionary (see 8.9.5.2, "Decode Arrays"). 

If the shading dictionary contains a Function entry, the colour data for each vertex shall be specified by a 
single parametric value t rather than by n separate colour components. All linear interpolation within the triangle 
mesh shall be done using the t values. After interpolation, the results shall be passed to the function(s) 
specified in the Function entry to determine the colour at each point. 

8.7.4.5.6 Type 5 Shadings (Lattice-Form Gouraud-Shaded Triangle Meshes)

Type 5 shadings (lattice-form Gouraud-shaded triangle meshes) are similar to type 4, but instead of using free-
form geometry, their vertices are arranged in a pseudorectangular lattice, which is topologically equivalent to a 
rectangular grid. The vertices are organized into rows, which need not be geometrically linear (see Figure 27). 

Figure 27 –  Lattice-form Triangle Meshes

Mesh 1 Mesh 2

vl vj vi vf ve

vcva ve vg vavh
vc

vd

vk

vb vh vg vd
vm

vm = vb

vk = vd

vh = va

vf vb

1

4

5 3

6 2

5

8

9 7

4

31

10

11

2 6

Ideal lattice

(i, j) (i, j+1)

(i+1, j) (i+1, j+1)

Pseudorectangular lattice
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図26  - エッジフラグの値を変化させることは、異なる形状を作成します

各頂点のデータが下位のためのビット位置を上位から順に読んで、次の項目から構成されています。

BitsPerFlagビットで表現さ•エッジフラグ

•BitsPerCoordinateで発現水平および垂直座標の対は、各ビット

•BitsPerComponentにおいて発現の集合N色成分は（ここで、nシェーディングの色空間内の成分の数である）、SCオペレータが期待ために、各ビット

頂点データの各セットには、バイトの全体数を占有するものとします。必要とされるビットの総数は8で割り切れない場合は、各頂点のための最後のデータバイトが無視されなければならない余分なビット、と終わりにパディングされます。座標およびカラー値は、画像辞書と同様にデコード配列に応じて復号化しなければならない（8.9.5.2を参照して、「デコードアレイ」）。

シェーディング辞書が機能項目が含まれている場合は、各頂点の色データは、単一のパラメータ値tによってではなくN個の別個の色成分で定めます。三角形メッシュ内のすべての線形補間はt値を使用して行われなければなりません。補間の後、結果は、各点の色を決定する機能エントリに指定された機能（複数可）に渡さなければなりません。

8.7.4.5.6タイプ5シェーディング（ラティス型グローシェーディングトライアングルメッシュ）

5シェーディング（格子状のグローシェーディング三角形メッシュ）を入力4を入力する類似しているが、代わりに、自由形式の形状を使用する、それらの頂点は、矩形グリッドにトポロジー的に等価であるpseudorectangular格子状に配置されています。頂点は幾何学的に線形である必要はない行に編成される（図27参照）。

図27  - 格子状トライアングルメッシュ

1メッシュメッシュ2

VL VJ VI VFまし

VC VAはVG vavhvc VEの

VD

VK

VB VH VG vdvmvm = VB

VK = VD

VH = VA

vfvb

1

4

5 3

6 2

5

8

9 7

4

3 1

10

11

2 6

理想格子

（i、j）と（I、J + 1）

（I + 1、J）は、（i + 1、J + 1）

Pseudorectangular格子
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Table 83 shows the shading dictionary entries specific to this type of shading, in addition to those common to all 
shading dictionaries (see Table 78) and stream dictionaries (see Table 5). 

The data stream for a type 5 shading has the same format as for type 4, except that type 5 does not use edge 
flags to define the geometry of the triangle mesh. The data for each vertex thus consists of the following values, 
in the order shown: 

x y c1 … cn

where 

x and y shall be the vertex’s horizontal and vertical coordinates 

c1 … cn shall be its colour components 

All vertex coordinates are expressed in the shading’s target coordinate space. If the shading dictionary includes 
a Function entry, only a single parametric value, t, shall be present for each vertex in place of the colour 
components c1 … cn . 

The VerticesPerRow entry in the shading dictionary gives the number of vertices in each row of the lattice. All 
of the vertices in a row shall be specified sequentially, followed by those for the next row. Given m rows of k
vertices each, the triangles of the mesh shall be constructed using the following triplets of vertices, as shown in 
Figure 27: 

Table 83 –  Additional Entries Specific to a Type 5 Shading Dictionary  

Key Type Value

BitsPerCoordinate integer (Required) The number of bits used to represent each vertex 
coordinate. The value shall be 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, or 32. 

BitsPerComponent integer (Required) The number of bits used to represent each colour 
component. The value shall be 1, 2, 4, 8, 12, or 16. 

VerticesPerRow integer (Required) The number of vertices in each row of the lattice; the 
value shall be greater than or equal to 2. The number of rows need 
not be specified. 

Decode array (Required) An array of numbers specifying how to map vertex 
coordinates and colour components into the appropriate ranges of 
values. The decoding method is similar to that used in image 
dictionaries (see 8.9.5.2, "Decode Arrays"). The ranges shall be
specified as follows: 
[ xmin xmax ymin ymax c1,min c1,max … cn,min cn,max ]

Only one pair of c values shall be specified if a Function entry is 
present. 

Function function (Optional) A 1-in, n-out function or an array of n 1-in, 1-out functions 
(where n is the number of colour components in the shading 
dictionary’s colour space). If this entry is present, the colour data for 
each vertex shall be specified by a single parametric variable rather 
than by n separate colour components. The designated function(s) 
shall be called with each interpolated value of the parametric 
variable to determine the actual colour at each point. Each input 
value shall be forced into the range interval specified for the 
corresponding colour component in the shading dictionary’s 
Decode array. Each function’s domain shall be a superset of that 
interval. If the value returned by the function for a given colour 
component is out of range, it shall be adjusted to the nearest valid 
value. 
This entry shall not be used with an Indexed colour space. 
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テーブル83を示し、すべてのシェーディング辞書（表78を参照）、ストリーム辞書にそれらの共通に加えて、シェーディングのこのタイプのシェーディング辞書エントリの特定、（表5参照）。

タイプ5シェーディングのデータストリームは、三角形メッシュのジオメトリを定義するエッジフラグを使用しないタイプ5を除いて、タイプ4の場合と同じフォーマットを有します。各頂点のデータは、このように示されている順序で、以下の値から構成されています。

X、Y、C1 ... CN

すべての頂点座標は、シェーディングのターゲット座標空間で表現されています。シェーディング辞書が機能項目が含まれている場合、単一パラメータ値、tは、色成分C1 ... CNの代わりに、各頂点のために存在しなければなりません。

シェーディング辞書内VerticesPerRowエントリは、格子の各列の頂点の数を与えます。行の頂点のすべてが次の行のものに続いて、順番に指定されなければなりません。図27に示すようにkverticesそれぞれの所与のm行は、メッシュの三角形は、頂点の次のトリプレットを使用して構築されなければなりません。

キータイプ値

BitsPerCoordinateinteger（必須）各頂点座標を表すのに使用されるビットの数。値は1、2、4、8、12、16、24、または32でなければなりません。

BitsPerComponentinteger（必須）各色成分を表すために使用されるビットの数。値は1、2、4、8、12、または16でなければなりません。

Decodearray（必須）の値の適切な範囲に頂点座標と色成分をマッピングする方法を指定する数値のアレイ。復号化方法は、（8.9.5.2、「デコードアレイ」を参照）は、画像辞書で使用されるものと同様です。次のように範囲がbespecifiedしなければならない：[xminからxmaxをyminのymaxはC1、C1分、最大... CN、分CN、最大]

Functionfunction（任意）A 1-において、関数またはnは1アウト、1イン関数の配列（ここで、nシェーディング辞書の色空間における色成分の数である）、Nアウト。このエントリが存在する場合、各頂点の色データは、単一のパラメトリック変数ではなく、n個の別個の色成分で定めます。指定された機能（複数可）は、各時点での実際の色を決定するパラメトリック変数の各補間値と呼ぶことにします。各入力値は、シェーディング辞書のデコードアレイ内の対応する色成分のために指定された範囲の間隔に押し込まなければなりません。各関数のドメインは、その間隔のスーパーセットでなければなりません。所与の色成分に対して関数によって返された値が範囲外の場合、それは、最も近い有効な値に調整しなければなりません。このエントリはインデックスカラースペースで使用してはなりません。
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See 8.7.4.5.5, "Type 4 Shadings (Free-Form Gouraud-Shaded Triangle Meshes)" for further details on the 
format of the vertex data. 

8.7.4.5.7 Type 6 Shadings (Coons Patch Meshes)

Type 6 shadings (Coons patch meshes) are constructed from one or more colour patches, each bounded by 
four cubic Bézier curves. Degenerate Bézier curves are allowed and are useful for certain graphical effects. At 
least one complete patch shall be specified. 

A Coons patch generally has two independent aspects: 

• Colours are specified for each corner of the unit square, and bilinear interpolation is used to fill in colours 
over the entire unit square (see the upper figure in Figure L.15 in Annex L). 

• Coordinates are mapped from the unit square into a four-sided patch whose sides are not necessarily 
linear (see the lower figure in Figure L.15 in Annex L). The mapping is continuous: the corners of the unit 
square map to corners of the patch and the sides of the unit square map to sides of the patch, as shown in 
Figure 28. 

The sides of the patch are given by four cubic Bézier curves, C1 , C2 , D1 , and D2 , defined over a pair of 
parametric variables, u and v, that vary horizontally and vertically across the unit square. The four corners of 
the Coons patch satisfy the following equations: 

Figure 28 –  Coordinate Mapping from a Unit Square to a Four-sided Coons Patch

Two surfaces can be described that are linear interpolations between the boundary curves. Along the u axis, 
the surface SC is defined by 

Vi j, Vi j 1+, Vi 1+ j,, ,( ) for 0 i m 2–≤ ≤ 0 j k 2–≤ ≤,

Vi j 1+, Vi 1+ j, Vi 1+ j 1+,, , )(

C1 0( ) D1 0( )=

C1 1( ) D2 0( )=

C2 0( ) D1 1( )=

C2 1( ) D2 1( )=

D1

C1

D2

C2

v

u
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頂点データのフォーマットの詳細については、「4陰影（フリーフォームグローシェーディングトライアングルメッシュ）を入力」、8.7.4.5.5を参照してください。

8.7.4.5.7タイプ6シェーディング（クーンズパッチメッシュ）

6シェーディング（クーンズパッチメッシュ）タイプは、一つ以上のカラーパッチは、4つの立方ベジェ曲線によって境界からそれぞれ構成されています。縮重ベジェ曲線が許可され、特定のグラフィック効果のために有用です。少なくとも一つの完全なパッチが指定されなければなりません。

•色は、単位正方形の各角部に指定され、そして双線形補間を（付属書Lで図L.15の上図を参照）全体の単位正方形上の色を埋めるために使用されます。

•座標は、その辺必ずしも線形ではない四辺パッチに単位正方形からマッピングされる（付属書Lで図L.15で下の図を参照）。マッピングは連続的である：パッチの角部とパッチの両側に単位正方形マップの両側に単位正方形マップのコーナー、図28に示すように。

パッチの側面は、単位正方形を横切って水平方向および垂直方向に変化させるパラメータ、変数、uおよびvの対にわたって定義された4つの立方ベジェ曲線、C1、C2、D1、およびD2、で与えられます。クーンズパッチの四隅には、以下の式を満たします。

図28  - 四辺クーンズパッチに単位広場からマッピング座標

二つの表面は境界曲線間の線形補間であることを説明することができます。 u軸に沿って、表面SCは以下のように定義されます

0 IM用VI J、VI J 1+、VI 1+ J ,,（）2≤≤0JK 2≤≤、VI J 1+、VI 1+ J、VI 1+ J 1+ ,,、 ）（

C1 0（）D1 0（）=

C1 1（）D2 0（）=

C2 0（）D1 1（）=

C2 1（）D2 1（）=
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Along the v axis, the surface SD is given by 

A third surface is the bilinear interpolation of the four corners: 

The coordinate mapping for the shading is given by the surface S, defined as 

This defines the geometry of each patch. A patch mesh is constructed from a sequence of one or more such 
coloured patches. 

Patches can sometimes appear to fold over on themselves—for example, if a boundary curve intersects itself. 
As the value of parameter u or v increases in parameter space, the location of the corresponding pixels in 
device space may change direction so that new pixels are mapped onto previous pixels already mapped. If 
more than one point (u, v) in parameter space is mapped to the same point in device space, the point selected 
shall be the one with the largest value of v. If multiple points have the same v, the one with the largest value of 
u shall be selected. If one patch overlaps another, the patch that appears later in the data stream shall paint 
over the earlier one. 

NOTE The patch is a control surface rather than a painting geometry. The outline of a projected square (that is, the 
painted area) might not be the same as the patch boundary if, for example, the patch folds over on itself, as 
shown in Figure 29. 

Figure 29 –  Painted Area and Boundary of a Coons Patch

SC u v,( ) 1 v–( ) C1 u( )× v C2 u( )×+=

SD u v,( ) 1 u–( ) D1 v( ) u D2 v( )×+×=

SB u v,( ) 1 v–( ) 1 u–( ) C1 0( )×[ u C1 1( )×+ ]×
v 1 u–( ) C2 0( )×[ u C2 1( )× ]+×+

=

S SC SD SB–+=

Appearance Painted area Patch boundary
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V軸に沿って、表面SDは次式で与えられます。

シェーディング座標のマッピングは、次のように定義さ、表面Sによって与えられます。

パッチは時々、境界曲線は自身と交差する場合、自分自身のために、例に折り重なるように見えることができます。新しいピクセルが既にマッピングされた前のピクセルにマッピングされるように、パラメータuの値またはパラメータ空間におけるVが増加するにつれて、デバイス空間における対応する画素の位置、方向を変更してもよいです。パラメータ空間内の複数の点（U、V）は、デバイス空間内の同じ点にマッピングされている場合、選択された点は、Vの最大値を有するものでなければならない。複数の点が同じV、最大のものを持っている場合uの値は、選択されなければなりません。 1つのパッチが別と重なった場合は、データ・ストリームで後述するパッチは以前のものを塗りつぶすものとします。

NOTEパッチは、制御面ではなく、塗装形状です。概要は（すなわち、塗装面積）は、図29に示すように、例えば、パッチは、それ自体の上に折り畳まれる場合、パッチの境界と同じではないかもしれない正方形投影しました。

図29  - クーンズパッチの塗装面積や境界

SC用のU、V、（1）N-（）C1 U（）×V C2 U（）×+ =

SD UがV、（1）U-（）D1 V（）U D2 V（）×+×=

SB紫外線、（1）V-（1）U-（）C1 0（）×[U C1 1（）×+]×V 1 U-（）C2 0（）×[U C2 1（）×] + ×+ =

S SC SD SB- + =

外観塗装面積パッチ境界
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Table 84 shows the shading dictionary entries specific to this type of shading, in addition to those common to all 
shading dictionaries (see Table 78) and stream dictionaries (see Table 5). 

The data stream provides a sequence of Bézier control points and colour values that define the shape and 
colours of each patch. All of a patch’s control points are given first, followed by the colour values for its corners. 
This differs from a triangle mesh (shading types 4 and 5), in which the coordinates and colour of each vertex 
are given together. All control point coordinates are expressed in the shading’s target coordinate space. See 
8.7.4.5.5, "Type 4 Shadings (Free-Form Gouraud-Shaded Triangle Meshes)" for further details on the format of 
the data.

As in free-form triangle meshes (type 4), each patch has an edge flag that indicates which edge, if any, it 
shares with the previous patch. An edge flag of 0 begins a new patch, unconnected to any other. This shall be 
followed by 12 pairs of coordinates, x1 y1 x2 y2 … x12 y12 , which specify the Bézier control points that define 
the four boundary curves. Figure 30 shows how these control points correspond to the cubic Bézier curves C1 , 
C2 , D1 , and D2 identified in Figure 28. Colour values shall be given for the four corners of the patch, in the 
same order as the control points corresponding to the corners. Thus, c1 is the colour at coordinates (x1 , y1 ), c2
at (x4 , y4 ), c3 at (x7 , y7 ), and c4 at (x10 , y10 ), as shown in the figure. 

Table 84 –  Additional Entries Specific to a Type 6 Shading Dictionary  

Key Type Value

BitsPerCoordinate integer (Required) The number of bits used to represent each geometric 
coordinate. The value shall be 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, or 32. 

BitsPerComponent integer (Required) The number of bits used to represent each colour 
component. The value shall be 1, 2, 4, 8, 12, or 16. 

BitsPerFlag integer (Required) The number of bits used to represent the edge flag for 
each patch (see below). The value shall be 2, 4, or 8, but only the 
least significant 2 bits in each flag value shall be used. Valid values 
for the edge flag shall be 0, 1, 2, and 3. 

Decode array (Required) An array of numbers specifying how to map coordinates 
and colour components into the appropriate ranges of values. The 
decoding method is similar to that used in image dictionaries (see 
8.9.5.2, "Decode Arrays"). The ranges shall be specified as follows: 
[ xmin xmax ymin ymax c1,min c1,max … cn,min cn,max ]

Only one pair of c values shall be specified if a Function entry is 
present. 

Function function (Optional) A 1-in, n-out function or an array of n 1-in, 1-out functions 
(where n is the number of colour components in the shading 
dictionary’s colour space). If this entry is present, the colour data for 
each vertex shall be specified by a single parametric variable rather 
than by n separate colour components. The designated function(s) 
shall be called with each interpolated value of the parametric 
variable to determine the actual colour at each point. Each input 
value shall be forced into the range interval specified for the 
corresponding colour component in the shading dictionary’s 
Decode array. Each function’s domain shall be a superset of that 
interval. If the value returned by the function for a given colour 
component is out of range, it shall be adjusted to the nearest valid 
value. 
This entry shall not be used with an Indexed colour space. 
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テーブル84を示し、すべてのシェーディング辞書（表78を参照）、ストリーム辞書にそれらの共通に加えて、シェーディングのこのタイプのシェーディング辞書エントリの特定、（表5参照）。

データストリームは、各パッチの形状と色を定義ベジエ制御点とカラー値の配列を提供します。パッチの制御点の全ては、そのコーナーのためのカラー値が続く、最初に与えられています。三角形からこの異なるメッシュの各頂点の座標と色が一緒に与えられた（シェーディングタイプ4および5）。すべての制御点座標は、シェーディングのターゲット座標空間で表現されます。データの形式の詳細については、「4陰影を（フリーフォームグローシェーディングトライアングルメッシュ）タイプ」、8.7.4.5.5を参照してください。

自由形式の三角形メッシュ（4入力）のように、各パッチは、任意のは、それが以前のパッチと共有する場合、そのエッジを示すエッジフラグを有しています。 0のエッジフラグは、他に接続されていない新たなパッチを、開始します。これは、4つの境界曲線を定義するベジエ制御点を指定する座標の12組、X1、Y1、X2、Y2 ... X12 Y12、続いされなければなりません。図30は、これらの制御点は、図28のカラー値で識別された立方ベジェ曲線C1、C2、D1、およびD2に対応する方法に対応する制御点と同じ順序で、パッチの四隅のために与えられなければなりませんコーナー。図に示すような、c1が（X10、Y10）の座標の色（X1、Y1）、c2at（X4、Y4）、C3（X7、Y7）に、およびC4は、です。

キータイプ値

BitsPerCoordinateinteger（必須）各幾何学的座標を表すのに使用されるビットの数。値は1、2、4、8、12、16、24、または32でなければなりません。

BitsPerComponentinteger（必須）各色成分を表すために使用されるビットの数。値は1、2、4、8、12、または16でなければなりません。

BitsPerFlaginteger（必須）各パッチのエッジフラグを表すために使用されるビットの数（以下を参照）。値は2、4、または8でなければならないが、各フラグ値にのみ最下位2ビットが使用されなければなりません。エッジフラグの有効値は0、1、2、及び3でなければなりません。

Decodearray（必須）の値の適切な範囲に座標及び色成分をマッピングする方法を指定する数値のアレイ。復号化方法は、（8.9.5.2、「デコードアレイ」を参照）は、画像辞書で使用されるものと同様です。次のように範囲が指定されなければならない：[xminからxmaxをyminのymaxはC1、C1分、最大... CN、分CN、最大]

Functionfunction（任意）A 1-において、関数またはnは1アウト、1イン関数の配列（ここで、nシェーディング辞書の色空間における色成分の数である）、Nアウト。このエントリが存在する場合、各頂点の色データは、単一のパラメトリック変数ではなく、n個の別個の色成分で定めます。指定された機能（複数可）は、各時点での実際の色を決定するパラメトリック変数の各補間値と呼ぶことにします。各入力値は、シェーディング辞書のデコードアレイ内の対応する色成分のために指定された範囲の間隔に押し込まなければなりません。各関数のドメインは、その間隔のスーパーセットでなければなりません。所与の色成分に対して関数によって返された値が範囲外の場合、それは、最も近い有効な値に調整しなければなりません。このエントリはインデックスカラースペースで使用してはなりません。
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Figure 30 –  Colour Values and Edge Flags in Coons Patch Meshes

Figure 30 also shows how nonzero values of the edge flag (f = 1, 2, or 3) connect a new patch to one of the 
edges of the previous patch. In this case, some of the previous patch’s control points serve implicitly as control 
points for the new patch as well (see Figure 31), and therefore shall not be explicitly repeated in the data 
stream. Table 85 summarizes the required data values for various values of the edge flag. 

Figure 31 –  Edge Connections in a Coons Patch Mesh
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図30  - クーンズパッチメッシュのカラー値とエッジフラグ

また、図30に示す方法エッジフラグの非ゼロ値（F = 1、2、または3）以前のパッチの縁の一つに新しいパッチを接続します。この場合、以前のパッチの制御点のいくつかは（図31を参照）だけでなく、新たなパッチの制御点として暗黙的に機能し、したがって、明示的にデータ・ストリームで繰り返されてはなりません。テーブル85は、エッジフラグの様々な値のために必要なデータの値を掲げます。

図31  - クーンズパッチメッシュにおけるエッジ接続
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If the shading dictionary contains a Function entry, the colour data for each corner of a patch shall be specified 
by a single parametric value t rather than by n separate colour components c1 … cn . All linear interpolation 
within the mesh shall be done using the t values. After interpolation, the results shall be passed to the 
function(s) specified in the Function entry to determine the colour at each point. 

8.7.4.5.8 Type 7 Shadings (Tensor-Product Patch Meshes)

Type 7 shadings (tensor-product patch meshes) are identical to type 6, except that they are based on a bicubic 
tensor-product patch defined by 16 control points instead of the 12 control points that define a Coons patch. 
The shading dictionaries representing the two patch types differ only in the value of the ShadingType entry and 
in the number of control points specified for each patch in the data stream. 

NOTE Although the Coons patch is more concise and easier to use, the tensor-product patch affords greater control 
over colour mapping. 

Table 85 –  Data Values in a Coons Patch Mesh  

Edge Flag Next Set of Data Values

f = 0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6 
x7 y7 x8 y8 x9 y9 x10 y10 x11 y11 x12 y12 
c1 c2 c3 c4

New patch; no implicit values 

f = 1 x5 y5 x6 y6 x7 y7 x8 y8 x9 y9 x10 y10 x11 y11 x12 y12 
c3 c4

Implicit values: 

(x1 , y1 ) = (x4 , y4 ) previous c1 = c2 previous 
(x2 , y2 ) = (x5 , y5 ) previous c2 = c3 previous 
(x3 , y3 ) = (x6 , y6 ) previous 
(x4 , y4 ) = (x7 , y7 ) previous

f = 2 x5 y5 x6 y6 x7 y7 x8 y8 x9 y9 x10 y10 x11 y11 x12 y12 
c3 c4

Implicit values: 

(x1 , y1 ) = (x7 , y7 ) previous c1 = c3 previous 
(x2 , y2 ) = (x8 , y8 ) previous c2 = c4 previous 
(x3 , y3 ) = (x9 , y9 ) previous 
(x4 , y4 ) = (x10 , y10 ) previous

f = 3 x5 y5 x6 y6 x7 y7 x8 y8 x9 y9 x10 y10 x11 y11 x12 y12 
c3 c4

Implicit values: 

(x1 , y1 ) = (x10 , y10 ) previous c1 = c4 previous 
(x2 , y2 ) = (x11 , y11 ) previous c2 = c1 previous 
(x3 , y3 ) = (x12 , y12 ) previous 
(x4 , y4 ) = (x1 , y1 ) previous
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シェーディング辞書が機能項目が含まれている場合、パッチの各コーナーのための色データは、単一のパラメータ値tではなく、別個の色成分C1 ... CN Nで指定されなければなりません。メッシュ内のすべての線形補間はt値を使用して行われなければなりません。補間の後、結果は、各点の色を決定する機能エントリに指定された機能（複数可）に渡さなければなりません。

8.7.4.5.8タイプ7シェーディング（テンソル積パッチメッシュ）

7シェーディング（テンソル積パッチメッシュ）を入力し、それらが代わりにクーンズパッチを定義する12の制御点の16個の制御点によって定義されたバイキュービックテンソル積パッチに基づいていることを除いて、6を入力と同一です。 2つのパッチの種類を表すシェーディング辞書のみShadingTypeエントリの値は、データストリーム内の各パッチのために指定された制御点の数が異なります。

注クーンズパッチは、より簡潔でカラーマッピングオーバー、テンソル積パッチもたらす大きなコントロールを使用する方が簡単ですが。

データ値のエッジ旗次のセット

（X1、Y1）=（X4、Y4）前C1 = C2前（X2、Y2）=（X5、Y5）前C2 = C3前（X3、Y3）=（X6、Y6）前（X4、Y4）= （X7、Y7）前

F = 2 X5 X6、Y5、Y6、Y7 X7 X8 X9 Y8 Y9 X10 Y10 X11 Y11 X12 Y12 C3、C4

（X1、Y1）=（X7、Y7）前C1 = C3前（X2、Y2）=（X8、Y8）前C2 = C4前（X3、Y3）=（X9、Y9）前（X4、Y4）= （X10、Y10）前

（X1、Y1）=（X10、Y10）前C1 = C4前（X2、Y2）=（X11、Y11）前C2 = C1前（X3、Y3）=（X12、Y12）前（X4、Y4）= （X1、Y1）、前
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Like the Coons patch mapping, the tensor-product patch mapping is controlled by the location and shape of 
four cubic Bézier curves marking the boundaries of the patch. However, the tensor-product patch has four 
additional, “internal” control points to adjust the mapping. The 16 control points can be arranged in a 4-by-4 
array indexed by row and column, as follows (see Figure 32): 

p03 p13 p23 p33 
p02 p12 p22 p32 
p01 p11 p21 p31 
p00 p10 p20 p30

Figure 32 –  Control Points in a Tensor-product Patch

As in a Coons patch mesh, the geometry of the tensor-product patch is described by a surface defined over a 
pair of parametric variables, u and v, which vary horizontally and vertically across the unit square. The surface 
is defined by the equation 

where pij is the control point in column i and row j of the tensor, and Bi and Bj are the Bernstein polynomials 

Since each point pij is actually a pair of coordinates (xij , yij ), the surface can also be expressed as 

p02

p00

p01

p12 p22

p21p11

p10

p20

p30

p31

p32

p33

p23

p13

p03

S u v,( ) pij Bi u( ) Bj v( )××

j 0=

3

∑
i 0=

3

∑=

B0 t( ) 1 t–( )3
=

B1 t( ) 3t 1 t–( )2×=

B2 t( ) 3t2 1 t–( )×=

B3 t( ) t3=
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クーンズパッチマッピングのような、テンソル積パッチマッピングは、パッチの境界をマーキング4つの立方ベジェ曲線の位置及び形状によって制御されます。しかし、テンソル積パッチは、マッピングを調整するために4つの追加、「内部」制御点を有しています。次のように16個の制御点（図32参照）、行および列によって指標付け4×4アレイに配置することができます。

P03 P13 P23 P33 P02 P12 P22 P32 P01 P11 P21 P31 P00 P10 P20 P30

図32  - テンソル積パッチにおけるコントロールポイント

クーンズパッチメッシュのように、テンソル積パッチの形状は、単位正方形を横切って水平方向および垂直方向に変化させるパラメータ、変数、uおよびv、一対の上で定義された表面によって記述されます。表面は、式で定義されます

PIJはテンソルの列iおよび列j内の制御点であり、Bi及びBjには、バーンスタイン多項式である場合

各点PIJが実際座標（xijを、Yijを）のペアであるため、表面はまた、のように表すことができます。

P02

P00

P01

P12のP22

P21のP11

P10
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P30

P31
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P23

p13p03

S uは、（）PIJバイU（）BjのV（）×V×

J 0 =

3Σ

I 0 =

3Σ=

B0 T（）1トン - （）3 =

B1 T（）3トン1トン - （）×2 =

B2 T（）3t21 T-（）×=

B3 T（）T3 =
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The geometry of the tensor-product patch can be visualized in terms of a cubic Bézier curve moving from the 
bottom boundary of the patch to the top. At the bottom and top, the control points of this curve coincide with 
those of the patch’s bottom (p00 … p30 ) and top (p03 … p33 ) boundary curves, respectively. As the curve moves 
from the bottom edge of the patch to the top, each of its four control points follows a trajectory that is in turn a 
cubic Bézier curve defined by the four control points in the corresponding column of the array. That is, the 
starting point of the moving curve follows the trajectory defined by control points p00 … p03 , the trajectory of the 
ending point is defined by points p30 … p33 , and those of the two intermediate control points by p10 … p13 and 
p20 … p23 . Equivalently, the patch can be considered to be traced by a cubic Bézier curve moving from the left 
edge to the right, with its control points following the trajectories defined by the rows of the coordinate array 
instead of the columns. 

The Coons patch (type 6) is actually a special case of the tensor-product patch (type 7) in which the four 
internal control points (p11 , p12 , p21 , p22 ) are implicitly defined by the boundary curves. The values of the 
internal control points are given by these equations: 

In the more general tensor-product patch, the values of these four points are unrestricted. 

The coordinates of the control points in a tensor-product patch shall be specified in the shading’s data stream in 
the following order: 

4 5 6 7 
3 14 15 8 
2 13 16 9 
1 12 11 10 

All control point coordinates shall be expressed in the shading’s target coordinate space. These shall be 
followed by the colour values for the four corners of the patch, in the same order as the corners themselves. If 
the patch’s edge flag f is 0, all 16 control points and four corner colours shall be explicitly specified in the data 
stream. If f is 1, 2, or 3, the control points and colours for the patch’s shared edge are implicitly understood to 
be the same as those along the specified edge of the previous patch and shall not be repeated in the data 
stream. Table 86 summarizes the data values for various values of the edge flag f, expressed in terms of the 

x u v,( ) xij Bi u( ) Bj v( )××

j 0=

3

∑
i 0=

3

∑=

y u v,( ) yij Bi u( ) Bj v( )××

j 0=

3

∑
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3

∑=

p11 1 9⁄
4– p00× 6 p01 p10+( )× 2 p03 p30+( )×– 3 p31 p13+( )× 1 p33×–+ +[ ]

×=

p12 1 9⁄
4– p03× 6 p02 p13+( )× 2 p00 p33+( )×– 3 p32 p10+( )× 1 p× 30–+ +[ ]

×=

p21 1 9⁄
4– p30× 6 p31 p20+( )× 2 p33 p00+( )×– 3 p01 p23+( )× 1 p03×–+ +[ ]

×=

p22 1 9⁄
4– p33× 6 p32 p23+( )× 2 p30 p03+( )×– 3 p02 p20+( )× 1 p00×–+ +[ ]

×=
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テンソル積パッチの形状は、上面にパッチの下部境界から移動立方ベジェ曲線の点で視覚化することができます。底部および上部にそれぞれパッチの底部（P00 ... P30）及びトップ（P03 ... P33）境界曲線のものとこの曲線の一致の制御点で。トップへのパッチの下端から曲線移動すると、その4つの制御点の各々は、今度は、アレイの対応する列内の4つの制御点によって定義された立方ベジェ曲線である軌道をたどります。移動曲線の開始点は制御点P00 ... P03によって定義された軌道に従うことは、終点の軌跡が点P30 ... P33、及びP10 ... P13及びP20によって二つの中間制御点のものによって定義されています... P23。等価的に、パッチは、その制御点ではなく、列の座標アレイの行によって定義された軌道に追従して、右に左のエッジから移動キュービックベジエ曲線でトレースすると考えることができます。

クーンズパッチ（タイプ6）は、実際に4つの内部制御点（P11、P12、P21、P22）が暗黙的に境界曲線によって定義されるテンソル積パッチ（タイプ7）の特別な場合です。内部制御点の値は、これらの式で与えられます。

より一般的なテンソル積パッチでは、これら4点の値は無制限です。

すべての制御点の座標は、シェーディングのターゲット座標空間で表現されなければなりません。これらは、コーナー自体と同じ順序で、パッチの四隅のためのカラー値によって従わなければなりません。パッチのエッジフラグFが0である場合、すべての16個の制御点と四隅の色は、明示的にデータ・ストリームに指定されなければなりません。 fは1、2、または3である場合、パッチの共有エッジの制御点と色が暗黙的に前のパッチの指定されたエッジに沿ったものと同じであると理解され、データストリーム内で繰り返されてはなりません。テーブル86は、で表し、エッジフラグfの様々な値に対するデータ値をまとめたもの

X Uは×（）xijをバイU（）のBJ V（）、V×

J 0 =

3Σ

I 0 =

3Σ=
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row and column indices used in Figure 32. See 8.7.4.5.5, "Type 4 Shadings (Free-Form Gouraud-Shaded 
Triangle Meshes)" for further details on the format of the data. 

8.8 External Objects

8.8.1 General

An external object (commonly called an XObject) is a graphics object whose contents are defined by a self-
contained stream, separate from the content stream in which it is used. There are three types of external 
objects: 

• An image XObject (8.9.5, "Image Dictionaries") represents a sampled visual image such as a photograph. 

• A form XObject (8.10, "Form XObjects") is a self-contained description of an arbitrary sequence of 
graphics objects. 

• A PostScript XObject (8.8.2, "PostScript XObjects") contains a fragment of code expressed in the 
PostScript page description language. PostScript XObjects should not be used.

Table 86 –  Data values in a tensor-product patch mesh  

Edge Flag Next Set of Data Values

f = 0 x00 y00 x01 y01 x02 y02 x03 y03 x13 y13 x23 y23 x33 y33 x32 y32
x31 y31 x30 y30 x20 y20 x10 y10 x11 y11 x12 y12 x22 y22 x21 y21 
c00 c03 c33 c30

New patch; no implicit values 

f = 1 x13 y13 x23 y23 x33 y33 x32 y32 x31 y31 x30 y30 
x20 y20 x10 y10 x11 y11 x12 y12 x22 y22 x21 y21 
c33 c30

Implicit values: 

(x00 , y00 ) = (x03 , y03 ) previous c00 = c03 previous 
(x01 , y01 ) = (x13 , y13 ) previous c03 = c33 previous 
(x02 , y02 ) = (x23 , y23 ) previous 
(x03 , y03 ) = (x33 , y33 ) previous

f = 2 x13 y13 x23 y23 x33 y33 x32 y32 x31 y31 x30 y30 
x20 y20 x10 y10 x11 y11 x12 y12 x22 y22 x21 y21 
c33 c30

Implicit values: 

(x00 , y00 ) = (x33 , y33 ) previous c00 = c33 previous 
(x01 , y01 ) = (x32 , y32 ) previous c03 = c30 previous 
(x02 , y02 ) = (x31 , y31 ) previous 
(x03 , y03 ) = (x30 , y30 ) previous

f = 3 x13 y13 x23 y23 x33 y33 x32 y32 x31 y31 x30 y30 
x20 y20 x10 y10 x11 y11 x12 y12 x22 y22 x21 y21 
c33 c30

Implicit values: 

(x00 , y00 ) = (x30 , y30 ) previous c00 = c30 previous 
(x01 , y01 ) = (x20 , y20 ) previous c03 = c00 previous 
(x02 , y02 ) = (x10 , y10 ) previous 
(x03 , y03 ) = (x00 , y00 ) previous
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図32を参照8.7.4.5.5において使用される行と列のインデックスは、データのフォーマットの詳細については、「4シェーディングを（フリーフォームグローシェーディングトライアングルメッシュ）型」。

8.8外部オブジェクト

8.8.1一般的な

（一般のXObjectと呼ばれる）外部のオブジェクトは、その内容が自己完結型のストリームによって定義され、それが使用されるコンテンツストリームから分離グラフィックオブジェクトです。外部オブジェクトの3つのタイプがあります。

•画像のXObject（8.9.5、「画像辞書」）は、写真等のサンプリング視覚画像を表します。

•フォームのXObject（8.10、「フォームXObjects」）は、グラフィックスオブジェクトの任意の配列の自己完結型の記述です。

•AのPostScriptのXObject（8.8.2、 "ポストスクリプトXObjects"）はポストスクリプトページ記述言語で表現されたコードの断片を含んでいます。 PostScriptのXObjectsは使用すべきではありません。

データ値のエッジ旗次のセット

（X00、Y00）=（X03、Y03）前C00 = C03前（X01、Y01）=（X13、Y13）前C03 = C33前（X02、Y02）=（X23、Y23）前（X03、Y03）= （X33、Y33）前

（X00、Y00）=（X33、Y33）前C00 = C33前（X01、Y01）=（X32、Y32）前C03 = C30前（X02、Y02）=（X31、Y31）前（X03、Y03）= （X30、Y30）前

（X00、Y00）=（X30、Y30）前C00 = C30前（X01、Y01）=（X20、Y20）前C03 = C00前（X02、Y02）=（X10、Y10）前（X03、Y03）= （X00、Y00）前
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Two further categories of external objects, group XObjects and reference XObjects (both PDF 1.4), are actually 
specialized types of form XObjects with additional properties. See 8.10.3, "Group XObjects" and 8.10.4, 
"Reference XObjects" for additional information. 

Any XObject can be painted as part of another content stream by means of the Do operator (see Table 87). 
This operator applies to any type of XObject—image, form, or PostScript. The syntax is the same in all cases, 
although details of the operator’s behaviour differ depending on the type. 

8.8.2 PostScript XObjects

Beginning with PDF 1.1, a content stream may include PostScript language fragments. These fragments may 
be used only when printing to a PostScript output device; they shall have no effect either when viewing the 
document on-screen or when printing it to a non-PostScript device. In addition, conforming readers may not be 
able to interpret the PostScript fragments. Hence, this capability should be used with extreme caution and only 
if there is no other way to achieve the same result. Inappropriate use of PostScript XObjects can cause PDF 
files to print incorrectly. 

A PostScript XObject is an XObject stream whose Subtype entry has the value PS. A PostScript XObject 
dictionary may contain the entries shown in Table 88 in addition to the usual entries common to all streams 
(see Table 5). 

If a PDF content stream is translated by a conforming reader into the PostScript language, any Do operation 
that references a PostScript XObject may be replaced by the contents of the XObject stream itself. The stream 
shall be copied without interpretation. The PostScript fragment may use Type 1 and TrueType fonts listed in the 
Font subdictionary of the current resource dictionary (see 7.8.3, "Resource Dictionaries"), accessing them by 
their BaseFont names using the PostScript findfont operator. The fragment shall not use other types of fonts 
listed in the Font subdictionary. It should not reference the PostScript definitions corresponding to PDF 
procedure sets (see 14.2, "Procedure Sets"), which are subject to change. 

Table 87 –  XObject Operator  

Operands Operator Description

name Do Paint the specified XObject. The operand name shall appear as a key in 
the XObject subdictionary of the current resource dictionary (see 7.8.3, 
"Resource Dictionaries"). The associated value shall be a stream whose 
Type entry, if present, is XObject. The effect of Do depends on the value 
of the XObject’s Subtype entry, which may be Image (see 8.9.5, "Image 
Dictionaries"), Form (see 8.10, "Form XObjects"), or PS (see 8.8.2, 
"PostScript XObjects"). 

Table 88 –  Additional Entries Specific to a PostScript XObject Dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be XObject for a PostScript XObject. 

Subtype name (Required) The type of XObject that this dictionary describes; shall be PS for 
a PostScript XObject. 
Alternatively, the value of this entry may be Form, with an additional 
Subtype2 entry whose value shall be PS.

Level1 stream (Optional) A stream whose contents shall be used in place of the PostScript 
XObject’s stream when the target PostScript interpreter is known to support 
only LanguageLevel 1. 
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外部オブジェクト、グループXObjectsと基準XObjects（両方PDF 1.4）の二つの更なるカテゴリーは、実際には追加の特性を有するフォームXObjectsのタイプを特化されます。詳細については、8.10.3、「グループXObjects」と8.10.4、「リファレンスXObjects」を参照してください。

任意のXObjectは、実行（Do）オペレータによる別のコンテンツストリームの一部として塗装することができます（表87を参照）。この演算子は、のXObject画像、フォーム、またはPostScriptの任意のタイプに適用されます。オペレータの行動の詳細は種類によって異なりますが、構文は、すべてのケースでも同じです。

8.8.2 PostScriptのXObjects

PDF 1.1以降では、コンテンツ・ストリームは、PostScript言語の断片を含むことができます。これらの断片は、PostScript出力デバイスに印刷する場合にのみ使用することができます。彼らは何の効果、画面上のドキュメントの表示や非PostScriptデバイスに印刷するときのいずれかを持っていないものとします。また、準拠する読者は、PostScript断片を解釈することができないかもしれません。したがって、この機能は細心の注意を払って使用して同じ結果を達成する方法が他にない場合にのみする必要があります。 PostScriptのXObjectsの不適切な使用が間違って印刷するPDFファイルを引き起こす可能性があります。

PDFコンテンツストリームは、PostScript言語に準拠したリーダーで翻訳されていた場合は、ポストスクリプトのXObjectはのXObjectの内容で置き換えることができるの参照はストリーム自体を任意の実行（Do）操作という。ストリームは解釈せずにコピーされなければなりません。 PostScriptのフラグメントは、PostScript findfont演算子を使用してBASEFONT名によってそれらにアクセスし、（7.8.3、「リソース辞書」を参照してください）現在のリソースディクショナリのフォントサブディクショナリに記載されているタイプ1とTrueTypeフォントを使用することができます。フラグメントは、フォントサブディクショナリに記載されているフォントの他のタイプを使用してはなりません。これは、変更の対象となるPDFの手順セットに対応したPostScript定義を（14.2、「プロシージャのセット」を参照）、参照するべきではありません。

オペランド演算子説明

名前DoPaint指定のXObject。オペランド名は、現在のリソースディクショナリのXObjectをのサブディクショナリにおけるキーとして表示されなければなら（7.8.3を参照してください、「リソース辞書」）。関連する値は、そのタイプのエントリは、存在する場合、のXObjectであるストリームでなければなりません。ドの効果が画像であってもよいのXObjectのサブタイプのエントリの値に依存（8.9.5、「イメージの辞書」を参照）、フォーム（8.10、「フォームXObjects」を参照）、またはPSは（ "、8.8.2を参照してくださいPostScriptのXObjects "）。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、ポストスクリプトのXObjectのためのXObjectしなければなりません。

Subtypename（必須）この辞書は説明していることのXObjectのタイプ。ポストスクリプトのXObjectのためにPSでなければなりません。代替的に、このエントリの値は、その値はPSでなければならない追加のSubtype2エントリと、フォームであってもよいです。
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8.9 Images

8.9.1 General

PDF’s painting operators include general facilities for dealing with sampled images. A sampled image (or just 
image for short) is a rectangular array of sample values, each representing a colour. The image may 
approximate the appearance of some natural scene obtained through an input scanner or a video camera, or it 
may be generated synthetically. 

Figure 33 –  Typical Sampled Image

NOTE 1 An image is defined by a sequence of samples obtained by scanning the image array in row or column order. 
Each sample in the array consists of as many colour components as are needed for the colour space in which 
they are specified—for example, one component for DeviceGray, three for DeviceRGB, four for 
DeviceCMYK, or whatever number is required by a particular DeviceN space. Each component is a 1-, 2-, 4-, 
8-, or (PDF 1.5) 16-bit integer, permitting the representation of 2, 4, 16, 256, or (PDF 1.5) 65536 distinct values 
for each component. Other component sizes can be accommodated when a JPXDecode filter is used; see 
7.4.9, "JPXDecode Filter". 

NOTE 2 PDF provides two means for specifying images:  
 
An image XObject (described in 8.9.5, "Image Dictionaries") is a stream object whose dictionary specifies 
attributes of the image and whose data contains the image samples. Like all external objects, it is painted on 
the page by invoking the Do operator in a content stream (see 8.8, "External Objects"). Image XObjects have 
other uses as well, such as for alternate images (see 8.9.5.4, "Alternate Images"), image masks (8.9.6, 
"Masked Images"), and thumbnail images (12.3.4, "Thumbnail Images").  
 
An inline image is a small image that is completely defined—both attributes and data—directly inline within a 
content stream. The kinds of images that can be represented in this way are limited; see 8.9.7, "Inline Images"
for details. 

8.9.2 Image Parameters

The properties of an image—resolution, orientation, scanning order, and so forth—are entirely independent of 
the characteristics of the raster output device on which the image is to be rendered. A conforming reader 
usually renders images by a sampling technique that attempts to approximate the colour values of the source 
as accurately as possible. The actual accuracy achieved depends on the resolution and other properties of the 
output device. 

To paint an image, four interrelated items shall be specified: 

• The format of the image: number of columns (width), number of rows (height), number of colour 
components per sample, and number of bits per colour component 

• The sample data constituting the image’s visual content 
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8.9画像

8.9.1一般的な

PDFの塗装事業者は、サンプリングされた画像を扱うための一般的な設備が備えられています。 （略しまたは単に画像）サンプリングされた画像の各色を表すサンプル値の矩形アレイです。画像入力スキャナやビデオカメラを介して得られたいくつかの自然のシーンの外観を近似することができる、又はそれは合成的に生成されてもよいです。

図33  - 標準的なサンプリングされた画像

注1画像が行の画像アレイ又は列の順序を走査して得られたサンプルのシーケンスによって定義されます。アレイ中の各サンプルは、多くの色成分は次のようにそれらが指定-ためされている例の色空間のために必要とされるから成るDeviceGray、DeviceRGBでのための3つのための1つの成分、DeviceCMYKための4つ、または特定のDeviceNのスペースが必要とするどのような数。各コンポーネントは、各コンポーネントの2、4、16、256、または（PDF 1.5）65536異なる値の表現を可能にする、1-、2-、4-、8-、または（PDF 1.5）、16ビットの整数です。 JPXDecodeフィルタを用いた場合、他のコンポーネントのサイズを収容することができます。 7.4.9、 "JPXDecodeフィルター" を参照してください。

注記2 PDFは、画像を指定するための2つの手段を提供する：（8.9.5、「画像辞書」に記載されている）画像のXObjectは、その辞書を指定し、そのデータを画像サンプルを含む画像の属性ストリームオブジェクトです。すべての外部オブジェクトと同様に、それはコンテンツストリームで行うオペレーターを呼び出すことにより、ページに描かれている（8.8を参照してください、「外部オブジェクト」）。画像XObjectsは、代替画像に関しては、同様に他の用途を有している（8.9.5.4を参照して、「代替画像」）、画像マスク（8.9.6、「マスク画像」）、及び画像（12.3.4、「サムネイル画像」のサムネイル）。インライン画像は完全に確定の両方である属性およびデータを、直接インラインコンテンツストリーム内の小さな画像です。このように表現することができる画像の種類が限られています。詳細については、8.9.7、「インライン画像」を参照してください。

8.9.2画像パラメータ

画像解像度、配向、走査順序の特性、及びので画像がレンダリングされるべきでラスタ出力装置の特性の完全に独立記載-あります。適合リーダは通常試みはできるだけ正確に元の色値を近似することサンプリング技術により画像をレンダリングします。達成される実際の精度は、出力デバイスの解像度および他の特性に依存します。

画像をペイントするには、4つの相互関係の項目が指定されなければなりません。

•画像のフォーマット：列数（幅）、行数（高さ）、サンプル当たりの色成分の数、および色成分あたりのビット数
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• The correspondence between coordinates in user space and those in the image’s own internal coordinate 
space, defining the region of user space that will receive the image 

• The mapping from colour component values in the image data to component values in the image’s colour 
space 

All of these items shall be specified explicitly or implicitly by an image XObject or an inline image. 

NOTE For convenience, the following sub-clauses refer consistently to the object defining an image as an image 
dictionary. Although this term properly refers only to the dictionary portion of the stream object representing an 
image XObject, it should be understood to apply equally to the stream’s data portion or to the parameters and 
data of an inline image. 

8.9.3 Sample Representation

The source format for an image shall be described by four parameters: 

• The width of the image in samples 

• The height of the image in samples 

• The number of colour components per sample 

• The number of bits per colour component 

The image dictionary shall specify the width, height, and number of bits per component explicitly. The number 
of colour components shall be inferred from the colour space specified in the dictionary. 

NOTE For images using the JPXDecode filter (see 7.4.9, "JPXDecode Filter"), the number of bits per component is 
determined from the image data and not specified in the image dictionary. The colour space may or may not be 
specified in the dictionary.

Sample data shall be represented as a stream of bytes, interpreted as 8-bit unsigned integers in the range 0 to 
255. The bytes constitute a continuous bit stream, with the high-order bit of each byte first. This bit stream, in 
turn, is divided into units of n bits each, where n is the number of bits per component. Each unit encodes a 
colour component value, given with high-order bit first; units of 16 bits shall be given with the most significant 
byte first. Byte boundaries shall be ignored, except that each row of sample data shall begin on a byte 
boundary. If the number of data bits per row is not a multiple of 8, the end of the row is padded with extra bits to 
fill out the last byte. A conforming reader shall ignore these padding bits. 

Each n-bit unit within the bit stream shall be interpreted as an unsigned integer in the range 0 to 2n- 1, with the 
high-order bit first. The image dictionary’s Decode entry maps this integer to a colour component value, 
equivalent to what could be used with colour operators such as sc or g. Colour components shall be 
interleaved sample by sample; for example, in a three-component RGB image, the red, green, and blue 
components for one sample are followed by the red, green, and blue components for the next. 

If the image dictionary's ImageMask entry is false or absent, the colour samples in an image shall be 
interpreted according to the colour space specified in the image dictionary (see 8.6, "Colour Spaces"), without 
reference to the colour parameters in the graphics state. However, if the image dictionary’s ImageMask entry is 
true, the sample data shall be interpreted as a stencil mask for applying the graphics state’s nonstroking colour 
parameters (see 8.9.6.2, "Stencil Masking"). 

8.9.4 Image Coordinate System

Each image has its own internal coordinate system, or image space. The image occupies a rectangle in image 
space w units wide and h units high, where w and h are the width and height of the image in samples. Each 
sample occupies one square unit. The coordinate origin (0, 0) is at the upper-left corner of the image, with 
coordinates ranging from 0 to w horizontally and 0 to h vertically. 
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•画像を受信するユーザ空間の領域を規定するユーザ空間の座標と画像自身の内部座標空間におけるそれらの対応関係、

便宜上NOTE、以下のサブ句は、画像辞書として画像を定義するオブジェクトを一貫して参照します。この用語は適切のみ画像のXObjectを表すストリームオブジェクトの辞書部分に言及しているが、ストリームのデータ部分にまたはインライン画像のパラメータやデータにも同様に適用することが理解されるべきです。

8.9.3サンプルの表現

画像辞書は、幅、高さ、および、明示的成分ごとのビット数を指定します。色成分の数は、辞書に指定された色空間から推測しなければなりません。

JPXDecodeフィルタを用いて画像注記（7.4.9、「JPXDecodeフィルタ」を参照）、成分当たりのビットの数は、画像データから決定され、画像辞書に指定されていません。色空間はよく、または辞書に指定することはできません。

サンプルデータは、最初の各バイトの最上位ビットと、0〜255バイトは、連続ビットストリームを構成する範囲に8ビットの符号なし整数として解釈され、バイトストリームとして表現されなければなりません。このビットストリームは、次に、ここで、Nビットずつの単位に分割し、N成分あたりのビット数です。各ユニットは、上位の最初のビットで指定された色成分値を符号化します。 16ビットの単位は、最初の最上位バイトで与えられなければなりません。バイト境界は、サンプルデータの各行はバイト境界で始まらなければならことを除いて、無視されなければなりません。行当たりのデータビット数が8の倍数でない場合は、行の終わりには、最後のバイトを埋めるために余分のビットが埋め込まれます。適合読者は、これらのパディングビットを無視しなければなりません。

ビットストリーム内の各nビットユニットは、第1の上位ビットと、2N-1の範囲0の符号なし整数として解釈されなければなりません。画像辞書のデコードエントリは、SCまたはgと色演算子で使用することができるものに相当する色成分値にこの整数をマッピングします。色成分はサンプルによって、サンプルをインターリーブしなければなりません。例えば、三成分RGB画像では、一つのサンプルのために、赤、緑、および青のコンポーネントは次のために、赤、緑、青の成分が続いています。

画像辞書のImageMaskエントリが偽または存在しない場合、画像内のカラーサンプルは、色空間に応じて解釈されるべきグラフィックス状態の色パラメータを参照せずに、（8.6、「色空間」を参照）は、画像辞書に指定さ。画像辞書のImageMaskエントリが真である場合には、サンプルデータ（8.9.6.2、「ステンシルマスク」を参照）、グラフィックス状態のnonstroking色パラメータを適用するためのステンシルマスクとして解釈されなければなりません。

8.9.4イメージの座標系

各画像は、それ自身の内部座標系、または画像空間を有しています。画像は、w及びhは、サンプル中の画像の幅と高さの高い広い単位および時間単位、wは画像空間内の矩形を占めます。各サンプルは、1つの平方ユニットを占めています。座標原点（0、0）は、0から水平方向と垂直方向にH 0にWの範囲の座標と、画像の左上隅にあります。
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The image’s sample data is ordered by row, with the horizontal coordinate varying most rapidly. This is shown 
in Figure 34, where the numbers inside the squares indicate the order of the samples, counting from 0. The 
upper-left corner of the first sample is at coordinates (0, 0), the second at (1, 0), and so on through the last 
sample of the first row, whose upper-left corner is at (w - 1, 0) and whose upper-right corner is at (w, 0). The 
next samples after that are at coordinates (0, 1), (1, 1), and so on to the final sample of the image, whose 
upper-left corner is at (w - 1, h - 1) and whose lower-right corner is at (w, h). 

NOTE The image coordinate system and scanning order imposed by PDF do not preclude using different conventions 
in the actual image. Coordinate transformations can be used to map from other conventions to the PDF 
convention. 

The correspondence between image space and user space is constant: the unit square of user space, bounded 
by user coordinates (0, 0) and (1, 1), corresponds to the boundary of the image in image space (see Figure 
35). Following the normal convention for user space, the coordinate (0, 0) is at the lower-left corner of this 
square, corresponding to coordinates (0, h) in image space. The implicit transformation from image space to 
user space, if specified explicitly, would be described by the matrix [ 1 ⁄ w 0 0 -1 ⁄ h 0 1 ]. 

Figure 34 –  Source Image Coordinate System

Figure 35 –  Mapping the Source Image

An image can be placed on the output page in any position, orientation, and size by using the cm operator to 
modify the current transformation matrix (CTM) so as to map the unit square of user space to the rectangle or 
parallelogram in which the image shall be painted. Typically, this is done within a pair of q and Q operators to 
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画像のサンプルデータは、最も急速に変化する水平座標と、列によって順序付けされます。これは、0からカウントが（1、0）での第1、第2のサンプルの左上隅の座標（0、0）であり、四角形内の数字は、サンプルの順序を示す図34に示されていますなど左上隅（W  -  1、0）にある最初の行の最後のサンプルを介してオンおよびその右上隅（0、W）です。 （ -  1、H  -  W 1）次の座標（0,1）に、（1,1）など左上隅にある画像の最終的な試料上にあり、その後、サンプルとその下部右回転角は（W、H）です。

画像空間とユーザ空間との対応関係は一定である：単位ユーザ座標（0、0）で囲まれたユーザ空間の正方形、および（1,1）、画像空間における画像の境界に相当する（図35参照します）。ユーザ空間の通常の慣習に従って、座標（0、0）は、画像空間内の座標（0、H）に対応し、この正方形の左下隅にあります。ユーザ空間への画像空間からの暗黙の変換、明示的に指定されている場合、行列によって記述される[0、W 1 / -1 / H 0 1]。

図34  - 元画像座標系

図35  - ソースイメージのマッピング

画像は、画像の長方形または平行四辺形にユーザ空間の単位正方形をマッピングするように、現在の変換行列（CTM）を変更するためのCM演算子を使用して任意の位置、向き、およびサイズで出力ページ上に配置することができ塗装されなければなりません。典型的には、これはQとQオペレータ一対の内で行われ
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isolate the effect of the transformation, which can include translation, rotation, reflection, and skew (see 8.3, 
"Coordinate Systems"). 

EXAMPLE If the XObject subdictionary of the current resource dictionary defines the name Image1 to denote an 
image XObject, the code shown in this example paints the image in a rectangle whose lower-left corner is 
at coordinates (100, 200), that is rotated 45 degrees counter clockwise, and that is 150 units wide and 80 
units high.  
 
q % Save graphics state 

1 0 0 1 100 200 cm % Translate 
0. 7071 0. 7071 -0. 7071 0. 7071 0 0 cm % Rotate 
150 0 0 80 0 0 cm % Scale 
/Image1 Do % Paint image 

Q % Restore graphics state 
 
As discussed in 8.3.4, "Transformation Matrices", these three transformations could be combined into 
one. Of course, if the aspect ratio (width to height) of the original image in this example is different from 
150:80, the result will be distorted. 

8.9.5 Image Dictionaries

8.9.5.1 General

An image dictionary—that is, the dictionary portion of a stream representing an image XObject—may contain 
the entries listed in Table 89 in addition to the usual entries common to all streams (see Table 5). There are 
many relationships among these entries, and the current colour space may limit the choices for some of them. 
Attempting to use an image dictionary whose entries are inconsistent with each other or with the current colour 
space shall cause an error. 

The entries described here are appropriate for a base image—one that is invoked directly with the Do operator. 
Some of the entries should not be used for images used in other ways, such as for alternate images (see 
8.9.5.4, "Alternate Images"), image masks (see 8.9.6, "Masked Images"), or thumbnail images (see 12.3.4, 
"Thumbnail Images"). Except as noted, such irrelevant entries are simply ignored by a conforming reader 

Table 89 –  Additional Entries Specific to an Image Dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be XObject for an image XObject. 

Subtype name (Required) The type of XObject that this dictionary describes; shall 
be Image for an image XObject. 

Width integer (Required) The width of the image, in samples. 

Height integer (Required) The height of the image, in samples. 

ColorSpace name or 
array

(Required for images, except those that use the JPXDecode filter; 
not allowed forbidden for image masks) The colour space in which 
image samples shall be specified; it can be any type of colour 
space except Pattern.
If the image uses the JPXDecode filter, this entry may be present:
• If ColorSpace is present, any colour space specifications in 

the JPEG2000 data shall be ignored.

• If ColorSpace is absent, the colour space specifications in the 
JPEG2000 data shall be used. The Decode array shall also be 
ignored unless ImageMask is true.
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並進、回転、反射、及びスキュー（「座標系」、8.3を参照）を含むことができる変換の単離効果。

現在のリソース辞書が画像のXObjectを示すために名前画像1を定義するのXObjectのサブディクショナリは、この例に示すコードは、その左下隅の座標（100、200）である矩形の画像を描画した場合の例では、45回転であります度反時計方向に、及びその高いワイド150の単位と80個の単位です。 Q％の保存グラフィック0 0 1 100 200 1センチ％0 0 7071 7071を翻訳状態-0。 8.3.4で説明したように画像Qの％は、グラフィックス状態を復元7071 0 7071 0 0センチメートル％回し150 0 0 80 0 0センチ％スケール/画像1のDo％ペイント、「変換行列」は、これら3つの変換を1つに組み合わせることができます。この例では、オリジナル画像のアスペクト比（高さと幅）150と異なっている場合はもちろん、80、結果が歪められるであろう。

8.9.5画像の辞書

8.9.5.1一般的な

画像辞書、画像のXObject-できる（表5を参照）すべてのストリームに共通の通常のエントリに加えて、表89に列挙されたエントリを含むを表すストリームの辞書部分です。そここれらのエントリのうち、多くの関係があり、現在の色空間は、それらのいくつかの選択肢を制限することがあります。そのエントリは互いに、または現在のカラースペースと矛盾している画像辞書を使用しようとすると、エラーが発生するものとします。

エントリは、ここで説明ドオペレータと直接呼び出される基本イメージオンに適しています。エントリの一部は、代替画像（8.9.5.4を参照して、「代替画像」）、画像マスク（8.9.6、「マスク画像」を参照）、又はサムネイル画像（のような他の方法で使用される画像のために使用すべきではありません12.3.4、 "サムネイル画像" を参照してください）。述べたように、そのような無関係なエントリが単に適合リーダによって無視されることを除い

キーTypeValue

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、画像のXObjectのためのXObjectをしなければなりません。

Widthinteger（必須）サンプル中の画像の幅、。

Heightinteger（必須）サンプル中の画像の高さ。

画像サンプルを指定するものとした色空間（画像マスク用禁止許可されていないJPXDecodeフィルタを使用するもの以外の画像のために必要）ColorSpacenameまたは配列;それはこのエントリが存在してもよく、画像がJPXDecodeフィルタを使用していますPattern.If除く色空間の任意の型を指定できます：•のColorSpaceが存在する場合は、JPEG2000データ内の任意の色空間規格は無視されなければなりません。

ColorSpaceが存在しない場合•、JPEG2000データにおける色空間規格を使用しなければなりません。 ImageMaskが真でなければデコード配列も無視されなければなりません。
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BitsPerComponent integer (Required except for image masks and images that use the 
JPXDecode filter) The number of bits used to represent each 
colour component. Only a single value shall be specified; the 
number of bits shall be the same for all colour components. The 
value shall be 1, 2, 4, 8, or (in PDF 1.5) 16. If ImageMask is true, 
this entry is optional, but if specified, its value shall be 1. 
If the image stream uses a filter, the value of BitsPerComponent
shall be consistent with the size of the data samples that the filter 
delivers. In particular, a CCITTFaxDecode or JBIG2Decode filter 
shall always deliver 1-bit samples, a RunLengthDecode or 
DCTDecode filter shall always deliver 8-bit samples, and an 
LZWDecode or FlateDecode filter shall deliver samples of a 
specified size if a predictor function is used.
If the image stream uses the JPXDecode filter, this entry is optional 
and shall be ignored if present. The bit depth is determined by the 
conforming reader in the process of decoding the JPEG2000 
image.

Intent name (Optional; PDF 1.1) The name of a colour rendering intent to be 
used in rendering the image (see 8.6.5.8, "Rendering Intents"). 
Default value: the current rendering intent in the graphics state. 

ImageMask boolean (Optional) A flag indicating whether the image shall be treated as 
an image mask (see 8.9.6, "Masked Images"). If this flag is true, 
the value of BitsPerComponent shall be 1 and Mask and 
ColorSpace shall not be specified; unmasked areas shall be
painted using the current nonstroking colour. Default value: false. 

Mask stream 
or array

(Optional except for image masks; not allowed for image masks; 
PDF 1.3) An image XObject defining an image mask to be applied 
to this image (see 8.9.6.3, "Explicit Masking"), or an array 
specifying a range of colours to be applied to it as a colour key 
mask (see 8.9.6.4, "Colour Key Masking"). If ImageMask is true, 
this entry shall not be present. 

Decode array (Optional) An array of numbers describing how to map image 
samples into the range of values appropriate for the image’s colour 
space (see 8.9.5.2, "Decode Arrays"). If ImageMask is true, the 
array shall be either [ 0 1 ] or [ 1 0 ]; otherwise, its length shall be
twice the number of colour components required by ColorSpace. If 
the image uses the JPXDecode filter and ImageMask is false, 
Decode shall be ignored by a conforming reader.
Default value: see 8.9.5.2, "Decode Arrays". 

Interpolate boolean (Optional) A flag indicating whether image interpolation shall be
performed by a conforming reader (see 8.9.5.3, "Image 
Interpolation"). Default value: false. 

Alternates array (Optional; PDF 1.3) An array of alternate image dictionaries for this 
image (see 8.9.5.4, "Alternate Images"). The order of elements 
within the array shall have no significance. This entry shall not be
present in an image XObject that is itself an alternate image. 

Table 89 –  Additional Entries Specific to an Image Dictionary (continued)

Key Type Value
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BitsPerComponentinteger（JPXDecodeフィルタを使用する画像マスク及び画像を除く必須）各色成分を表すために使用されるビットの数。唯一の単一の値を指定しなければなりません。ビット数は、全ての色成分に対して同じでなければなりません。値は1、2、4、8、またはなければならない16.（PDF 1.5）ImageMaskが真である場合、このエントリは任意であるが、指定された場合、画像ストリームはフィルタを使用している場合、その値は、値1でなければなりませんBitsPerComponentshallのフィルタが提供するデータサンプルの大きさと一致します。特に、CCITTFaxDecode又はJBIG2Decodeフィルタは常に1ビットのサンプルを提供しなければならない、RunLengthDecodeまたはDCTDecodeフィルタは常に8ビット・サンプルを交付しなければならない、と予測関数がused.Ifある場合LZWDecode又はFlateDecodeフィルタは、指定されたサイズのサンプルを提供しなければなりません画像ストリームは、このエントリは任意であり、存在する場合、無視されなければならない、JPXDecodeフィルタを用います。ビット深度は、JPEG2000画像を復号する過程において適合リーダーによって決定されます。

Intentname（オプション; PDF 1.1）画像をレンダリングする際に使用することが意図演色の名前（「レンダリングインテント」、8.6.5.8を参照してください）。デフォルト値：グラフィックス状態の現在のレンダリングインテント。

ImageMaskboolean（オプション）画像は、画像マスクとして扱われなければならないかどうかを示すフラグ（8.9.6、「マスク画像」を参照）。このフラグがtrueの場合、BitsPerComponentの値が1であるとマスクとのColorSpaceを指定してはならないものとします。マスクされていない領域は、現在のnonstrokingの色を使用してbepaintedばなりません。デフォルト値：falseを。

Maskstreamまたはアレイ（画像マスクを除くオプション、画像マスクは使用できません。PDF 1.3）この画像に適用される画像マスクを定義する画像のXObject（「明示的マスキング」、8.9.6.3を参照）、または範囲を指定する配列カラーキーマスクとして、それに適用される色の（「カラーキーマスキング」、8.9.6.4を参照してください）。 ImageMaskがtrueの場合、このエントリは存在しないものとします。

Decodearray（オプション）画像の色空間に対する適切な値の範囲内に画像サンプルをマッピングする方法を説明する数値の配列（「デコード配列」、8.9.5.2を参照）。 ImageMaskが真である場合、配列は[0 1]または[0,1]のいずれかでなければなりません。そうでない場合は、その長さのColorSpaceによって必要とされる色成分の数をbetwiceなければなりません。画像はJPXDecodeフィルタを使用し、ImageMaskがfalseの場合、デコードは準拠reader.Default値によって無視されなければならない：8.9.5.2、「デコード配列」を参照してください。

Interpolateboolean（オプション）画像補間が適合リーダによってbeperformedなければならないか否かを示すフラグ（「画像補間」、8.9.5.3を参照）。デフォルト値：falseを。

Alternatesarray（オプション; PDF 1.3）この画像の代替画像辞書の配列（8.9.5.4、「代替イメージ」を参照）。配列内の要素の順序は意味を持たないものとします。このエントリは、代替画像そのものである画像のXObjectにbepresentなりません。

表89  - 画像辞書への追加エントリ固有（続き）

キーTypeValue
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SMask stream (Optional; PDF 1.4) A subsidiary image XObject defining a soft-
mask image (see 11.6.5.3, "Soft-Mask Images") that shall be used 
as a source of mask shape or mask opacity values in the 
transparent imaging model. The alpha source parameter in the 
graphics state determines whether the mask values shall be
interpreted as shape or opacity. 
If present, this entry shall override the current soft mask in the 
graphics state, as well as the image’s Mask entry, if any. However, 
the other transparency-related graphics state parameters—blend 
mode and alpha constant—shall remain in effect. If SMask is 
absent, the image shall have no associated soft mask (although the 
current soft mask in the graphics state may still apply). 

SMaskInData integer (Optional for images that use the JPXDecode filter, meaningless 
otherwise; PDF 1.5) A code specifying how soft-mask information 
(see 11.6.5.3, "Soft-Mask Images") encoded with image samples 
shall be used:
0 If present, encoded soft-mask image information shall be

ignored.
1 The image’s data stream includes encoded soft-mask values. A

conforming reader may create a soft-mask image from the 
information to be used as a source of mask shape or mask 
opacity in the transparency imaging model.

2 The image’s data stream includes colour channels that have 
been preblended with a background; the image data also 
includes an opacity channel. A conforming reader may create a 
soft-mask image with a Matte entry from the opacity channel 
information to be used as a source of mask shape or mask 
opacity in the transparency model.

If this entry has a nonzero value, SMask shall not be specified. See 
also 7.4.9, "JPXDecode Filter".
Default value: 0.

Name name (Required in PDF 1.0; optional otherwise) The name by which this 
image XObject is referenced in the XObject subdictionary of the 
current resource dictionary (see 7.8.3, "Resource Dictionaries"). 
This entry is obsolescent and shall no longer be used. 

StructParent integer (Required if the image is a structural content item; PDF 1.3) The 
integer key of the image’s entry in the structural parent tree (see 
14.7.4.4, "Finding Structure Elements from Content Items"). 

ID byte string (Optional; PDF 1.3; indirect reference preferred) The digital 
identifier of the image’s parent Web Capture content set (see 
14.10.6, "Object Attributes Related to Web Capture"). 

OPI dictionary (Optional; PDF 1.2) An OPI version dictionary for the image; see 
14.11.7, "Open Prepress Interface (OPI)". If ImageMask is true, 
this entry shall be ignored. 

Metadata stream (Optional; PDF 1.4) A metadata stream containing metadata for the 
image (see 14.3.2, "Metadata Streams"). 

OC dictionary (Optional; PDF 1.5) An optional content group or optional content 
membership dictionary (see 8.11, "Optional Content"), specifying 
the optional content properties for this image XObject. Before the 
image is processed by a conforming reader, its visibility shall be
determined based on this entry. If it is determined to be invisible, 
the entire image shall be skipped, as if there were no Do operator 
to invoke it.

Table 89 –  Additional Entries Specific to an Image Dictionary (continued)

Key Type Value
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SMaskstream（オプション、PDF 1.4）マスク形状のソースとして使用するか、または透明なイメージングモデルに不透明度値をマスクしなければならないソフトマスク画像を定義する副画像のXObject（11.6.5.3、「ソフトマスク画像」を参照）。グラフィックス状態のアルファソースパラメータはマスク値が形状又は不透明としてbeinterpretedなければならないか否かを判定する。存在する場合、もしあれば、このエントリは、現在のソフトのグラフィックス状態のマスクだけでなく、画像のマスクエントリを上書きするものとします。しかしながら、他の透明関連のグラフィックス状態パラメータブレンドモードおよびアルファ有効なまま定数が、なければなりません。 SMASKが存在しない場合（グラフィックス状態の現在のソフトマスクがまだ適用してもよいが）、画像には関連付けられたソフトマスクがあってはなりません。

0存在する場合、：ソフトマスク情報（11.6.5.3、「ソフトマスク画像」を参照）の画像サンプルを用いて符号化方法を指定するコードを使用しなければならない。SMaskInDatainteger（PDF 1.5 JPXDecodeフィルタを使用する画像、無意味のオプションその他）ソフトマスク画像情報は、画像のデータストリームは、符号化ソフトマスク値を含むbeignored.1なければならない符号化されました。マスク形状のソースとして使用するか、または画像のデータストリームが背景と予備ブレンドされたカラーチャネルを含む透明撮像model.2に不透明度をマスクする情報からソフトマスク画像を作成することができるリーダーをAconforming。画像データは、不透明チャネルを含みます。不透明チャネル情報からマットエントリとソフトマスク画像を作成してもよい準拠リーダはmodel.Ifこのエントリがゼロ以外の値を有する透明マスク形状やマスクの不透明度のソースとして使用する、SMASKを指定してはなりません。また、7.4.9を参照してください、 "JPXDecodeフィルタ" .DEFAULT値：0。

Namename（必須ではPDF 1.0、それ以外の場合は省略可能）この画像のXObjectは、現在のリソースディクショナリのXObjectをのサブディクショナリで参照される名前（7.8.3を参照してください、「リソース辞書」）。このエントリは旧式で、もはや使用されなければなりません。

StructParentinteger（必要な画像は、構造コンテンツアイテムの場合は、PDF 1.3）の構造、親ツリー内の画像のエントリの整数キー（「コンテンツアイテムから構造要素の検索」、14.7.4.4を参照してください）。

IDbyte文字列（オプション; PDF 1.3、好ましくは間接参照）画像の親のWebキャプチャコンテンツのセットのデジタル識別子（14.10.6、「オブジェクトがWebキャプチャに関連する属性」を参照します）。

OPIdictionary（オプション; PDF 1.2）画像のためのアンOPIバージョン辞書。 14.11.7、 "オープンプリプレスインターフェイス（OPI）" を参照してください。 ImageMaskがtrueの場合、このエントリは無視されなければなりません。

Metadatastream（オプション; PDF 1.4）画像のメタデータを含むメタデータストリーム（14.3.2、「メタデータストリーム」を参照）。

OCdictionary（オプション; PDF 1.5）、オプションのコンテンツグループまたはオプションのコンテンツ会員辞書この画像のXObjectのためのオプションのコンテンツプロパティを指定し、（8.11、「オプションの内容」を参照してください）。画像が適合リーダによって処理される前に、その視認性は、このエントリに基づいbedeterminedなければなりません。目に見えないと判断された場合、それを呼び出すために何のDoオペレータがなかったかのように、画像全体が、スキップされなければなりません。

表89  - 画像辞書への追加エントリ固有（続き）

キーTypeValue
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EXAMPLE This example defines an image 256 samples wide by 256 high, with 8 bits per sample in the DeviceGray 
colour space. It paints the image on a page with its lower-left corner positioned at coordinates (45, 140) in 
current user space and scaled to a width and height of 132 user space units.  
 
20 0 obj % Page object 

<<  /Type /Page 
 /Parent 1 0 R 
 /Resources 21 0 R 
 /MediaBox [ 0 0 612 792 ] 
 /Contents 23 0 R 
>> 

endobj 
 
21 0 obj % Resource dictionary for page 

<<  /ProcSet [ /PDF /ImageB ] 
 /XObject << /Im1 22 0 R >> 
>> 

endobj 
 
22 0 obj % Image XObject 

<<  /Type /XObject 
 /Subtype /Image 
 /Width 256 
 /Height 256 
 /ColorSpace /DeviceGray 
 /BitsPerComponent 8 
 /Length 83183 
 /Filter /ASCII85Decode 
>> 

 
stream 
9LhZI9h\GY9i+bb;,p:e;G9SP92/)X9MJ>^:f14d;,U(X8P;cO;G9e];c$=k9Mn\] 
… Image data representing 65,536 samples … 
8P;cO;G9e];c$=k9Mn\]~> 
endstream 
endobj 
 
23 0 obj % Contents of page 

<< /Length 56 >> 
stream 

q % Save graphics state 
132 0 0 132 45 140 cm % Translate to (45,140) and scale by 132 
/Im1 Do % Paint image 

Q % Restore graphics state 
endstream 
endobj

8.9.5.2 Decode Arrays

An image’s data stream is initially decomposed into integers in the domain 0 to 2n -1, where n is the value of 
the image dictionary’s BitsPerComponent entry. The image’s Decode array specifies a linear mapping of 
each integer component value to a number that would be appropriate as a component value in the image’s 
colour space. 

Each pair of numbers in a Decode array specifies the lower and upper values to which the domain of sample 
values in the image is mapped. A Decode array shall contain one pair of numbers for each component in the 
colour space specified by the image’s ColorSpace entry. The mapping for each colour component, by a 
conforming reader shall be a linear transformation; that is, it shall use the following formula for linear 
interpolation: 
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例この例では、DeviceGray色空間におけるサンプル当たり8ビットで、256高によって256のサンプルワイド画像を定義します。これは、現在のユーザ空間での座標（45、140）に位置するその左下隅とページ上の画像を描画し、132通のユーザ空間単位の幅と高さにスケーリングされました。 20 0 OBJ％Pageオブジェクト<< /タイプ/ページ/上位1 0 R /リソース21 0 R /メディアサイズ[0 0 612 792] / 23 0 Rは>> endobj目次21 0 OBJページの％リソース辞書<< / ProcSet 【/ PDF / ImageB] /のXObject << / Im1を22 0 R >> 22 0 OBJ％イメージのXObject << /タイプ/のXObject /サブタイプ/イメージ/幅256 /身長256 /のColorSpace / DeviceGray / BitsPerComponent 8 / endobj長さは83183 /フィルター/ ASCII85Decode

>>ストリーム9LhZI9h \ GY9i + BB;、P：E; G9SP92 /）X9MJ> ^：f14d;、U（X8P;表示：CO; G9e]; C $ = k9Mn \] ... 65,536サンプル... 8P表す画像データ;共同; G9e]; C $ = k9Mn \]〜> endstream endobj 23 0 OBJ％ページの内容<< /長さ56 >>ストリームのq％保存グラフィックス状態132 0 0 132 45 140センチメートル％が132で（45140）に翻訳し、規模/ Im1を画像Q％がグラフィックス状態を復元実行（Do）％ペイントendstream endobj

8.9.5.2デコード配列

画像のデータストリームは、最初-1 2Nにドメイン0の整数に分解し、ここで、n画像辞書のBitsPerComponentエントリの値です。画像のデコードアレイは、画像の色空間における成分値として適切であろう数に各整数成分値の線形マッピングを指定します。

デコードアレイ内の数字の各ペアは、画像内のサンプル値のドメインがマッピングされる下側および上側の値を指定します。 Aデコードアレイは、画像ののColorSpaceエントリによって指定された色空間内の各コンポーネントの数の一組を含まなければなりません。適合リーダによる各色成分のマッピングは、線形変換しなければなりません。つまり、それは線形補間のために次の式を使用しなければなりません。
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This formula is used to convert a value x between xmin and xmax to a corresponding value y between ymin and 
ymax , projecting along the line defined by the points (xmin , ymin ) and (xmax , ymax ). 

NOTE 1 While this formula applies to values outside the domain xmin to xmax and does not require that xmin < xmax , note 
that interpolation used for colour conversion, such as the Decode array, does require that xmin < xmax and clips 
x values to this domain so that y = ymin for all x £ xmin , and y = ymax for all x Š xmax . 

For a Decode array of the form [ Dmin  Dmax ], this can be written as 

where 

n shall be the value of BitsPerComponent 

x shall be the input value, in the domain 0 to 2n - 1 

Dmin and Dmax shall be the values specified in the Decode array 

y is the output value, which shall be interpreted in the image’s colour space 

Samples with a value of 0 shall be mapped to Dmin , those with a value of 2n - 1 shall be mapped to Dmax , and 
those with intermediate values shall be mapped linearly between Dmin and Dmax. Table 90 lists the default 
Decode arrays which shall be used with the various colour spaces by a conforming reader. 

NOTE 2 For most colour spaces, the Decode arrays listed in the table map into the full range of allowed component 
values. For an Indexed colour space, the default Decode array ensures that component values that index a 
colour table are passed through unchanged. 

Table 90 –  Default Decode Arrays  

Colour Space Decode Array

DeviceGray [ 0.0  1.0 ]

DeviceRGB [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ]

DeviceCMYK [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ]

CalGray [ 0.0  1.0 ]

CalRGB [ 0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 ]

Lab [ 0  100  amin  amax  bmin  bmax ] where amin , amax , bmin , and 
bmax correspond to the values in the Range array of the 
image’s colour space 

y Interpolate x xmin xmax ymin ymax, , , , )(=

ymin x xmin– )(
ymax ymin–

xmax xmin–
----------------------------×

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

+=

y Interpolate x 0 2n 1– Dmin Dmax, , , , )(=

Dmin x
Dmax Dmin–

2n 1–
-------------------------------×

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

+=
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この式は、点（XMIN、YMIN）及び（XMAX、YMAX）によって定義された線に沿って突出する、YMINとYMAXの間に対応する値yにXMINとXMAXとの間の値xを変換するために使用されます。

注記1この式はXMAXにドメインXMIN外の値に適用され、そのようなデコードアレイなどの色変換のために使用される補間は、必要とXMIN <XMAXとクリップがこのドメインに値をxはないということXMIN <XMAX、音符を必要としないものの従ってyはすべてのxŠXMAXためのすべてのx£XMIN、及びY = YMAXためYMINを=こと。

フォーム[DminのDmaxの]のデコードアレイの場合、これは、のように書くことができます。

X 2Nのドメイン0で、入力値でなければならない -  1

yは画像の色空間で解釈される出力値であります

1のDmaxにマッピングされなければならない、そして中間値を有するものは、DminのとDmaxの間で直線的にマッピングされなければならない -  0の値を有するサンプルはDminを、2Nの値を有するものにマッピングされなければなりません。表90のリスト準拠リーダによって様々な色空間で使用しなければならないデフォルトデコードアレイ。

最も色空間注記2、許可コンポーネント値の全範囲にテーブルマップにリストされているデコードアレイ。インデックスカラースペースのため、デフォルトデコードアレイ確実にインデックスカラーテーブルはそのまま通過させること成分値。

カラースペースデコードアレイ

DeviceGray [0.0 1.0]

DeviceRGBで[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0]

DeviceCMYK [0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0]

CalGray [0.0 1.0]

CalRGB [0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0]

ラボ画像の色空間の範囲配列の値[0 100アミンAMAX BminのBMAX]アミン、AMAX、Bminと、およびBMAX対応

Y補間X XMIN XMAX YMIN YMAX、、、、）（=

yminx xmin-）（ymaxymin-

xmaxxmin -----------------------------×⎝⎠⎜⎟⎛⎞+ =

yInterpolateは、x 0 2N1-DminをDmaxと、、、、）（=

DminxDmax Dmin-

2N1 --------------------------------×⎝⎠⎜⎟⎛⎞+ =
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NOTE 3 It is possible to specify a mapping that inverts sample colour intensities by specifying a Dmin value greater than 
Dmax . For example, if the image’s colour space is DeviceGray and the Decode array is [ 1.0 0.0 ], an input 

value of 0 is mapped to 1.0 (white); an input value of 2n - 1 is mapped to 0.0 (black). 

The Dmin and Dmax parameters for a colour component need not fall within the range of values allowed for that 
component. 

NOTE 4 For instance, if an application uses 6-bit numbers as its native image sample format, it can represent those 
samples in PDF in 8-bit form, setting the two unused high-order bits of each sample to 0. The image dictionary 
should then specify a Decode array of [ 0.00000 4.04762 ], which maps input values from 0 to 63 into the 
range 0.0 to 1.0 (4.04762 being approximately equal to 255 ³ 63). 

If an output value falls outside the range allowed for a component, it shall be automatically adjusted to the 
nearest allowed value. 

8.9.5.3 Image Interpolation

When the resolution of a source image is significantly lower than that of the output device, each source sample 
covers many device pixels. As a result, images can appear jaggy or blocky. These visual artifacts can be 
reduced by applying an image interpolation algorithm during rendering. Instead of painting all pixels covered by 
a source sample with the same colour, image interpolation attempts to produce a smooth transition between 
adjacent sample values. 

Image interpolation is enabled by setting the Interpolate entry in the image dictionary to true. It shall be 
disabled by default because it may increase the time required to render the image.

NOTE A conforming Reader may choose to not implement this feature of PDF, or may use any specific 
implementation of interpolation that it wishes.

8.9.5.4 Alternate Images

Alternate images (PDF 1.3) provide a straightforward and backward-compatible way to include multiple 
versions of an image in a PDF file for different purposes. These variant representations of the image may differ, 
for example, in resolution or in colour space. The primary goal is to reduce the need to maintain separate 
versions of a PDF document for low-resolution on-screen viewing and high-resolution printing. 

A base image (that is, the image XObject referred to in a resource dictionary) may contain an Alternates entry. 
The value of this entry shall be an array of alternate image dictionaries specifying variant representations of the 
base image. Each alternate image dictionary shall contain an image XObject for one variant and shall specify 
its properties. Table 91 shows the contents of an alternate image dictionary.

ICCBased Same as the value of Range in the ICC profile of the image’s 
colour space 

Indexed [ 0 N ], where N = 2n − 1

Pattern (Not permitted with images)

Separation [ 0.0  1.0 ]

DeviceN [  0.0  1.0  0.0  1.0  …  0.0  1.0 ] (one pair of elements for 
each colour component)

Table 90 –  Default Decode Arrays (continued)

Colour Space Decode Array
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注記3はDmaxをよりDminの値より大きいを指定することにより、試料の色強度を反転マッピングを指定することが可能です。例えば、画像の色空間をDeviceGrayでデコードアレイは、[1.0 0.0]である場合、入力

アプリケーションがネイティブイメージサンプルフォーマットとして6ビットの数値を使用する場合、例えば、それは8ビット形式でPDFでこれらのサンプルを表すことができます4、0に各サンプルの2未使用の上位ビットを設定する画像辞書次いで（4.04762 255³63にほぼ等しい）1.0の範囲0.0に0から63までの入力値をマッピングする、[0.00000 4.04762]のデコード配列を特定すべきです。

出力値は、コンポーネントの許容範囲外である場合は、自動的に最も近い許容値に調整しなければなりません。

8.9.5.3画像補間

ソース画像の解像度は、出力装置、各ソースサンプルカバー多くのデバイスピクセルよりも有意に低い場合。その結果、画像はジャギーやブロック状に表示されます。これらの視覚的なアーティファクトは、レンダリング時に画像補間アルゴリズムを適用することにより減少させることができます。代わりに、同じ色、隣接するサンプル値との間の滑らかな遷移を生成する画像補間しようとソースサンプルによって覆われた全ての画素をペイントします。

画像補間をtrueに画像辞書で補間エントリを設定することで有効になります。それは、画像をレンダリングするために必要な時間を増大させることができるので、それはデフォルトで無効にされなければなりません。

注A ReaderはPDFのこの機能を実装しないことを選択したり、それが望んでいることを補間のいずれかの特定の実装を使用することができます準拠。

8.9.5.4代替画像

代替画像（PDF 1.3）は、異なる目的のためにPDFファイル内の画像の複数のバージョンを含むように簡単で下位互換性のある方法を提供します。画像のこれらの変形表現は、解像度や色空間で、例えば、異なっていてもよいです。第一の目標は、低解像度の画面上の表示と高解像度印刷用PDFドキュメントの別のバージョンを維持する必要性を減らすことです。

ベース画像（ある、のXObjectは、リソースディクショナリにいう画像）が交互にするエントリを含んでいてもよいです。このエントリの値は、ベース画像の変異体表現を指定する代替画像辞書の配列でなければなりません。各代替画像辞書は、一の変形のための画像のXObjectを含まなければならないし、そのプロパティを指定しなければなりません。表91が示す代替画像辞書の内容。

インデックス付き[0、N]、N = 2N  -  1

パターン（画像を許可されません）

分離[0.0 1.0]

DeviceNの[0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 ... 1.0]（各色成分の要素の1ペア）

表90  - デフォルトデコードアレイ（続き）

カラースペースデコードアレイ
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EXAMPLE The following shows an image with a single alternate. The base image is a grayscale image, and the 
alternate is a high-resolution RGB image stored on a Web server.  
 
10 0 obj % Image XObject 

<<  /Type /XObject 
 /Subtype /Image 
 /Width 100 
 /Height 200 
 /ColorSpace /DeviceGray 
 /BitsPerComponent 8 
 /Alternates 15 0 R 
 /Length 2167 
 /Filter /DCTDecode 
>> 

 
stream 
… Image data … 
endstream 
endobj 
 
15 0 obj % Alternate images array 

[  << /Image 16 0 R 
/DefaultForPrinting true 

  >> 
] 

endobj 
 
16 0 obj % Alternate image 

<<  /Type /XObject 
 /Subtype /Image 
 /Width 1000 
 /Height 2000 
 /ColorSpace /DeviceRGB 
 /BitsPerComponent 8 
 /Length 0 % This is an external stream 

 
 /F << /FS /URL 

  /F ( http : / / www . myserver . mycorp . com / images / exttest . jpg ) 
  >> 

 /FFilter /DCTDecode 
>> 

 
stream 
endstream 
endobj

Table 91 –  Entries in an Alternate Image Dictionary  

Key Type Value

Image stream (Required) The image XObject for the alternate image. 

DefaultForPrinting boolean (Optional) A flag indicating whether this alternate image shall be the 
default version to be used for printing. At most one alternate for a 
given base image shall be so designated. If no alternate has this entry 
set to true, the base image shall be used for printing by a conforming 
reader. 

OC dictionary (Optional; PDF 1.5) An optional content group (see 8.11.2, "Optional 
Content Groups") or optional content membership dictionary (see 
8.11.2.2, "Optional Content Membership Dictionaries") that facilitates 
the selection of which alternate image to use.
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例を以下に示し、単一の代替と画像。ベース画像は、グレースケール画像であり、代替のWebサーバー上に格納された高解像度のRGB画像です。 10 0 OBJ％イメージのXObject << /タイプ/のXObject /サブタイプ/イメージ/幅100 /身長200 /のColorSpace / DeviceGray / BitsPerComponent 8 /代替デバイス15 0 R /長さ2167 /フィルタ/ DCTDecode >>ストリーム...画像データ... endstream endobj 15 0 OBJ％代替画像アレイ[<< /画像16 0 R /真DefaultForPrinting >>] endobj 16 0 OBJ％代替画像<< /タイプ/のXObject /サブタイプ/イメージ/幅1000 /全高2000 /のColorSpace / DeviceRGBで/ BitsPerComponent 8 /長さ0％これは、外部ストリーム/ F << / FS / URL / Fである（のhttp：。。。。/ / WWWのMYSERVER mycorpコム/画像/ exttest JPG）>> / FFilter / DCTDecode >>ストリームendstream endobj

キータイプ値

DefaultForPrintingboolean（任意）この代替画像を印刷するために使用されるデフォルトのバージョンでなければならないかどうかを示すフラグ。所定のベースイメージのための多くても1つの代替でそう指定しなければなりません。いかなる代替がtrueに設定され、このエントリがない場合、ベース画像は、適合リーダーによって印刷するために使用されなければなりません。

OCdictionary（オプション; PDF 1.5）にその代替画像の選択を容易にするオプションコンテンツグループ（8.11.2、「オプションのコンテンツグループ」を参照）またはオプションのコンテンツ会員辞書（「オプションのコンテンツ会員辞書」、8.11.2.2を参照してください）使用する。
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In PDF 1.5, optional content (see 8.11, "Optional Content") may be used to facilitate selection between 
alternate images. If an image XObject contains both an Alternates entry and an OC entry, the choice of which 
image to use shall be determined as follows:

a) If the image’s OC entry specifies that the base image is visible, that image shall be displayed.

b) Otherwise, the list of alternates specified by the Alternates entry is examined, and the first alternate containing an OC
entry specifying that its content should be visible shall be shown. (Alternate images that have no OC entry shall not be 
shown.) 

8.9.6 Masked Images

8.9.6.1 General

Ordinarily, in the opaque imaging model, images mark all areas they occupy on the page as if with opaque 
paint. All portions of the image, whether black, white, gray, or colour, completely obscure any marks that may 
previously have existed in the same place on the page. In the graphic arts industry and page layout 
applications, however, it is common to crop or mask out the background of an image and then place the 
masked image on a different background so that the existing background shows through the masked areas. A 
number of PDF features are available for achieving such masking effects: 

• The ImageMask entry in the image dictionary, specifies that the image data shall be used as a stencil 
mask for painting in the current colour. 

• The Mask entry in the image dictionary (PDF 1.3) specifies a separate image XObject which shall be used 
as an explicit mask specifying which areas of the image to paint and which to mask out. 

• Alternatively, the Mask entry (PDF 1.3) specifies a range of colours which shall be masked out wherever 
they occur within the image. This technique is known as colour key masking. 

NOTE 5 Earlier versions of PDF commonly simulated masking by defining a clipping path enclosing only those of an 
image’s samples that are to be painted. However, if the clipping path is very complex (or if there is more than 
one clipping path) not all conforming Readers will render the results in the same way. An alternative way to 
achieve the effect of an explicit mask is to define the image being clipped as a pattern, make it the current 
colour, and then paint the explicit mask as an image whose ImageMask entry is true. 

In the transparent imaging model, a fourth type of masking effect, soft masking, is available through the SMask
entry (PDF 1.4) or the SMaskInData entry (PDF 1.5) in the image dictionary; see 11.6.5, "Specifying Soft 
Masks", for further discussion. 

8.9.6.2 Stencil Masking

An image mask (an image XObject whose ImageMask entry is true) is a monochrome image in which each 
sample is specified by a single bit. However, instead of being painted in opaque black and white, the image 
mask is treated as a stencil mask that is partly opaque and partly transparent. Sample values in the image do 
not represent black and white pixels; rather, they designate places on the page that should either be marked 
with the current colour or masked out (not marked at all). Areas that are masked out retain their former 
contents. The effect is like applying paint in the current colour through a cut-out stencil, which lets the paint 
reach the page in some places and masks it out in others. 

An image mask differs from an ordinary image in the following significant ways: 

• The image dictionary shall not contain a ColorSpace entry because sample values represent masking 
properties (1 bit per sample) rather than colours. 

• The value of the BitsPerComponent entry shall be 1. 

• The Decode entry determines how the source samples shall be interpreted. If the Decode array is [ 0 1 ] 
(the default for an image mask), a sample value of 0 shall mark the page with the current colour, and a 1 
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PDF 1.5では、オプションの内容は、（8.11、「オプションのコンテンツ」を参照）、代替画像の選択を容易にするために使用されてもよいです。画像のXObjectは、代替デバイスのエントリとOCエントリの両方が含まれている場合は、次のように使用する画像の選択が決定されなければなりません。

a）は、画像のOCエントリ指定されている場合、ベース画像は、画像が表示されなければならないことは、表示されていること。

B）それ以外の場合は、交互にするエントリで指定された代替案のリストが調べられ、その内容は表示されなければならないことを指定OCentryを含む第一の代替を示さなければなりません。 （なしOCエントリを持っていない代替画像が表示されないものとします。）

8.9.6マスクされた画像

8.9.6.1一般的な

通常、不透明なイメージングモデルでは、画像は、彼らが不透明な塗料であるかのようにページに占めるすべての領域をマーク。画像の全ての部分は、黒、白、灰色、または色かどうか、完全に以前のページ上の同じ場所に存在している可能性のあるマークを不明瞭。グラフィックアーツ業界やページレイアウトアプリケーションでは、しかし、それはトリミングや画像の背景をマスクし、別の背景にマスクされた画像を配置するのが一般的であるので、マスクされた領域を通じ、既存の背景を示しています。 PDFの機能の数は、このようなマスキング効果を達成するために用意されています。

•画像辞書でImageMaskエントリ、画像データは、現在の色に塗るためのステンシルマスクとして使用されなければならないことを指定します。

•また、マスクエントリ（PDF 1.3）は、それらが画像内で発生する場所にマスクされなければならない色の範囲を指定します。この技術は、カラーキーマスキングとして知られています。

ペイントされる画像のサンプルのものだけを囲むクリッピングパスを定義することにより、PDF、一般的にシミュレートされたマスキングの注5以前のバージョン。しかし、クリッピングパスは非常に複雑な（または複数のクリッピングパスがある場合）であれば、すべての読者が同じように結果をレンダリングします適合しません。明示的なマスクの効果を達成するための別の方法は、パターンのようにクリッピングされる画像を定義すること、現在の色作り、その後、そのImageMaskエントリ真である画像として明示的にマスクをペイントすることです。

透明なイメージングモデルでは、マスキング効果、ソフトマスクの第4のタイプは、SMaskentry（PDF 1.4）または画像辞書におけるSMaskInDataエントリ（PDF 1.5）を介して入手可能です。さらなる議論のために、11.6.5、「指定ソフトマスク」を参照してください。

8.9.6.2ステンシルマスク

画像マスク（そのImageMaskエントリ真である画像のXObject）は、各サンプルは、単一のビットによって指定されたモノクロ画像です。しかし、代わりに、不透明な黒と白で塗装された、画像マスクは、部分的に不透明と部分的に透明であるステンシルマスクとして扱われます。画像のサンプル値は、黒と白の画素を表すものではありません。むしろ、彼らはどちらかの現在の色でマークされたか（全てでマークされていない）をマスクする必要があるページ上の場所を指定します。マスクされた領域は、その前の内容を保持しています。効果は、塗料が他にあるいくつかの場所やマスク、それをアウトページに到達することができますカットアウトステンシルを介して、現在の色に塗料を塗布するようなものです。

•デコードエントリは、ソースサンプルが解釈される方法を決定します。デコード配列[0 1]（画像マスクのデフォルト）、0のサンプル値は、現在の色でページをマークしなければならないし、1であれば
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shall leave the previous contents unchanged. If the Decode array is [ 1 0 ], these meanings shall be 
reversed. 

NOTE 6 One of the most important uses of stencil masking is for painting character glyphs represented as bitmaps. 
Using such a glyph as a stencil mask transfers only its “black” bits to the page, leaving the “white” bits (which 
are really just background) unchanged. For reasons discussed in 9.6.5, "Type 3 Fonts", an image mask, rather 
than an image, should almost always be used to paint glyph bitmaps. 

If image interpolation (see 8.9.5.3, "Image Interpolation") is requested during stencil masking, the effect shall 
be to smooth the edges of the mask, not to interpolate the painted colour values. This effect can minimize the 
jaggy appearance of a low-resolution stencil mask. 

8.9.6.3 Explicit Masking

In PDF 1.3, the Mask entry in an image dictionary may be an image mask, as described in sub-clause 8.9.6.2, 
"Stencil Masking", which serves as an explicit mask for the primary (base) image. The base image and the 
image mask need not have the same resolution (Width and Height values), but since all images shall be 
defined on the unit square in user space, their boundaries on the page will coincide; that is, they will overlay 
each other. The image mask indicates which places on the page shall be painted and which shall be masked 
out (left unchanged). Unmasked areas shall be painted with the corresponding portions of the base image; 
masked areas shall not be. 

8.9.6.4 Colour Key Masking

In PDF 1.3, the Mask entry in an image dictionary may be an array specifying a range of colours to be masked 
out. Samples in the image that fall within this range shall not be painted, allowing the existing background to 
show through. 

NOTE 1 The effect is similar to that of the video technique known as chroma-key. 

For colour key masking, the value of the Mask entry shall be an array of 2 ¥ n integers, 
[ min1 max1 … minn maxn ], where n is the number of colour components in the image’s colour space. Each 

integer shall be in the range 0 to 2BitsPerComponent - 1, representing colour values before decoding with the 
Decode array. An image sample shall be masked (not painted) if all of its colour components before decoding, 
c1 … cn , fall within the specified ranges (that is, if mini £ ci £ maxi for all 1 £ i £ n). 

When colour key masking is specified, the use of a DCTDecode or lossy JPXDecode filter for the stream can 
produce unexpected results.

NOTE 2 DCTDecode is always a lossy filter while JPXDecode has a lossy filter option. The use of a lossy filter mean 
that the output is only an approximation of the original input data. Therefore, the use of this filter may lead to 
slight changes in the colour values of image samples, possibly causing samples that were intended to be 
masked to be unexpectedly painted instead, in colours slightly different from the mask colour. 

8.9.7 Inline Images

As an alternative to the image XObjects described in 8.9.5, "Image Dictionaries", a sampled image may be 
specified in the form of an inline image. This type of image shall be defined directly within the content stream in 
which it will be painted rather than as a separate object. Because the inline format gives the reader less 
flexibility in managing the image data, it shall be used only for small images (4 KB or less). 

An inline image object shall be delimited in the content stream by the operators BI (begin image), ID (image 
data), and EI (end image). These operators are summarized in Table 92. BI and ID shall bracket a series of 
key-value pairs specifying the characteristics of the image, such as its dimensions and colour space; the image 
data shall follow between the ID and EI operators. The format is thus analogous to that of a stream object such 
as an image XObject: 
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そのまま前の内容のままになりません。デコードアレイは[1 0]である場合、これらの意味は逆にしなければなりません。

注6ステンシルマスクの最も重要な用途の1つは、ビットマップとして表現される文字のグリフを描くためのものです。変わらない（実際にはバックグラウンドである）「白」ビットを残して、ステンシルマスク転送ページにのみ、その「黒」ビットのようなグリフを使用。 9.6.5で述べた理由から、画像マスクではなく、画像「3フォントを入力」、ほとんど常にグリフビットマップを描画するために使用されるべきです。

画像補間は（8.9.5.3、「画像補間」を参照）ステンシルマスク中に要求された場合、効果は、塗装色の値を補間するのではなく、マスクのエッジを滑らかにしなければなりません。この効果は、低解像度のステンシルマスクのジャギー外観を最小限に抑えることができます。

8.9.6.3明示的なマスキング

PDF 1.3では、画像辞書のマスクエントリは、サブ節8.9.6.2、プライマリ（ベース）画像の明示的なマスクとなる「ステンシルマスク」、に記載されているように、画像マスクであってもよいです。ベース画像と画像マスクが必要と同じ解像度（幅と高さの値）を持っていないが、全ての画像がユーザ空間における単位正方形上で定義されなければならないので、ページ上のそれらの境界は一致します。である、彼らはお互いをオーバーレイします。画像マスクは、塗装されなければならないと（そのまま）マスクされなければならないどのページのどの場所を示しています。マスクされていない領域は、ベース画像の対応する部分で塗装しなければなりません。マスクされた領域があってはなりません。

8.9.6.4カラーキーマスキング

PDF 1.3では、画像辞書のマスクエントリをマスクアウトする色の範囲を指定する配列であってもよいです。この範囲内の画像のサンプルは、既存の背景が透けて見えることができ、塗装してはなりません。

カラーキーマスキングのため、マスクエントリの値が2¥n個の整数の配列でなければならない、[MIN1 MAX1 ...ミネソタ州MAXN]、ここで、nは画像の色空間における色成分の数です。各

デコードアレイと復号前の色値を表す、1  - 整数2BitsPerComponent範囲0でなければなりません。画像サンプルは（塗装されていない）、その色成分の全てデコード前であればマスクされなければならない、C1 ... CN、（全て1£iがn£のためのものであること、もしミニ£CI£マキシ）指定された範囲内に入ります。

カラーキーマスクが指定されている場合、ストリーム用DCTDecodeまたは非可逆JPXDecodeフィルタの使用は、予期しない結果を生成することができます。

JPXDecodeは非可逆フィルタオプションを有している注2 DCTDecodeは常に非可逆フィルタです。損失性フィルタの使用は、出力は、元の入力データの唯一の近似値であることを意味します。したがって、このフィルタの使用は、おそらく予想外マスクの色と若干異なる色ではなく、塗装されるべきマスクされることを意図したサンプルを引き起こし、画像サンプルのカラー値のわずかな変化をもたらし得ます。

8.9.7インライン画像

画像XObjectsの代替8.9.5、「画像辞書」に記載されているように、サンプリングされた画像は、インライン画像の形式で指定することができます。画像のこのタイプは、それが別のオブジェクトとしてではなく、塗装されたコンテンツストリーム内で直接定義されなければなりません。インラインフォーマットは、画像データを管理する上で読者より少ない柔軟性を与えるので、それはわずかな画像（4キロバイト以下）のために使用しなければなりません。

インライン画像オブジェクトは、オペレータBI（画像の開始）、ID（画像データ）、及びEI（エンド画像）コンテンツストリームで区切られなければなりません。これらの演算子は、その大きさや色空間などの画像の特徴を指定するキーと値のペアの系列を一括しなければならない表92. BIとIDにまとめます。画像データは、IDとEI事業者の間に従わなければなりません。フォーマットは、画像のXObjectとしてストリームオブジェクトとすることが類似しています。
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BI 
… Key-value pairs … 
ID 
… Image data … 
EI

Inline image objects shall not be nested; that is, two BI operators shall not appear without an intervening EI to 
close the first object. Similarly, an ID operator shall only appear between a BI and its balancing EI. Unless the 
image uses ASCIIHexDecode or ASCII85Decode as one of its filters, the ID operator shall be followed by a 
single white-space character, and the next character shall be interpreted as the first byte of image data. 

The key-value pairs appearing between the BI and ID operators are analogous to those in the dictionary portion 
of an image XObject (though the syntax is different). Table 93 shows the entries that are valid for an inline 
image, all of which shall have the same meanings as in a stream dictionary (see Table 5) or an image dictionary 
(see Table 89). Entries other than those listed shall be ignored; in particular, the Type, Subtype, and Length
entries normally found in a stream or image dictionary are unnecessary. For convenience, the abbreviations 
shown in the table may be used in place of the fully spelled-out keys. Table 94 shows additional abbreviations 
that can be used for the names of colour spaces and filters. 

These abbreviations are valid only in inline images; they shall not be used in image XObjects. JBIG2Decode
and JPXDecode are not listed in Table 94 because those filters shall not be used with inline images. 

Table 92 –  Inline Image Operators  

Operands Operator Description

— BI Begin an inline image object. 

— ID Begin the image data for an inline image object. 

— EI End an inline image object. 

Table 93 –  Entries in an Inline Image Object  

Full Name Abbreviation

BitsPerComponent BPC

ColorSpace CS

Decode D

DecodeParms DP

Filter F

Height H

ImageMask IM

Intent (PDF 1.1) No abbreviation

Interpolate I (uppercase I)

Width W

Table 94 –  Additional Abbreviations in an Inline Image Object  

Full Name Abbreviation

DeviceGray G

DeviceRGB RGB
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BI ...キーと値のペア... ID ...画像データ... EI

インライン画像オブジェクトを入れ子にしてはなりません。それは、2 BI事業者は、最初のオブジェクトをクローズするために介入EIなしで表示されないものとされます。同様に、IDのオペレータはBIとそのバランスEI間に表示されるものとします。画像は、そのフィルタの一つとしてASCIIHexDecode又はASCII85Decodeを使用しない限り、IDのオペレータは、単一の空白文字が続くものとし、次の文字は、画像データの最初のバイトとして解釈されなければなりません。

（構文が異なるが）BIとIDのオペレータ間に現れるキーと値のペアは、画像のXObjectの辞書部分におけるものと同様です。表93が示すストリーム辞書（表5参照）や画像辞書と同じ意味を有するもの全てがインライン画像のための有効なエントリが、（表89参照）。記載されている以外のエントリは無視されなければなりません。具体的には、通常ストリームまたは画像辞書に見られるタイプ、サブタイプ、およびLengthentriesは不要です。便宜上、表に示されている略語は完全にスペルアウトキーの代わりに使用してもよいです。表94に示した色空間やフィルタの名前のために使用することができる追加の略語。

オペランド演算子説明

完全な名称略称

BitsPerComponent BPC

ColorSpaceのCS

デコードD

DecodeParms DP

フィルターF

高さH

ImageMask IM

テント（PDF 1.1）いいえ略語

InterpolateI（I大文字）

幅W

完全な名称略称

DeviceGray G

DeviceRGBでRGB
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The colour space specified by the ColorSpace (or CS) entry shall be one of the standard device colour spaces 
(DeviceGray, DeviceRGB, or DeviceCMYK). It shall not be a CIE-based colour space or a special colour 
space, with the exception of a limited form of Indexed colour space whose base colour space is a device space 
and whose colour table is specified by a byte string (see 8.6.6.3, "Indexed Colour Spaces"). Beginning with 
PDF 1.2, the value of the ColorSpace entry may also be the name of a colour space in the ColorSpace
subdictionary of the current resource dictionary (see 7.8.3, "Resource Dictionaries"). In this case, the name 
may designate any colour space that can be used with an image XObject. 

NOTE 1 The names DeviceGray, DeviceRGB, and DeviceCMYK (as well as their abbreviations G, RGB, and CMYK) 
always identify the corresponding colour spaces directly; they never refer to resources in the ColorSpace
subdictionary. 

The image data in an inline image may be encoded by using any of the standard PDF filters except JPXDecode 
and JBIG2Decode. The bytes between the ID and EI operators shall be treated the same as a stream object’s 
data (see 7.3.8, "Stream Objects"), even though they do not follow the standard stream syntax. 

NOTE 2 This is an exception to the usual rule that the data in a content stream shall be interpreted according to the 
standard PDF syntax for objects. 

EXAMPLE This example shows an inline image 17 samples wide by 17 high with 8 bits per component in the 
DeviceRGB colour space. The image has been encoded using LZW and ASCII base-85 encoding. The 
cm operator is used to scale it to a width and height of 17 units in user space and position it at 
coordinates (298, 388). The q and Q operators encapsulate the cm operation to limit its effect to resizing 
the image.  
 
q % Save graphics state 
17 0 0 17 298 388 cm % Scale and translate coordinate space 
 
BI % Begin inline image object 

/W 17 % Width in samples 
/H 17 % Height in samples 
/CS /RGB % Colour space 
/BPC 8 % Bits per component 
/F [ /A85 /LZW ] % Filters 

 
ID % Begin image data 
J1/gKA>.]AN&J?]-<HW]aRVcg*bb.\eKAdVV%/PcZ 
… Omitted data … 
R.s(4KE3&d&7hb*7[%Ct2HCqC~> 
EI % End inline image object 
Q % Restore graphics state

DeviceCMYK CMYK

Indexed I (uppercase I)

ASCIIHexDecode AHx

ASCII85Decode A85

LZWDecode LZW

FlateDecode (PDF 1.2) Fl (uppercase F, lowercase L)

RunLengthDecode RL

CCITTFaxDecode CCF

DCTDecode DCT

Table 94 –  Additional Abbreviations in an Inline Image Object (continued)

Full Name Abbreviation
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ColorSpace（またはCS）エントリによって指定された色空間は、標準的なデバイス色空間（DeviceGray、DeviceRGBで、又はDeviceCMYK）のいずれかでなければなりません。これは、ベースの色空間は、デバイス空間であり、そのカラーテーブルバイト列で指定されている（8.6.6.3参照インデックスカラースペースの限られた形を除いて、CIEベースの色空間や特殊色空間であってはなりません、「インデックスカラースペース」）。 PDF 1.2以降では、ColorSpaceのエントリの値は、現在のリソースディクショナリのColorSpacesubdictionary（「リソース辞書」、7.8.3を参照）で、色空間の名前かもしれません。この場合、名前が画像のXObjectと一緒に使用することができる任意の色空間を指定することができます。

注記1 DeviceGray、DeviceRGBで、及びDeviceCMYK（ならびにそれらの略語G、RGBおよびCMYK）は常に直接対応する色空間を識別名。彼らはColorSpacesubdictionary内のリソースを参照してくださいことはありません。

インライン画像の画像データをJPXDecodeとJBIG2Decode除く標準PDFフィルタのいずれかを使用して符号化することができます。 IDとEI事業者間のバイトは、彼らが標準ストリーム構文に従っていないにもかかわらず、（7.3.8、「ストリームはオブジェクト」を参照してください）ストリームオブジェクトのデータと同じように扱われなければなりません。

例この例が示すDeviceRGBで色空間の成分当たり8ビットの17高で17個のサンプルワイドインライン画像。画像は、LZWとASCIIベース85符号化を用いて符号化されています。 cmのオペレータは、ユーザ空間座標（298、388）の位置を17単位の幅と高さにそれを拡張するために使用されます。 QおよびQオペレータは、画像のサイズを変更し、その効果を制限するために、CMの動作をカプセル化します。サンプル/ CS / RGB％の色空間/ BPC 8％ビットにおけるQ％保存グラフィック状態17 0 0 17 298 388センチメートル％のスケール及び空間BI％はサンプル中17％、幅w /インライン画像オブジェクトを開始座標変換/ H 17％高ルピー（4KE3＆D＆7hb * 7 [％... <HW] aRVcg * BB \ eKAdVV％/ PCZ ...省略データ - 。？。コンポーネントごと/ F [/ A85 / LZW]％は、ID％]はAN＆J]>画像データJ1 / GKAを開始フィルタCt2HCqC〜> EI％のエンドインライン画像オブジェクトのQ％グラフィック状態を復元します。

DeviceCMYK CMYK

IndexedI（I大文字）

ASCIIHexDecode AHX

ASCII85Decode A85

LZWDecode LZW

FlateDecode（PDF 1.2）フロリダ（F大文字、小文字のL）

RunLengthDecode RL

CCITTFaxDecode CCF

DCTDecode DCT

表94  - インライン画像オブジェクト内の追加略語（続き）

完全な名称略称
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8.10 Form XObjects

8.10.1 General

A form XObject is a PDF content stream that is a self-contained description of any sequence of graphics 
objects (including path objects, text objects, and sampled images). A form XObject may be painted multiple 
times—either on several pages or at several locations on the same page—and produces the same results each 
time, subject only to the graphics state at the time it is invoked. Not only is this shared definition economical to 
represent in the PDF file, but under suitable circumstances the conforming reader can optimize execution by 
caching the results of rendering the form XObject for repeated reuse. 

NOTE 1 The term form also refers to a completely different kind of object, an interactive form (sometimes called an 
AcroForm), discussed in 12.7, "Interactive Forms". Whereas the form XObjects described in this sub-clause 
correspond to the notion of forms in the PostScript language, interactive forms are the PDF equivalent of the 
familiar paper instrument. Any unqualified use of the word form is understood to refer to an interactive form; the 
type of form described here is always referred to explicitly as a form XObject. 

Form XObjects have various uses: 

• As its name suggests, a form XObject may serve as the template for an entire page. 

EXAMPLE A program that prints filled-in tax forms can first paint the fixed template as a form XObject and then paint 
the variable information on top of it. 

• Any graphical element that is to be used repeatedly, such as a company logo or a standard component in 
the output from a computer-aided design system, may be defined as a form XObject. 

• Certain document elements that are not part of a page’s contents, such as annotation appearances (see 
12.5.5, "Appearance Streams"), shall be represented as form XObjects. 

• A specialized type of form XObject, called a group XObject (PDF 1.4), can be used to group graphical 
elements together as a unit for various purposes (see 8.10.3, "Group XObjects"). In particular, group 
XObjects shall be used to define transparency groups and soft masks for use in the transparent imaging 
model (see 11.6.5.2, "Soft-Mask Dictionaries" and 11.6.6, "Transparency Group XObjects"). 

• Another specialized type of form XObject, a reference XObject (PDF 1.4), may be used to import content 
from one PDF document into another (see 8.10.4, "Reference XObjects"). 

A writer shall perform the following two specific operations in order to use a form XObject:

a) Define the appearance of the form XObject. A form XObject is a PDF content stream. The dictionary portion of the 
stream (called the form dictionary) shall contain descriptive information about the form XObject; the body of the stream 
shall describe the graphics objects that produce its appearance. The contents of the form dictionary are described in 
8.10.2, "Form Dictionaries". 

b) Paint the form XObject. The Do operator (see 8.8, "External Objects") shall paint a form XObject whose name is 
supplied as an operand. The name shall be defined in the XObject subdictionary of the current resource dictionary. 
Before invoking this operator, the content stream in which it appears should set appropriate parameters in the graphics 
state. In particular, it should alter the current transformation matrix to control the position, size, and orientation of the 
form XObject in user space. 

Each form XObject is defined in its own coordinate system, called form space. The BBox entry in the form 
dictionary shall be expressed in form space, as shall be any coordinates used in the form XObject’s content 
stream, such as path coordinates. The Matrix entry in the form dictionary shall specify the mapping from form 
space to the current user space. Each time the form XObject is painted by the Do operator, this matrix shall be 
concatenated with the current transformation matrix to define the mapping from form space to device space. 

NOTE 2 This differs from the Matrix entry in a pattern dictionary, which maps pattern space to the initial user space of 
the content stream in which the pattern is used. 
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8.10フォームXObjects

8.10.1一般的な

フォームのXObjectは、（パスオブジェクト、テキストオブジェクト、及びサンプリングされた画像を含む）グラフィックスオブジェクトの任意の配列の自己完結型の記述であるPDFコンテンツストリームです。フォームのXObjectは同じで複数回、いずれかのいくつかのページまたは数箇所を描いたページと同じ結果たびに、それだけが呼び出される時点でのグラフィックス状態の対象を生成することができます。だけでなく、PDFファイルで表現するため、この共有の定義経済的ですが、適した状況下準拠リーダーは繰り返し再利用するためのフォームのXObjectのレンダリングの結果をキャッシュすることによって実行を最適化することができます。

注記1用語の形態は、オブジェクトの完全に異なる種類、12.7で説明した（時にはAcroFormと呼ばれる）インタラクティブフォーム、「インタラクティブフォーム」を指します。ポストスクリプト言語の形式の概念のこのサブ句相当に記載のフォームXObjects一方、インタラクティブフォームは馴染み紙器具のPDFと同等です。フォームが対話形を指すと理解される単語の任意の修飾されていない使用。フォームの種類は、常にフォームのXObjectとして明示的に呼ばれてここで説明します。

その名のとおり•、フォームのXObjectは、ページ全体のテンプレートとして働くことができます。

•このような会社のロゴ又はコンピュータ支援設計システムの出力における標準コンポーネントとして、繰り返し使用される任意のグラフィック要素は、フォームのXObjectとして定義することができます。

そのような注釈出演など、ページの内容の一部ではない•特定の文書要素は、（12.5.5、「外観ストリーム」を参照）、フォームXObjectsとして表現されなければなりません。

•Aは、グループのXObject（PDF 1.4）と呼ばれる、フォームのXObjectの種類を専門（8.10.3、「グループXObjects」を参照）様々な目的のためにユニットとして一緒にグループグラフィック要素に使用することができます。具体的には、グループXObjects透明イメージングモデルで使用するための透明基及びソフトマスクを定義するために使用されなければならない（11.6.5.2を参照して、「ソフトマスク辞書」と11.6.6、「透明グループXObjects」）。

•フォームのXObjectの別の特殊なタイプの、参照のXObject（PDF 1.4）、（8.10.4、「リファレンスXObjects」を参照）別のものに1つのPDFドキュメントからのインポートコンテンツに使用することができます。

作家は、フォームのXObjectを使用するためには、次の2つの特定の操作を実行しなければなりません。

a）の形式のXObjectの外観を定義します。フォームのXObjectは、PDFコンテンツストリームです。 （フォーム辞書と呼ばれる）は、ストリームの辞書部分は、フォームのXObjectに関する記述的な情報を含まなければなりません。ストリームのボディは、その外観を作るグラフィックスオブジェクトについて記述しなければなりません。フォーム辞書の内容は8.10.2、「フォーム辞書」で説明されています。

b）のフォームXObjectをペイント。ドゥ演算子は（8.8、「外部オブジェクト」を参照してください）、名前がオペランドとして供給されているフォームのXObjectを描くもの。名前は、現在のリソースディクショナリのXObjectをのサブディクショナリで定義されなければなりません。この演算子を呼び出す前に、それが表示されるコンテンツのストリームは、グラフィックス状態の適切なパラメータを設定する必要があります。特に、ユーザ空間内のフォームのXObjectの位置、大きさ、及び向きを制御するために、現在の変換行列を変更しなければなりません。

フォーム空間と呼ばれる独自の座標系で定義されているのXObject各フォーム、。そのような経路座標としてフォームのXObjectのコンテンツストリームに使用される任意の座標でなければならないように、フォーム辞書内にBBoxエントリは、形態空間で表現されなければなりません。フォーム辞書のマトリックスエントリーは、現在のユーザ空間にフォーム空間からのマッピングを指定しなければなりません。各タイムドオペレータによって描かれているのXObjectフォームは、このマトリックスは、デバイス空間にフォーム空間からのマッピングを定義するために、現在の変換行列と連結されなければなりません。

注2パターンが使用されているコンテンツストリームの初期のユーザ空間にパターンスペースをマップするパターン辞書の行列エントリから、この異なります。
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When the Do operator is applied to a form XObject, a conforming reader shall perform the following tasks: 

a) Saves the current graphics state, as if by invoking the q operator (see 8.4.4, "Graphics State Operators") 

b) Concatenates the matrix from the form dictionary’s Matrix entry with the current transformation matrix (CTM) 

c) Clips according to the form dictionary’s BBox entry 

d) Paints the graphics objects specified in the form’s content stream 

e) Restores the saved graphics state, as if by invoking the Q operator (see 8.4.4, "Graphics State Operators") 

Except as described above, the initial graphics state for the form shall be inherited from the graphics state that 
is in effect at the time Do is invoked. 

8.10.2 Form Dictionaries

Every form XObject shall have a form type, which determines the format and meaning of the entries in its form 
dictionary. This specification only defines one form type, Type 1. Form XObject dictionaries may contain the 
entries shown in Table 95, in addition to the usual entries common to all streams (see Table 5). 

Table 95 –  Additional Entries Specific to a Type 1 Form Dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be XObject for a form XObject. 

Subtype name (Required) The type of XObject that this dictionary describes; shall be
Form for a form XObject. 

FormType integer (Optional) A code identifying the type of form XObject that this 
dictionary describes. The only valid value is 1. Default value: 1. 

BBox rectangle (Required) An array of four numbers in the form coordinate system 
(see above), giving the coordinates of the left, bottom, right, and top 
edges, respectively, of the form XObject’s bounding box. These 
boundaries shall be used to clip the form XObject and to determine its 
size for caching. 

Matrix array (Optional) An array of six numbers specifying the form matrix, which 
maps form space into user space (see 8.3.4, "Transformation 
Matrices"). Default value: the identity matrix [ 1 0 0 1 0 0 ]. 

Resources dictionary (Optional but strongly recommended; PDF 1.2) A dictionary specifying 
any resources (such as fonts and images) required by the form 
XObject (see 7.8, "Content Streams and Resources"). 
In a PDF whose version is 1.1 and earlier, all named resources used in 
the form XObject shall be included in the resource dictionary of each 
page object on which the form XObject appears, regardless of whether 
they also appear in the resource dictionary of the form XObject. These 
resources should also be specified in the form XObject’s resource 
dictionary as well, to determine which resources are used inside the 
form XObject. If a resource is included in both dictionaries, it shall 
have the same name in both locations. 
In PDF 1.2 and later versions, form XObjects may be independent of 
the content streams in which they appear, and this is strongly 
recommended although not required. In an independent form XObject, 
the resource dictionary of the form XObject is required and shall 
contain all named resources used by the form XObject. These 
resources shall not be promoted to the outer content stream’s 
resource dictionary, although that stream’s resource dictionary refers 
to the form XObject. 
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ドゥ演算子は、フォームのXObjectに適用された場合、準拠リーダーは、次のタスクを実行しなければなりません。

A）（「グラフィックス状態演算子」、8.4.4参照）Qオペレータを呼び出すことによってかのように、現在のグラフィックス状態を保存

Qオペレーターを呼び出すことによって（8.4.4を参照してくださいかのようにe）に、保存されたグラフィックスの状態を復元し、「グラフィックス州演算子」）

前述したよう除き、フォームの初期グラフィック状態は、DOが呼び出された時点で有効になっているグラフィックス状態から継承されなければなりません。

8.10.2フォーム辞書

すべてのフォームのXObjectは、その形態の辞書内のエントリの形式と意味を決定フォームタイプを、持たなければなりません。この仕様は、タイプ1のフォームのXObject辞書（表5を参照）すべてのストリームに共通の通常のエントリに加えて、表95に示すエントリを含むことができる1つのフォームタイプを定義します。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、フォームのXObjectのためのXObjectをしなければなりません。

BBoxrectangle（必須）形の4つの数値の配列の形式は、それぞれのXObjectのバウンディングボックスを左、下、右、及び上端の座標を与え、（上記参照）座標系。これらの境界は、フォームのXObjectをクリップすると、キャッシングのためにその大きさを決定するために使用されなければなりません。

Matrixarray（オプション）ユーザ空間にフォームスペースをマップ形式の行列を指定6つの数字の配列、（8.3.4、「変換行列」を参照）。デフォルト値：恒等行列[1 0 0 1 0 0]。

Resourcesdictionary（任意ですが、強くお勧めします。PDF 1.2）形式のXObjectで必要とされる（例えばフォントや画像など）の任意のリソースを指定した辞書（7.8、「コンテンツストリームとリソース」を参照してください）。かかわらず、彼らはまた、フォームのXObjectのリソースディクショナリに表示されるかどうかのそのバージョン1.1以前であるPDF、のXObjectは、フォームのXObjectが表示されている各ページのオブジェクトのリソースディクショナリに含まれなければならない形で使用されているすべての名前付きリソースでは、 。これらのリソースは、フォームのXObjectの内部で使用されているリソースを決定するために、だけでなく、フォームのXObjectのリソースディクショナリで指定する必要があります。リソースは両方の辞書に含まれている場合、それは両方の場所に同じ名前を持たなければなりません。 PDF 1.2以降のバージョンでは、フォームのXObjectsは、彼らが表示されているコンテンツストリームの独立していてもよいし、必要ではないが、このことを強くお勧めします。独立した形のXObjectでは、フォームのXObjectのリソースディクショナリが必要とされ、フォームのXObjectで使用されているすべての名前付きリソースを含んでいなければなりません。そのストリームのリソースディクショナリは、フォームのXObjectに言及しているが、これらのリソースは、外側のコンテンツストリームのリソースディクショナリに昇格してはなりません。
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EXAMPLE The following shows a simple form XObject that paints a filled square 1000 units on each side.  
 
6 0 obj % Form XObject 

<<  /Type /XObject 
 /Subtype /Form 
 /FormType 1 
 /BBox [ 0 0 1000 1000 ] 
 /Matrix [ 1 0 0 1 0 0 ] 
 /Resources << /ProcSet [ /PDF ] >> 

Group dictionary (Optional; PDF 1.4) A group attributes dictionary indicating that the 
contents of the form XObject shall be treated as a group and 
specifying the attributes of that group (see 8.10.3, "Group XObjects"). 
If a Ref entry (see below) is present, the group attributes shall also 
apply to the external page imported by that entry, which allows such an 
imported page to be treated as a group without further modification. 

Ref dictionary (Optional; PDF 1.4) A reference dictionary identifying a page to be 
imported from another PDF file, and for which the form XObject serves 
as a proxy (see 8.10.4, "Reference XObjects"). 

Metadata stream (Optional; PDF 1.4) A metadata stream containing metadata for the 
form XObject (see 14.3.2, "Metadata Streams"). 

PieceInfo dictionary (Optional; PDF 1.3) A page-piece dictionary associated with the form 
XObject (see 14.5, "Page-Piece Dictionaries"). 

LastModified date (Required if PieceInfo is present; optional otherwise; PDF 1.3) The 
date and time (see 7.9.4, "Dates") when the form XObject’s contents 
were most recently modified. If a page-piece dictionary (PieceInfo) is 
present, the modification date shall be used to ascertain which of the 
application data dictionaries it contains correspond to the current 
content of the form (see 14.5, "Page-Piece Dictionaries"). 

StructParent integer (Required if the form XObject is a structural content item; PDF 1.3)
The integer key of the form XObject’s entry in the structural parent tree 
(see 14.7.4.4, "Finding Structure Elements from Content Items"). 

StructParents integer (Required if the form XObject contains marked-content sequences that 
are structural content items; PDF 1.3) The integer key of the form 
XObject’s entry in the structural parent tree (see 14.7.4.4, "Finding 
Structure Elements from Content Items"). 
At most one of the entries StructParent or StructParents shall be
present. A form XObject shall be either a content item in its entirety or 
a container for marked-content sequences that are content items, but 
not both. 

OPI dictionary (Optional; PDF 1.2) An OPI version dictionary for the form XObject 
(see 14.11.7, "Open Prepress Interface (OPI)"). 

OC dictionary (Optional; PDF 1.5) An optional content group or optional content 
membership dictionary (see 8.11, "Optional Content") specifying the 
optional content properties for the form XObject. Before the form is 
processed, its visibility shall be determined based on this entry. If it is 
determined to be invisible, the entire form shall be skipped, as if there 
were no Do operator to invoke it.

Name name (Required in PDF 1.0; optional otherwise) The name by which this 
form XObject is referenced in the XObject subdictionary of the current 
resource dictionary (see 7.8.3, "Resource Dictionaries"). 
NOTE This entry is obsolescent and its use is no longer 

recommended. 

Table 95 –  Additional Entries Specific to a Type 1 Form Dictionary (continued)

Key Type Value
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Groupdictionary（オプション、PDF 1.4）グループは、辞書形式の内容のXObjectは（8.10.3、「グループXObjects」を参照）のグループとして扱われ、そのグループの属性を指定しなければならないことを示す属性。参考エントリが（下記参照）が存在する場合、グループ属性はまた、インポートされたページは、さらに修飾することなくグループとして扱うことができ、そのエントリによってインポート外部のページに適用しなければなりません。

Refdictionary（オプション、PDF 1.4）別のPDFファイルからインポートするページを識別する基準辞書、およびフォームがのXObjectがプロキシとして機能するための（8.10.4、「リファレンスXObjects」を参照）。

Metadatastream（オプション; PDF 1.4）形式のXObjectのためのメタデータを含むメタデータストリーム（14.3.2、「メタデータストリーム」を参照）。

PieceInfodictionary（オプション; PDF 1.3）形式のXObjectに関連するページピース辞書（14.5、「ページピース辞書」を参照してください）。

LastModifieddate（PieceInfo場合に必要である、オプションそうでない場合は、PDF 1.3）日付と時刻（7.9.4、「日付」を参照）、フォームのXObjectの内容が最近変更されたとき。ページピース辞書（PieceInfo）が存在する場合、変更日は（14.5、「ページピース辞書」を参照）アプリケーションデータ辞書のそれがフォームの現在のコンテンツに対応するが含まれている確認するために使用されなければなりません。

StructParentinteger（必須フォームのXObjectは、構造的なコンテンツ・アイテムである場合は、PDF 1.3）の構造、親ツリー内のフォームのXObjectのエントリの整数キーは（14.7.4.4、「コンテンツアイテムから検索構造要素」を参照してください）。

StructParentsintegerは（フォームのXObjectは、構造的なコンテンツ項目であるマーク・コンテンツのシーケンスが含まれている場合は必須。PDF 1.3）の構造、親ツリー内のフォームのXObjectのエントリの整数キーを（14.7.4.4、「コンテンツアイテムから検索構造要素」を参照してください）。 StructParentまたはStructParentsがbepresentばならないエントリの最も1時。フォームのXObjectは、その全体がコンテンツアイテム又はコンテンツアイテムであるマーク・コンテンツのシーケンスのためのコンテナ、両方ではなくどちらかでなければなりません。

OPIdictionary（オプション; PDF 1.2）形式のXObjectのためのアンOPIバージョン辞書（14.11.7、 "オープンプリプレスインターフェイス（OPI）" を参照してください）。

OCdictionary（オプション; PDF 1.5）、オプションのコンテンツグループまたはオプションのコンテンツ会員辞書（8.11を参照してください、「オプションのコンテンツ」）のフォームXObjectをのためのオプションのコンテンツプロパティを指定します。フォームが処理される前に、その可視性は、このエントリに基づいて決定されなければなりません。目に見えないと判断された場合、それを呼び出すために何のDoオペレータがなかったかのように、全体の形は、スキップされなければなりません。

Namename（必須ではPDF 1.0、それ以外の場合は省略可能）このフォームのXObjectは、現在のリソースディクショナリのXObjectをのサブディクショナリで参照される名前（7.8.3を参照してください、「リソース辞書」）。 NOTEこのエントリは陳腐化されず、その使用はもはや推奨されます。

表95  - タイプ1のフォーム辞書に追加エントリの具体（続き）

キータイプ値
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 /Length 58 
>> 

 
stream 

0 0 m 
0 1000 l 
1000 1000 l 
1000 0 l 
f 

endstream 
endobj

8.10.3 Group XObjects

A group XObject (PDF 1.4) is a special type of form XObject that can be used to group graphical elements 
together as a unit for various purposes. It shall be distinguished by the presence of the optional Group entry in 
the form dictionary (see 8.10.2, "Form Dictionaries"). The value of this entry shall be a subsidiary group 
attributes dictionary describing the properties of the group. 

As shown in Table 96, every group XObject shall have a group subtype (specified by the S entry in the group 
attributes dictionary) that determines the format and meaning of the dictionary’s remaining entries. This 
specification only defines one subtype, a transparency group XObject (subtype Transparency) representing a 
transparency group for use in the transparent imaging model (see 11.4, "Transparency Groups"). The 
remaining contents of this type of dictionary are described in 11.6.6, "Transparency Group XObjects". 

8.10.4 Reference XObjects

8.10.4.1 General

Reference XObjects (PDF 1.4) enable one PDF document to import content from another. The document in 
which the reference occurs is called the containing document; the one whose content is being imported is the 
target document. The target document may reside in a file external to the containing document or may be 
included within it as an embedded file stream (see 7.11.4, "Embedded File Streams"). 

The reference XObject in the containing document shall be a form XObject containing the Ref entry in its form 
dictionary, as described below. This form XObject shall serve as a proxy that shall be displayed or printed by a 
conforming reader in place of the imported content. 

NOTE 3 The proxy might consist of a low-resolution image of the imported content, a piece of descriptive text referring 
to it, a gray box to be displayed in its place, or any other similar placeholder. 

Conforming readers that do not recognize the Ref entry shall simply display or print the proxy as an ordinary 
form XObject. Those readers that do implement reference XObjects shall use the proxy in place of the imported 
content if the latter is unavailable. A conforming reader may also provide a user interface to allow editing and 
updating of imported content links. 

Table 96 –  Entries Common to all Group Attributes Dictionaries  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Group for a group attributes dictionary. 

S name (Required) The group subtype, which identifies the type of group whose 
attributes this dictionary describes and determines the format and 
meaning of the dictionary’s remaining entries. The only group subtype 
defined is Transparency; see 11.6.6, "Transparency Group XObjects", 
for the remaining contents of this type of dictionary. 
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8.10.3グループXObjects

グループのXObject（PDF 1.4）は、様々な目的のためにユニットとして一緒にグループグラフィック要素に使用することができる形式のXObjectの特殊なタイプです。これは、フォーム辞書のオプションのグループエントリの存在によって区別されなければならない（8.10.2を参照してください、「フォーム辞書」）。このエントリの値は、補助グループは、グループのプロパティを記述する辞書属性でなければなりません。

表96に示すように、各グループのXObjectは、辞書の残りのエントリのフォーマットと意味を決定するグループサブタイプ（グループ内のS・エントリで指定された辞書属性）なければなりません。この仕様は、唯一のサブタイプ、透明なイメージングモデルで使用するための透明基を表す透明基のXObject（サブタイプ透明）（11.4、「透明グループ」を参照）を定義します。辞書のこのタイプの残りの内容は、「透明性グループXObjects」11.6.6で説明されています。

8.10.4リファレンスXObjects

8.10.4.1一般

参考XObjects（PDF 1.4）から別のインポートコンテンツに1つのPDF文書を有効にします。参照が発生した文書を含む文書と呼ばれます。その内容は、インポートされているものは、対象文書です。ターゲット文書が含む文書の外部ファイル内に常駐することができる、または埋め込みファイルストリーム（7.11.4、「埋め込みファイルストリーム」を参照）のようにその中に含まれてもよいです。

後述のように含む文書内の参照のXObjectは、その形式辞書のRefエントリを含むフォームのXObjectでなければなりません。この形式のXObjectは、インポートされたコンテンツの代わりに準拠リーダによって表示または印刷されなければならないプロキシとして機能しなければなりません。

プロキシがインポートされたコンテンツの低解像度画像から成る場合があります3は、それを参照して説明文の片は、灰色のボックスは、その場所、又は任意の他の同様のプレースホルダに表示されます。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。グループは、辞書の属性のために存在する場合、グループでなければなりません。

SNAME（必須）属性この辞書は、辞書の残りのエントリの形式と意味を説明し、決定グループの種類を識別するグループサブタイプ、。定義されたグループのみのサブタイプは、透明です。辞書のこのタイプの残りの内容のため、11.6.6、「透明性グループXObjects」を参照してください。
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The imported content shall consist of a single, complete PDF page in the target document. It shall be 
designated by a reference dictionary, which in turn shall be the value of the Ref entry in the reference XObject’s 
form dictionary (see 8.10.2, "Form Dictionaries"). The presence of the Ref entry shall distinguish reference 
XObjects from other types of form XObjects. Table 97 shows the contents of the reference dictionary. 

When the imported content replaces the proxy, it shall be transformed according to the proxy object’s 
transformation matrix and clipped to the boundaries of its bounding box, as specified by the Matrix and BBox
entries in the proxy’s form dictionary (see 8.10.2, "Form Dictionaries"). The combination of the proxy object’s 
matrix and bounding box thus implicitly defines the bounding box of the imported page. This bounding box 
typically coincides with the imported page’s crop box or art box (see 14.11.2, "Page Boundaries"), but may not 
correspond to any of the defined page boundaries. If the proxy object’s form dictionary contains a Group entry, 
the specified group attributes shall apply to the imported page as well, which allows the imported page to be 
treated as a group without further modification. 

8.10.4.2 Printing Reference XObjects

When printing a page containing reference XObjects, an application may emit any of the following items, 
depending on the capabilities of the conforming reader, the user’s preferences, and the nature of the print job: 

• The imported content designated by the reference XObject 

• The reference XObject as a proxy for the imported content 

• An OPI proxy or substitute image taken from the reference XObject’s OPI dictionary, if any (see 14.11.7, 
"Open Prepress Interface (OPI)") 

The imported content or the reference XObject may also be emitted, by a conforming reader, in place of an OPI 
proxy when generating OPI comments in a PostScript output stream. 

8.10.4.3 Special Considerations

Certain special considerations arise when reference XObjects interact with other PDF features: 

• When the page imported by a reference XObject contains annotations (see 12.5, "Annotations"), all 
annotations that contain a printable, unhidden, visible appearance stream (12.5.5, "Appearance Streams") 
shall be included in the rendering of the imported page. If the proxy is a snapshot image of the imported 
page, it shall also include the annotation appearances. These appearances shall therefore be converted 
into part of the proxy’s content stream, either as subsidiary form XObjects or by flattening them directly into 
the content stream. 

• Logical structure information associated with a page (see 14.7, "Logical Structure") may be ignored when 
importing the page into another document with a reference XObject. In a target document with multiple 

Table 97 –  Entries in a Reference Dictionary  

Key Type Value

F file specification (Required) The file containing the target document. 

Page integer or 
text string

(Required) A page index or page label (see 12.4.2, "Page Labels") 
identifying the page of the target document containing the content to 
be imported. This reference is a weak one and may be inadvertently 
invalidated if the referenced page is changed or replaced in the target 
document after the reference is created. 

ID array (Optional) An array of two byte strings constituting a file identifier (see 
14.4, "File Identifiers") for the file containing the target document. The 
use of this entry improves an reader’s chances of finding the intended 
file and allows it to warn the user if the file has changed since the 
reference was created. 
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インポートされたコンテンツは、ターゲットドキュメントで、単一の、完全なPDFのページで構成されなければなりません。これは、順番に参照したXObjectのフォーム辞書のRefエントリの値でなければなら参照辞書、（8.10.2、「フォーム辞書」を参照）で指定されなければなりません。参考文献エントリの存在は、フォームXObjectsの他の種類からの基準XObjectsを区別しなければなりません。表97が示す基準辞書の内容。

インポートされたコンテンツは、プロキシを置き換えた場合のマトリックスとプロキシのフォーム辞書のBBoxentriesによって指定され、それは、プロキシオブジェクトの変換行列に従って変換し、そのバウンディングボックスの境界にクリップされなければならない（8.10.2、「フォーム辞書を参照してください「）。プロキシオブジェクトのマトリックスおよびバウンディングボックスの組み合わせは、このように暗黙的にインポートされたページのバウンディングボックスを定義します。このバウンディングボックスは、通常（14.11.2、「ページ境界」を参照）インポートされたページのクロップボックスやアートボックスと一致しているが、定義されたページの境界のいずれにも対応しない場合があります。プロキシオブジェクトの形辞書はグループのエントリが含まれている場合は、指定したグループの属性は、インポートされたページは、さらに変更を加えることなく、グループとして扱われることを可能にするだけでなく、インポートページに適用しなければなりません。

8.10.4.2印刷解説XObjects

基準XObjectsを含むページを印刷する場合、アプリケーションは適合リーダー、ユーザの好み、および印刷ジョブの性質の機能に応じて、以下の項目のいずれかを放出することができます。

•いずれかの場合には、参照のXObjectのOPI辞書から取らアンOPIプロキシまたは代替画像は（14.11.7、「オープンプリプレスインターフェイス（OPI）」を参照してください）

PostScript出力ストリームにおけるOPIコメントを生成するときにインポートされたコンテンツまたは参照のXObjectはまた、OPIプロキシの代わりに、適合リーダによって、放出することができます。

8.10.4.3特別な考慮事項

•のXObjectは（12.5、「注釈」を参照）の注釈が含まれて参照することによってインポートされたページは、印刷可能、再表示、目に見える外観ストリーム（12.5.5、「外観ストリーム」）を含むすべての注釈がのレンダリングに含めなければならない場合にはインポートされたページ。プロキシがインポートされたページのスナップショットイメージである場合、それはまた、注釈出演を含まなければなりません。これらの出現はそのための補助フォームXObjectsとして、またはコンテンツストリームに直接それらを平坦化のいずれかによって、プロキシのコンテンツストリームの一部に変換されなければなりません。

ページに関連付けられている•論理構造情報が参照XObjectを持つ別のドキュメントにページをインポートする際に無視することができる（14.7は、「論理構造」を参照します）。複数でターゲット文書で

キータイプ値

Pageintegerまたはテキスト文字列（必須）ページインデックスまたはページラベル（12.4.2を参照してください、「ページがラベル」）インポートする内容を含むターゲット文書のページを特定します。この基準は、弱いものであり、基準が作成された後に参照されたページは、ターゲット文書に変更又は交換された場合に誤って無効にすることができます。

ターゲットドキュメントを含むファイルのIDarray（オプション）ファイル識別子を構成する2つのバイト文字列の配列（14.4、「ファイル識別子」を参照してください）。このエントリの使用は意図されたファイルを見つけるの読者のチャンスを向上させ、参照が作成されてからファイルが変更された場合、それはユーザーに警告することができます。
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pages, structure elements occurring on the imported page are typically part of a larger structure pertaining 
to the document as a whole; such elements cannot meaningfully be incorporated into the structure of the 
containing document. In a one-page target document or one made up of independent, structurally 
unrelated pages, the logical structure for the imported page may be wholly self-contained; in this case, it 
may be possible to incorporate this structure information into that of the containing document. However, 
PDF provides no mechanism for the logical structure hierarchy of one document to refer indirectly to that of 
another. 

8.11 Optional Content

8.11.1 General

Optional content (PDF 1.5) refers to sub-clauses of content in a PDF document that can be selectively viewed 
or hidden by document authors or consumers. This capability is useful in items such as CAD drawings, layered 
artwork, maps, and multi-language documents.

NOTE The following sub-clauses describe the PDF structures used to implement optional content: 
 
8.11.2, "Optional Content Groups", describes the primary structures used to control the visibility of content.  
 
8.11.3, "Making Graphical Content Optional", describes how individual pieces of content in a document may 
declare themselves as belonging to one or more optional content groups. 
 
8.11.4, "Configuring Optional Content", describes how the states of optional content groups are set.

8.11.2 Optional Content Groups

8.11.2.1 General

An optional content group is a dictionary representing a collection of graphics that can be made visible or 
invisible dynamically by users of conforming readers. The graphics belonging to such a group may reside 
anywhere in the document: they need not be consecutive in drawing order, nor even belong to the same 
content stream. Table 98 shows the entries in an optional content group dictionary. 

In its simplest form, each dictionary shall contain a Type entry and a Name for presentation in a user interface. 
It may also have an Intent entry that may describe its intended use (see 8.11.2.3, "Intent") and a Usage entry 
that shall describe the nature of its content (see 8.11.4.4, "Usage and Usage Application Dictionaries").

Table 98 –  Entries in an Optional Content Group Dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be
OCG for an optional content group dictionary.

Name text string (Required) The name of the optional content group, suitable for 
presentation in a reader’s user interface.

Intent name or 
array

(Optional) A single intent name or an array containing any combination of 
names. PDF defines two names, View and Design, that may indicate the 
intended use of the graphics in the group. A conforming reader may 
choose to use only groups that have a specific intent and ignore others. 
Default value: View. See 8.11.2.3, "Intent" for more information.

Usage dictionary (Optional) A usage dictionary describing the nature of the content 
controlled by the group. It may be used by features that automatically 
control the state of the group based on outside factors. See 8.11.4.4, 
"Usage and Usage Application Dictionaries" for more information.
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ページ、インポートされたページ上で発生する構造要素は、通常、全体としてドキュメントに関連する、より大きな構造の一部です。このような要素は、有意義含む文書の構造に組み込むことができません。 1ページのターゲットドキュメントまたは独立して、構造的に無関係なページで構成された1では、インポートされたページのための論理構造は、完全に自己完結型であってもよく、この場合には、含む文書の中にこの構造情報を組み込むことが可能であってもよいです。しかし、PDFは別のものに間接的に参照する一つの文書の論理構造の階層のためのメカニズムを提供しません。

8.11オプションの内容

8.11.1一般的な

オプションのコンテンツ（PDF 1.5）を選択、文書の作成者や消費者が表示または非表示にすることができますPDF文書内のコンテンツのサブ句を指します。この機能は、CAD図面、層状のアートワーク、マップ、および多言語文書などのアイテムに有用です。

以下のサブ句はオプションの内容を実装するために使用するPDFの構造を記述注：8.11.2、「オプションコンテンツグループ」には、コンテンツの可視性を制御するために使用される主要な構造を説明します。 8.11.3は、「グラフィカルコンテンツオプションを作る」、文書内のコンテンツの個々の部分は、1つ以上のオプションコンテンツグループに属するものとして自分自身を宣言することができる方法を説明します。 8.11.4は、「設定オプションの内容は、」オプションのコンテンツグループの状態が設定されている方法を説明します。

8.11.2オプショナルコンテンツグループ

8.11.2.1一般

オプションのコンテンツ群が適合読者のユーザによって可視または不可視に動的にすることができるグラフィックのコレクションを表す辞書です。そのようなAグループに属するグラフィックスは、文書内のどこにでも存在することがあります。彼らは順番を描くにおける連続、またしても同じコンテンツストリームに属している必要はありません。表98が示す任意のコンテンツグループ辞書内のエントリ。

最も単純な形式では、各辞書は、ユーザーインターフェイスのタイプのエントリとプレゼンテーションのための名前を含まなければなりません。また、（「使用と使用アプリケーション辞書」、8.11.4.4を参照してください）使用目的を記述することができるテントエントリ（「意図」、8.11.2.3を参照）、そのコンテンツの性質を記述しなければなら使用エントリを有することができます。

キータイプ値

型名（必須）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。オプションのコンテンツグループ辞書のためbeOCGばなりません。

読者のユーザー・インタフェースでのプレゼンテーションに適したNametext文字列（必須）オプションのコンテンツグループの名前、。

Intentnameまたは配列（オプション）単一意図名前または名前の任意の組み合わせを含む配列。 PDFは、グループ内のグラフィックスの使用目的を示すことが2名、ビューとデザインを、定義されています。準拠した読者は意図特定を持っており、他の人を無視するだけでグループを使用することもできます。デフォルト値：ビュー。詳細については、「意図」、8.11.2.3を参照してください。

Usagedictionary（オプション）グループによって制御されるコンテンツの性質を記述する使用辞書。これは自動的に外部要因に基づいてグループの状態を制御する機能によって使用されてもよいです。詳細については、8.11.4.4、「使用及び使用アプリケーション辞書」を参照してください。
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Individual content elements in a document may specify the optional content group or groups that affect their 
visibility (see 8.11.3, "Making Graphical Content Optional"). Any content whose visibility shall be affected by a 
given optional content group is said to belong to that group.

A group shall be assigned a state, which is either ON or OFF. States themselves are not part of the PDF 
document but may be set programmatically or through the reader’s user interface to change the visibility of 
content. When a document is first opened by a conforming reader, the groups’ states shall be initialized based 
on the document’s default configuration dictionary (see 8.11.4.3, "Optional Content Configuration 
Dictionaries"). 

Content belonging to a group shall be visible when the group is ON and invisible when it is OFF. Content may 
belong to multiple groups, which may have conflicting states. These cases shall be described by the use of 
optional content membership dictionaries, described in the next sub-clause.

8.11.2.2 Optional Content Membership Dictionaries

As mentioned above, content may belong to a single optional content group and shall be visible when the 
group is ON and invisible when it is OFF. To express more complex visibility policies, content shall not declare 
itself to belong directly to an optional content group but rather to an optional content membership dictionary, 
whose entries are shown in Table 99. 

NOTE 1 8.11.3, "Making Graphical Content Optional" describes how content declares its membership in a group or 
membership dictionary.

An optional content membership dictionary may express its visibility policy in two ways:

• The P entry may specify a simple boolean expression indicating how the optional content groups specified 
by the OCGs entry determine the visibility of content controlled by the membership dictionary. 

• PDF 1.6 introduced the VE entry, which is a visibility expression that may be used to specify an arbitrary 
boolean expression for computing the visibility of content from the states of optional content groups. 

Table 99 –  Entries in an Optional Content Membership Dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be
OCMD for an optional content membership dictionary.

OCGs dictionary or 
array

(Optional) A dictionary or array of dictionaries specifying the optional 
content groups whose states shall determine the visibility of content 
controlled by this membership dictionary. 
Null values or references to deleted objects shall be ignored. If this entry is 
not present, is an empty array, or contains references only to null or deleted 
objects, the membership dictionary shall have no effect on the visibility of 
any content.

P name (Optional) A name specifying the visibility policy for content belonging to 
this membership dictionary. Valid values shall be:
AllOn visible only if all of the entries in OCGs are ON
AnyOn visible if any of the entries in OCGs are ON
AnyOff visible if any of the entries in OCGs are OFF
AllOff visible only if all of the entries in OCGs are OFF
Default value: AnyOn

VE array (Optional; PDF 1.6) An array specifying a visibility expression, used to 
compute visibility of content based on a set of optional content groups; see 
discussion below.
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ドキュメント内の個々のコンテンツ要素は、その可視性に影響を与えるオプションコンテンツグループを1つ以上（「グラフィカルコンテンツオプションを作る」、8.11.3を参照）を指定することがあります。その視認性を与えられた任意のコンテンツ群の影響を受けなければならない任意のコンテンツは、そのグループに属していると言われています。

グループは、ONまたはOFFのいずれかである状態を割り当てなければなりません。国自体がPDF文書の一部ではなく、コンテンツの可視性を変更するには、プログラムや読者のユーザー・インターフェースを介して設定することができます。文書が最初に準拠したリーダーで開かれると、グループの状態は、ドキュメントのデフォルト設定の辞書に基づいて初期化されなければならない（8.11.4.3、 『オプションのコンテンツの設定辞書』を参照）。

それがOFFのときグループはONと見えないときグループに属するコンテンツは見えるものでなければなりません。コンテンツは相反する状態を有していてもよく、複数のグループに属していてもよいです。これらの場合には、次の副節で説明した任意のコンテンツ会員辞書を用いて説明します。

8.11.2.2オプションのコンテンツ会員辞書

上述したように、コンテンツは、単一の任意のコンテンツ群に属していてもよいし、グループは、それがOFFでONと見えない場合に表示されなければなりません。より複雑な可視ポリシーを表現するために、コンテンツは、オプションのコンテンツグループにではなく、そのエントリが表99に示されている任意のコンテンツ会員辞書に直接属している自分自身を宣言してはなりません。

「グラフィックコンテンツオプションを作る」注1 8.11.3は、コンテンツがグループや会員辞書にそのメンバーシップを宣言する方法について説明します。

オプションのコンテンツ会員辞書は、2つの方法でその可視性ポリシーを表現することがあります。

•PDF 1.6は、オプションのコンテンツグループの状態からのコンテンツの可視性を計算するための任意のブール式を指定するために使用することができる可視式であるエントリを、VE導入しました。

キータイプ値

型名（必須）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。オプションのコンテンツ会員辞書用beOCMDばなりません。

OCGsdictionaryまたは配列（オプション）状態この会員辞書によって制御されるコンテンツの可視性を決定しなければならないオプションのコンテンツグループを特定する辞書の辞書または配列。削除されたオブジェクトにnull値または参照は無視されなければなりません。このエントリが存在しない場合は、空の配列である、またはのみnullまたは削除されたオブジェクトへの参照を含む、会員の辞書は、任意のコンテンツの可視性に影響を与えないものとします。

PNAME（オプション）このメンバーシップの辞書に属するコンテンツの可視性ポリシーを指定する名前。有効な値は、しなければなりません。

AllOnvisible OCGs内のすべてのエントリがONの場合にのみ

AnyOnvisible OCGsのエントリのいずれかがONであれば

AnyOffvisible OCGsのエントリのいずれかがOFFであれば

AllOffvisible OCGs内のすべてのエントリがOFFである場合にのみ

デフォルト値：エニオン

VEarray（オプション、PDF 1.6）任意のコンテンツ・グループの組に基づいて、コンテンツの計算視認するために使用される可視表現を指定する配列;以下の議論を参照してください。



PDF 32000-1:2008

224 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

NOTE 2 Since the VE entry is more general, if it is present and supported by the conforming reader software, it should 
be used in preference to OCGs and P. However, for compatibility purposes, conforming writers should use 
OCGs and P entries where possible. When the use of VE is necessary to express the intended behaviour, 
OCGs and P entries should also be provided to approximate the behaviour in non-conforming reader software.

A visibility expression is an array with the following characteristics:

• Its first element shall be a name representing a boolean operator (And, Or, or Not).

• Subsequent elements shall be either optional content groups or other visibility expressions. 

• If the first element is Not, it shall have only one subsequent element. If the first element is And or Or, it 
shall have one or more subsequent elements. 

• In evaluating a visibility expression, the ON state of an optional content group shall be equated to the 
boolean value true; OFF shall be equated to false. 

Membership dictionaries are useful in cases such as these:

• Some content may choose to be invisible when a group is ON and visible when it is OFF. In this case, the 
content would belong to a membership dictionary whose OCGs entry consists of a single optional content 
group and whose P entry is AnyOff or AllOff.

NOTE 3 It is legal to have an OCGs entry consisting of a single group and a P entry that is AnyOn or AllOn. However, 
in this case it is preferable to use an optional content group directly because it uses fewer objects.

• Some content may belong to more than one group and needs to specify its policy when the groups are in 
conflicting states. In this case, the content would belong to a membership dictionary whose OCGs entry 
consists of an array of optional content groups and whose P entry specifies the visibility policy, as 
illustrated in EXAMPLE 1 in this sub-clause. EXAMPLE 2 in this sub-clause shows the equivalent policy 
using visibility expressions.

EXAMPLE 1 This example shows content belonging to a membership dictionary whose OCGs entry consists of an 
array of optional content groups and whose P entry specifies the visibility policy. 
 
<< /Type /OCMD % Content belonging to this optional content  

% membership dictionary is controlled by the states  
/OCGs [12 0 R 13 0 R 14 0 R] % of three optional content groups. 
/P /AllOn % Content is visible only if the state of all three 

>> % groups is ON; otherwise it’s hidden.

EXAMPLE 2 This example shows a visibility expression equivalent to EXAMPLE 1 in this sub-clause 
 
<< /Type /OCMD   

/VE [/And 12 0 R 13 0 R 14 0 R] % Visibility expression equivalent to EXAMPLE 1. 
>> 

EXAMPLE 3 This example shows a more complicated visibility expression based on five optional content groups, 
represented by objects 1 through 5. It is equivalent to 
 
“OCG 1” OR (NOT “OCG 2”) OR (“OCG 3” AND “OCG 4” AND “OCG 5”) 
 
<< /Type /OCMD   

/VE [/Or % Visibility expression: OR 
 1 0 R % OCG 1 

[/Not 2 0 R] % NOT OCG 2 
 [/And 3 0 R 4 0 R 5 0 R] % OCG 3 AND OCG 4 AND OCG 5 
 ] 

>>
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注記2が存在し、適合リーダーソフトウェアでサポートされている場合、エントリは、より一般的であるVEので、可能な場合しかし、互換性のために、適合作家はOCGsとPのエントリを使用する必要がOCGsおよびP.に優先して使用すべきです。 VEの使用が意図さ挙動を表現する必要がある場合、OCGs及びPエントリはまた、リーダーソフトウェアを不適合に挙動を近似するために提供されるべきです。

可視式は、次の特性を持つ配列です。

•その最初の要素は、ブール演算子を表す名前（AND、OR、またはNot）しなければなりません。

最初の要素がされていない場合•、それは一つだけ、後続の要素を持たなければなりません。最初の要素がANDまたはORであるならば、それは、1つまたは複数の後続の要素を持たなければなりません。

•可視性の発現を評価する際に、任意のコンテンツ群のON状態が真のブール値に等しくなければなりません。 OFFはfalseに同一視されなければなりません。

会員辞書はこのような場合に有用です：

•一部のコンテンツは、グループがONと見えることがOFFのときに見えないように選択することができます。この場合、コンテンツは、そのOCGsエントリ単一任意のコンテンツ群で構成され、そのPエントリAnyOff又はALLOFFある会員辞書に属することになります。

注3は、単一の基からなるOCGsエントリとエニオン又はALLONであるPのエントリを有することが合法です。しかし、この場合には、より少ないオブジェクトを使用しているため、直接任意のコンテンツ群を使用することが好ましいです。

•一部のコンテンツは、グループが競合状態にあるときにそのポリシーを指定するために複数のグループやニーズに属していてもよいです。この場合、コンテンツは、そのOCGsエントリPエントリこのサブ節の実施例1に示すように、可視性ポリシーを指定するオプションのコンテンツグループとのアレイからなる会員辞書に属することになります。このサブ句ショー可視表現を使用して、同等のポリシー実施例2。

実施例1そのOCGsエントリPエントリ視認ポリシーを指定するオプションのコンテンツグループとのアレイからなる会員辞書に属するこの例が示すコンテンツを。 << /このオプションのコンテンツ％会員辞書に属するタイプ/ OCMD％の含有量は、状態/ OCGs [12 0 R 13 0 R 14 R 0]の3つのオプションのコンテンツグループの％によって制御されます。 / P / ALLON％の含有量は、3つのすべて>>％グループの状態がオンである場合にのみ表示されます。それ以外の場合は、隠されています。

実施例3この実施例が示す5を介して物体1で表される5つの任意コンテンツグループ、に基づいて、より複雑な可視表現これは「OCG 1」に相当するOR（NOT「OCG 2」）OR（「OCG 3」AND「OCG 4」 AND「OCG 5」）<< /タイプ/ OCMD / VE [/または％可視性の表現：OR 1 0 R％のOCG 1 [/未2 0 R]％ではないOCG 2 [/そして3 0 R 4 0 R 5 0 R】％OCG 3およびOCG 4 AND OCG 5] >>
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8.11.2.3 Intent

PDF defines two intents: Design, which may be used to represent a document designer’s structural 
organization of artwork, and View, which may be used for interactive use by document consumers. A 
conforming writer shall not use a value other than Design or View.

NOTE The Intent entry in Table 98 provides a way to distinguish between different intended uses of optional content. 
For example, many document design applications, such as CAD packages, offer layering features for 
collecting groups of graphics together and selectively hiding or viewing them for the convenience of the author. 
However, this layering may be different (at a finer granularity, for example) than would be useful to consumers 
of the document. Therefore, it is possible to specify different intents for optional content groups within a single 
document. A conforming reader may decide to use only groups that are of a specific intent.

Configuration dictionaries (see 8.11.4.3, "Optional Content Configuration Dictionaries") may also contain an 
Intent entry. If one or more of a group’s intents is contained in the current configuration’s set of intents, the 
group shall be used in determining visibility. If there is no match, the group shall have no effect on visibility. 

If the configuration’s Intent is an empty array, no groups shall be used in determining visibility; therefore, all 
content shall be considered visible.

8.11.3 Making Graphical Content Optional

8.11.3.1 General

Graphical content in a PDF file may be made optional by specifying membership in an optional content group 
or optional content membership dictionary. Two primary mechanisms exist for defining membership:

• Sections of content streams delimited by marked-content operators may be made optional, as described in 
8.11.3.2, "Optional Content in Content Streams".

• Form and image XObjects and annotations may be made optional in their entirety by means of a dictionary 
entry, as described in 8.11.3.3, "Optional Content in XObjects and Annotations".

When a piece of optional content in a PDF file is determined that it shall be hidden, the following occurs: 

• The content shall not be drawn.

• Graphics state operations, such as setting the colour, transformation matrix, and clipping, shall still be 
applied. In addition, graphics state side effects that arise from drawing operators shall be applied; in 
particular, the current text position shall be updated even for text wrapped in optional content. In other 
words, graphics state parameters that persist past the end of a marked-content section shall be the same 
whether the optional content is visible or not. 

Hiding a section of optional content shall not change the colour of objects that do not belong to the same 
optional content group.

• This rule shall also apply to operators that set state that is not strictly graphics state; for example, BX and 
EX. 

• Objects such as form XObjects and annotations that have been made optional may be skipped entirely, 
because their contents are encapsulated such that no changes to the graphics state (or other state) persist 
beyond the processing of their content stream.

Other features in conforming readers, such as searching and editing, may be affected by the ability to 
selectively show or hide content. A conforming reader may choose whether to use the document’s current state 
of optional content groups (and, correspondingly, the document’s visible graphics) or to supply their own states 
of optional content groups to control the graphics they process. 

NOTE 4 Tools to select and move annotations should honour the current on-screen visibility of annotations when 
performing cursor tracking and mouse-click processing. A full text search engine, however, may need to 
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8.11.2.3テント

アートワークのドキュメント・デザイナーの構造組織を表すために使用することができるデザインと、ビュー、文書の消費者が対話的に使用するために使用することができる：PDFは、二つのインテントを定義します。準拠した作家は、デザインやビュー以外の値を使用してはなりません。

注表98に意図エントリは、任意のコンテンツの異なる使用目的を区別するための方法を提供します。たとえば、CADパッケージなど、多くの文書設計アプリケーションは、一緒にグラフィックスのグループを収集し、選択的に隠したり、著者の利便性のためにそれらを表示するための機能を積層提供します。しかし、この積層は、文書の消費者に有用であろうよりも、（例えば、より細かい粒度で）異なっていてもよいです。したがって、単一の文書内の任意のコンテンツグループの異なるインテントを指定することが可能です。準拠した読者は、特定の意図のあるグループを使用するように決定することができます。

設定の辞書（「オプションのコンテンツの設定辞書」、8.11.4.3を参照してください）も意図エントリが含まれていてもよいです。グループのインテントの1つ以上が意図の現在の構成のセットに含まれている場合、グループは、可視性を決定する際に使用しなければなりません。一致しない場合、グループは、視認性に影響を及ぼさないものとします。

構成の意図は、空の配列である場合、グループは、可視性を決定する際に使用してはなりません。そのため、すべてのコンテンツは、可視考慮しなければなりません。

8.11.3グラフィックコンテンツオプションの作成

8.11.3.1一般

PDFファイル内のグラフィックコンテンツは、オプションコンテンツグループまたはオプションのコンテンツ会員辞書のメンバーシップを指定することにより、オプション作製することができます。二つの主要なメカニズムは、メンバーシップを定義するために存在します。

8.11.3.2で説明したように•マーク・コンテンツ事業者で区切られたコンテンツのセクションストリームは、「コンテンツストリームにおける任意のコンテンツ」、オプションで行うことができます。

•フォームと画像XObjectsと注釈は8.11.3.3で説明したように、辞書エントリによって、その全体がオプションになり「XObjectsと注釈で任意のコンテンツ」することができます。

PDFファイル内の任意のコンテンツの一部は、それが隠されなければならないと判断された場合、次の処理が行われます。

•コンテンツが描かれてはなりません。

このような色、変換行列、およびクリッピングの設定など•グラフィックス状態の操作は、まだ適用されなければなりません。また、グラフィックスが適用されなければならない演算子を描画から生じる副作用を述べます。具体的には、現在のテキスト位置にも、オプションのコンテンツに包まれたテキストのために更新されなければなりません。換言すれば、マークされたコンテンツの終わりを超えて持続するグラフィック状態パラメータは、セクションはオプションのコンテンツが可視であるか否か同じでなければなりません。

オプションの内容の一部を非表示にすると、同じオプションのコンテンツグループに属していないオブジェクトの色を変更してはなりません。

•このルールは、セット状態が厳密にグラフィック状態ではないということを事業者に適用しなければなりません。例えば、BXとEX。

その内容は、グラフィックス状態（または他の状態）への変更は、それらのコンテンツストリームの処理を超えて持続しないようにカプセル化されているので、任意なされてきたフォームXObjects及びアノテーションは、完全にスキップすることができるように•は、このようなオブジェクト。

例えば、検索及び編集するよう適合読者の他の特徴は、選択的に表示または非表示のコンテンツする能力によって影響され得ます。適合読者は、オプションのコンテンツグループ（および、対応して、ドキュメントの可視グラフィック）の文書の現在の状態を使用するか、それらが処理グラフィックスを制御するために、オプションのコンテンツグループの自分の状態を供給するか否かを選択することができます。

注4つのツールを選択すると、カーソルの追跡とマウスクリックの処理を行う際に移動注釈は、注釈の現在の画面上の可視性を尊重すべきです。フルテキスト検索エンジンは、しかし、する必要があるかもしれません
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process all content in a document, regardless of its current visibility on-screen. Export filters might choose the 
current on-screen visibility, the full content, or present the user with a selection of OCGs to control visibility.

NOTE 5 A non-conforming reader that does not support optional content, such as one that only supports PDF 1.4 
functionality, will draw and process all content in a document.

8.11.3.2 Optional Content in Content Streams

Sections of content in a content stream (including a page's Contents stream, a form or pattern’s content 
stream, glyph descriptions a Type 3 font as specified by its CharProcs entry, or an annotation’s appearance) 
may be made optional by enclosing them between the marked-content operators BDC and EMC (see 14.6, 
"Marked Content") with a marked-content tag of OC. In addition, a DP marked-content operator may be placed 
in a page’s content stream to force a reference to an optional content group or groups on the page, even when 
the page has no current content in that layer. 

The property list associated with the marked content shall specify either an optional content group or optional 
content membership dictionary to which the content belongs. Because a group shall be an indirect object and a 
membership dictionary contains references to indirect objects, the property list shall be a named resource listed 
in the Properties subdictionary of the current resource dictionary (see 14.6.2, "Property Lists"), as shown in 
EXAMPLE 1 and EXAMPLE 2 in this sub-clause.

Although the marked-content tag shall be OC, other applications of marked content are not precluded from 
using OC as a tag. The marked content shall be considered to be for optional content only if the tag is OC and 
the dictionary operand is a valid optional content group or optional content membership dictionary.

NOTE 1 To avoid conflict with other features that used marked content (such as logical structure; see 14.7, "Logical 
Structure"), the following strategy is recommended: 
 
Where content is to be tagged with optional content markers as well as other markers, the optional content 
markers should be nested inside the other marked content.  
 
Where optional content and the other markers would overlap but there is not strict containment, the optional 
content should be broken up into two or more BDC/EMC sections, nesting the optional content sections inside 
the others as necessary. Breaking up optional content spans does not damage the nature of the visibility of the 
content, whereas the same guarantee cannot be made for all other uses of marked content.

NOTE 2 Any marked content tagged for optional content that is nested inside other marked content tagged for optional 
content is visible only if all the levels indicate visibility. In other words, if the settings that apply to the outer level 
indicate that the content should be hidden, the inner level is hidden regardless of its settings.

In the following example, the state of the Show Greeting optional content group directly controls the visibility of 
the text string “Hello” on the page. When the group is ON, the text shall be visible; when the group is OFF, the 
text shall be hidden.

EXAMPLE 1 % Within a content stream 
... 
/OC /oc1 BDC % Optional content follows 

BT 
/F1 1 Tf 
12 0 0 12 100 600 Tm 
(Hello) Tj 

ET 
EMC % End of optional content 
... 
 
 
<< % In the resources dictionary 

/Properties << /oc1 5 0 R >> % This dictionary maps the name oc1 to an  
... % optional content group (object 5) 
>> 
 
5 0 obj % The OCG controlling the visibility 
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かかわらず、画面上の現在の可視性の、ドキュメント内のすべてのコンテンツを処理します。エクスポートフィルタは、現在の画面上の可視性、完全なコンテンツを選択するか、コントロールの可視性にOCGsの選択をユーザに提示することがあります。

NOTEなだけでPDF 1.4の機能をサポートするものなどの任意のコンテンツをサポートしていません5Aの非準拠のリーダーは、ドキュメント内のすべてのコンテンツを描画して処理します。

コンテンツストリーム内8.11.3.2オプションの内容

（ページのコンテンツストリーム、フォームまたはパターンのコンテンツストリーム、グリフ記述そのCharProcsエントリ、または注釈の出現によって指定されるようにタイプ3フォントを含む）コンテンツストリーム内のコンテンツのセクションはmarked-間、それらを囲んで任意作製することができますOCのマーク・コンテンツタグとコンテンツ事業者BDCおよびEMC（14.6、「マーク付きコンテンツ」を参照してください）。加えて、DPマークコンテンツオペレータは、ページがその層には、現在のコンテンツを持っていない場合でも、ページ上の任意のコンテンツ群またはグループへの参照を強制的にページのコンテンツストリームに配置することができます。

マークされたコンテンツに関連付けられたプロパティリストは、オプションのコンテンツグループまたはコンテンツが属するオプションの内容、会員の辞書のいずれかを指定しなければなりません。グループは間接目的と会員辞書は、間接オブジェクトへの参照が含まれているものでなければならないので示すように、プロパティリストには、現在のリソースディクショナリのプロパティサブディクショナリに記載されているという名前のリソース（「プロパティリスト」14.6.2を参照）しなければなりません実施例1および実施例2におけるこのサブ句です。

マークされたコンテンツタグはOCなければならないが、マークされたコンテンツの他の用途は、タグとしてOCの使用から除外されません。マークされたコンテンツは、タグがOCである場合にのみ、オプションのコンテンツのためであることを考慮しなければならないと辞書オペランドは有効なオプションのコンテンツグループまたはオプションのコンテンツの会員辞書です。

コンテンツは、オプションのコンテンツマーカーとしてだけでなく、他のマーカーでタグ付けされることになる場合、：、以下の戦略が推奨される;（14.7、「論理構造」を参照してください、このような論理構造など）注1は、マークされたコンテンツを使用する他の機能との競合を避けるために、オプションのコンテンツマーカーは、他のマークされたコンテンツの中にネストされなければなりません。オプションのコンテンツと他のマーカーが重なることになるが、厳密な封じ込めがない場合、オプションの内容は、必要に応じて他の内部オプションのコンテンツセクションを入れ子に、二つ以上のBDC / EMCのセクションに分割されなければなりません。同じ保証がマークされたコンテンツのすべての他の用途のために作ることができないのに対し、オプションのコンテンツスパンを分割することは、コンテンツの可視性の性質に影響を与えません。

NOTE 2Anyは、マークされたコンテンツは、オプションのコンテンツにタグ付けされた他のマークされたコンテンツ内にネストされ、すべてのレベルの可視性を示す場合にのみ表示されている任意のコンテンツのためにタグ付けされました。外側のレベルに適用される設定は、コンテンツは隠されるべきであることを示す言い換えれば、インナーレベルにかかわらず、その設定に隠されています。

次の例では、オプションのコンテンツグループを挨拶ショーの様子は、直接ページ上のテキスト文字列の「Hello」の可視性を制御します。グループがONの場合、テキストが表示されなければなりません。グループがOFFのとき、テキストが隠されなければなりません。
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<< % of the text. 
/Type /OCG 
/Name (Show Greeting)  

>> 
endobj

The example above shows one piece of content associated with one optional content group. There are other 
possibilities:

• More than one section of content may refer to the same group or membership dictionary, in which case the 
visibility of both sections is always the same. 

• Equivalently, although less space-efficient, different sections may have separate membership dictionaries 
with the same OCGs and P entries. The sections shall have identical visibility behaviour. 

• Two sections of content may belong to membership dictionaries that refer to the same group(s) but with 
different P settings. For example, if one section has no P entry, and the other has a P entry of AllOff, the 
visibility of the two sections of content shall be opposite. That is, the first section shall be visible when the 
second is hidden, and vice versa.

The following example demonstrates both the direct use of optional content groups and the indirect use of 
groups through a membership dictionary. The content (a black rectangle frame) is drawn if either of the images 
controlled by the groups named Image A or Image B is shown. If both groups are hidden, the rectangle frame 
shall be hidden.

EXAMPLE 2 % Within a content stream 
... 
/OC /OC2 BDC % Draws a black rectangle frame 

0 g 
4 w 
100 100 412 592 re s 

EMC 
 
/OC /OC3 BDC % Draws an image XObject  

q 
412 0 0 592 100 100 cm 
/Im3 Do 
Q 

EMC 
/OC /OC4 BDC % Draws an image XObject  

q 
412 0 0 592 100 100 cm 
/Im4 Do 
Q 

EMC 
... 
 
<< % The resource dictionary 

/Properties << /OC2 20 0 R /OC3 30 0 R /OC4 40 0 R >> 
/XObject << /lm3 50 0 R /lm4 /60 0 R >> 

>> 
 
20 0 obj 
<< % Optional content membership dictionary 

/Type /OCMD 
/OCGs [30 0 R 40 0 R] 
/P /AnyOn 

>> 
endobj 
30 0 obj % Optional content group “Image A” 
<< 

/Type /OCG 
/Name (Image A) 
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テキストの<<％。 /タイプ/ OCG /名（ショー挨拶）>> endobj

上の例一つの任意のコンテンツグループに関連付けられた1つのコンテンツ。他の可能性があります。

•コンテンツの複数のセクションは、両方のセクションの視認性が常に同じである場合には、同じグループまたはメンバシップ辞書を参照することができます。

•等価的に、より少ないスペース効率に優れた、異なる部分には同一OCGsとPのエントリを持つ別の会員辞書を有してもよいです。セクションでは、同一の可視性の挙動を持たなければなりません。

•コンテンツの2つのセクションは、同じグループ（複数可）に、異なるP設定で参照してください会員辞書に属していてもよいです。一つのセクションが全くPのエントリを持っていない、他方がALLOFFのPのエントリを有する場合、例えば、コンテンツの二つの部分の視認性が反対でなければなりません。すなわち、最初のセクションは、第が隠されているときに表示され、その逆も同様とします。

次の例では、オプションのコンテンツグループの直接利用や会員辞書を通じてグループの間接的な使用の両方を示しています。画像A又は画像Bと命名グループによって制御される画像のいずれかが示されている場合、コンテンツ（黒の矩形枠）が描かれています。両方のグループが隠されている場合は、長方形フレームが隠されなければなりません。
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>> 
endobj 
40 0 obj % Optional content group “Image B” 
<< 

/Type /OCG 
/Name (Image B) 

>> 
endobj

8.11.3.3 Optional Content in XObjects and Annotations

In addition to marked content within content streams, form XObjects and image XObjects (see 8.8, "External 
Objects") and annotations (see 12.5, "Annotations") may contain an OC entry, which shall be an optional 
content group or an optional content membership dictionary. 

A form or image XObject's visibility shall be determined by the state of the group or those of the groups 
referenced by the membership dictionary in conjunction with its P (or VE) entry, along with the current visibility 
state in the context in which the XObject is invoked (that is, whether objects are visible in the contents stream at 
the place where the Do operation occurred). 

Annotations have various flags controlling on-screen and print visibility (see 12.5.3, "Annotation Flags"). If an 
annotation contains an OC entry, it shall be visible for screen or print only if the flags have the appropriate 
settings and the group or membership dictionary indicates it shall be visible.

8.11.4 Configuring Optional Content

8.11.4.1 General

A PDF document containing optional content may specify the default states for the optional content groups in 
the document and indicate which external factors shall be used to alter the states. 

NOTE The following sub-clauses describe the PDF structures that are used to specify this information. 
 
8.11.4.2, "Optional Content Properties Dictionary" describes the structure that lists all the optional content 
groups in the document and their possible configurations.  
 
8.11.4.3, "Optional Content Configuration Dictionaries" describes the structures that specify initial state 
settings and other information about the groups in the document.  
 
8.11.4.4, "Usage and Usage Application Dictionaries" and 8.11.4.5, "Determining the State of Optional Content 
Groups" describe how the states of groups can be affected based on external factors. 

8.11.4.2 Optional Content Properties Dictionary

The optional OCProperties entry in the document catalog (see 7.7.2, "Document Catalog") shall contain, when 
present, the optional content properties dictionary, which contains a list of all the optional content groups in the 
document, as well as information about the default and alternate configurations for optional content. This 
dictionary shall be present if the file contains any optional content; if it is missing, a conforming reader shall 
ignore any optional content structures in the document.

This dictionary contains the following entries:

Table 100 –  Entries in the Optional Content Properties Dictionary  

Key Type Value

OCGs array (Required) An array of indirect references to all the optional content 
groups in the document (see 8.11.2, "Optional Content Groups"), in any 
order. Every optional content group shall be included in this array.
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>> endobj 40 0 OBJ％オプショナルコンテンツグループ「画像B」<< /タイプ/ OCG /名（画像B）>> endobj

XObjectsと注釈で8.11.3.3オプションの内容

コンテンツストリーム、フォームXObjectsと画像XObjects内のマークされたコンテンツに加えて、（8.8を参照して、「外部オブジェクト」）と注釈（12.5を参照して、「注釈」）は、任意のコンテンツ群または任意のコンテンツでなければならないOCエントリを含んでいてもよいです会員辞書。

フォームまたは画像のXObjectの視認性のXObjectがされる状況における現在の表示状態とともに、グループの状態またはPと一緒に会員辞書によって参照グループのもの（またはVE）エントリによって決定されなければなりません呼び出された（つまり、オブジェクトが行う操作が発生した場所でのストリーミングコンテンツに表示されているかどうか）。

注釈は、画面上と印刷の可視性を制御様々なフラグを持っている（12.5.3、「注釈フラグ」を参照）。注釈がOCのエントリが含まれている場合は、画面のために目に見えるものでなければならないかのフラグが適切な設定を持っているし、グループやメンバーシップの辞書が、それは目に見えるものでなければならない示している場合にのみ印刷します。

8.11.4の設定オプションの内容

8.11.4.1一般

注意以下のサブ節は、この情報を指定するために使用されているPDFの構造を記述します。 8.11.4.2は、「オプションのコンテンツのプロパティ辞書」は、構造を記述したリストのすべての文書でオプションコンテンツグループとそれらの可能な構成。 8.11.4.3、「オプションのコンテンツの設定辞書は、」初期状態の設定や文書のグループに関するその他の情報を指定する構造を説明しています。 8.11.4.4、「使用と使用アプリケーション辞書」と8.11.4.5、「オプションのコンテンツグループの状態の判断」グループの状態は、外部要因に基づいて影響を受けることができる方法について説明します。

8.11.4.2オプションのコンテンツのプロパティ辞書

文書カタログ（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）を含まなければならない、現在、オプションのコンテンツプロパティは、ドキュメント内のすべてのオプションコンテンツグループのリストが含まれ、辞書などの情報で、オプションのOCPropertiesエントリオプションのコンテンツのデフォルトおよび代替の構成。ファイルは任意のオプションの内容が含まれている場合は、この辞書は存在しなければなりません。それが欠落している場合、準拠リーダーは、ドキュメント内の任意のオプションのコンテンツ構造を無視しなければなりません。

この辞書は、次のエントリが含まれています。

キータイプ値

任意の順序でOCGsarray（必須）ドキュメント内のすべてのオプションコンテンツグループへの間接参照の配列（8.11.2、「オプションのコンテンツグループ」を参照してください）。すべてのオプションコンテンツグループは、この配列に含まれるものとします。
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8.11.4.3 Optional Content Configuration Dictionaries

The D and Configs entries in Table 100 are configuration dictionaries, which represent different presentations 
of a document’s optional content groups for use by conforming readers. The D configuration dictionary shall be 
used to specify the initial state of the optional content groups when a document is first opened. Configs lists 
other configurations that may be used under particular circumstances. The entries in a configuration dictionary 
are shown in Table 101. 

D dictionary (Required) The default viewing optional content configuration dictionary 
(see 8.11.4.3, "Optional Content Configuration Dictionaries").

Configs array (Optional) An array of alternate optional content configuration 
dictionaries (see 8.11.4.3, "Optional Content Configuration Dictionaries").

Table 101 –  Entries in an Optional Content Configuration Dictionary  

Key Type Value

Name text string (Optional) A name for the configuration, suitable for presentation in a 
user interface.

Creator text string (Optional) Name of the application or feature that created this 
configuration dictionary.

BaseState name (Optional) Used to initialize the states of all the optional content 
groups in a document when this configuration is applied. The value of 
this entry shall be one of the following names:
ON The states of all groups shall be turned ON.
OFF The states of all groups shall be turned OFF.
Unchanged The states of all groups shall be left unchanged.
After this initialization, the contents of the ON and OFF arrays shall be
processed, overriding the state of the groups included in the arrays.
Default value: ON.
If BaseState is present in the document’s default configuration 
dictionary, its value shall be ON.

ON array (Optional) An array of optional content groups whose state shall be
set to ON when this configuration is applied.
If the BaseState entry is ON, this entry is redundant.

OFF array (Optional) An array of optional content groups whose state shall be
set to OFF when this configuration is applied.
If the BaseState entry is OFF, this entry is redundant.

Intent name or array (Optional) A single intent name or an array containing any 
combination of names. it shall be used to determine which optional 
content groups’ states to consider and which to ignore in calculating 
the visibility of content (see 8.11.2.3, "Intent"). 
PDF defines two intent names, View and Design. In addition, the 
name All shall indicate the set of all intents, including those not yet 
defined. Default value: View. The value shall be View for the 
document’s default configuration. 

Table 100 –  Entries in the Optional Content Properties Dictionary (continued)

Key Type Value
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8.11.4.3オプションのコンテンツの設定辞書

表100におけるDとConfigsにエントリが読者に適合することによって使用するために、文書の任意のコンテンツグループの異なるプレゼンテーションを表す構成辞書です。 D設定辞書は、文書が最初に開かれたときに、オプションのコンテンツグループの初期状態を指定するために使用されなければなりません。コンフィグは、特定の状況下で使用することができる他の構成を示します。構成辞書内のエントリは、表101に示されています。

Ddictionary（必須）オプションのコンテンツ構成辞書を見て、デフォルト（8.11.4.3、「オプションのコンテンツの設定辞書」を参照）。

Configsarray（オプション）代替オプションのコンテンツ構成辞書の配列（「オプションのコンテンツの設定辞書」、8.11.4.3を参照してください）。

キータイプ値

Nametext文字列（オプション）ユーザ・インタフェースでのプレゼンテーションに適した構成の名前、。

この構成の辞書を作成したアプリケーションや機能のCreatortext文字列（オプション）の名前。

BaseStatename（任意）この設定が適用されたときに、ドキュメント内のすべてのオプションコンテンツグループの状態を初期化するために使用されます。このエントリの値は、次のいずれかの名前でなければなりません。

すべてのグループのオン状態をONにしなければなりません。

すべてのグループの状態OFF OFFにされなければなりません。

すべてのグループの変わらずの状態は変更されないままにされなければなりません。

この初期化の後に、ONとOFFのアレイの内容がarrays.Default値に含まれるグループの状態をオーバーライド、beprocessedなければならない：ON.If BaseStateは、その値がONでなければならない文書のデフォルト設定辞書に存在しています。

ONarray（任意）状態この構成はapplied.If BaseStateエントリがONであるときにONに悩まされなければならないオプションのコンテンツ群の配列、このエントリは冗長です。

OFFarray（任意）状態この構成はapplied.If BaseStateエントリである場合にOFFに悩まされなければならないオプションのコンテンツ群の配列は、このエントリが冗長である、OFFです。

Intentnameまたは配列（オプション）単一意図名前または名前の任意の組み合わせを含む配列。 （ 『インテント』 8.11.2.3参照）オプションのコンテンツグループの状態を考慮するためにどのコンテンツの可視性を計算する際に無視するかを決定するために使用しなければなりません。 PDFは、二つの目的の名前、ビューとデザインを定義します。また、名前のすべては、まだ定義されていないものも含め、すべての意図のセットを、示さなければなりません。デフォルト値：ビュー。値は、ドキュメントのデフォルトの設定のために表示しなければなりません。

表100  - オプションのContentプロパティ辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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AS array (Optional) An array of usage application dictionaries (see Table 103) 
specifying which usage dictionary categories (see Table 102) shall be
consulted by conforming readers to automatically set the states of 
optional content groups based on external factors, such as the current 
system language or viewing magnification, and when they shall be
applied. 

Order array (Optional) An array specifying the order for presentation of optional 
content groups in a conforming reader’s user interface. The array 
elements may include the following objects:
Optional content group dictionaries, whose Name entry shall be
displayed in the user interface by the conforming reader.
Arrays of optional content groups which may be displayed by a 
conforming reader in a tree or outline structure. Each nested array 
may optionally have as its first element a text string to be used as a 
non-selectable label in a conforming reader’s user interface. 
Text labels in nested arrays shall be used to present collections of 
related optional content groups, and not to communicate actual 
nesting of content inside multiple layers of groups (see EXAMPLE 1 in 
8.11.4.3, "Optional Content Configuration Dictionaries"). To reflect 
actual nesting of groups in the content, such as for layers with 
sublayers, nested arrays of groups without a text label shall be used 
(see EXAMPLE 2 in 8.11.4.3, "Optional Content Configuration 
Dictionaries").
An empty array [] explicitly specifies that no groups shall be
presented.
In the default configuration dictionary, the default value shall be an 
empty array; in other configuration dictionaries, the default shall be 
the Order value from the default configuration dictionary.
Any groups not listed in this array shall not be presented in any user 
interface that uses the configuration.

ListMode name (Optional) A name specifying which optional content groups in the 
Order array shall be displayed to the user. Valid values shall be:
AllPages Display all groups in the Order array.
VisiblePages Display only those groups in the Order array that are 

referenced by one or more visible pages.
Default value: AllPages.

RBGroups array (Optional) An array consisting of one or more arrays, each of which 
represents a collection of optional content groups whose states shall 
be intended to follow a radio button paradigm. That is, the state of at 
most one optional content group in each array shall be ON at a time. If 
one group is turned ON, all others shall be turned OFF. However, 
turning a group from ON to OFF does not force any other group to be 
turned ON.
An empty array [] explicitly indicates that no such collections exist.
In the default configuration dictionary, the default value shall be an 
empty array; in other configuration dictionaries, the default is the 
RBGroups value from the default configuration dictionary.

Table 101 –  Entries in an Optional Content Configuration Dictionary (continued)

Key Type Value
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ASarray（オプション）使用アプリケーション辞書の配列（表103を参照）を使用辞書カテゴリ（表102を参照）は、現在のシステム言語などの外部要因に基づいて自動的に任意のコンテンツグループの状態を設定するために読者を適合することによってbeconsultedなければならない特定または倍率を表示して、そしてときにも適用するものとします。

Orderarray（オプション）準拠リーダーのユーザインタフェースに任意のコンテンツ群の提示のための順序を指定する配列。名前エントリツリーまたはアウトライン構造に適合するリーダによって表示され得る任意のコンテンツグループの適合reader.Arraysによってユーザインタフェースにbedisplayedなければならないオプションのコンテンツ群辞書、：配列要素は、次のオブジェクトを含むことができます。各ネストされた配列は、必要に応じて、その最初の要素として適合読者のユーザーインターフェースにおいて非選択ラベルとして使用されるテキスト文字列を有していてもよいです。ネストされた配列内のテキストラベルは、関連する任意のコンテンツ群の現在のコレクションに使用されるもの、およびグループの複数の層（8.11.4.3、「オプションのコンテンツ設定辞書」の例1を参照）内のコンテンツの実際のネスティングを通信することはありません。このような副層と層のようなコンテンツ内のグループの実際のネストを反映するために、テキストラベルなしのグループのネストされた配列を使用しなければならない（「オプションのコンテンツ設定辞書」、8.11.4.3例2を参照）。空の配列[]何のグループは、デフォルト設定の辞書をbepresented.Inないものとし、デフォルト値は空の配列でなければならないことを明示的に指定します。他の構成辞書で、デフォルト設定を使用する任意のユーザインターフェイスに提示されるものではない。この配列にリストされていないデフォルトの構成dictionary.Any群から順序値でなければなりません。

ListModename（オプション）受注配列中の任意のコンテンツグループがユーザーに表示されなければならない名前の指定。有効な値は、しなければなりません。

全ページは、注文アレイ内のすべてのグループを表示します。

全ページ：VisiblePagesは、一つ以上の目に見えるpages.Default値によって参照されている順序アレイにグループのみを表示します。

RBGroupsarray（オプション）状態ラジオボタンパラダイムに追従することを目的としたものオプションコンテンツグループのコレクションを表しそれぞれが1つ以上のアレイからなるアレイ。すなわち、各アレイ内の多くても1つの任意のコンテンツグループの状態は、一度ONでなければなりません。一つのグループがONの場合は、他のすべてがOFFにされなければなりません。しかし、ONからOFFにグループを回す[空の配列をON.An回動する任意の他のグループを強制しない]明示そのようなコレクションは、デフォルト設定辞書をexist.Inない、デフォルト値は空の配列でなければならないことを示しています。他の設定辞書で、デフォルトでは、デフォルトの設定の辞書からRBGroups値です。

表101  - オプションのコンテンツのエントリの構成辞典（続き）

キータイプ値
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NOTE EXAMPLE 1 and EXAMPLE 2 in this sub-clause illustrate the use of the Order entry to control the display of 
groups in a user interface.

EXAMPLE 1 Given the following PDF objects: 
 
1 0 obj <</Type /OCG /Name (Skin)>> endobj % Optional content groups 
2 0 obj <</Type /OCG /Name (Bones)>> endobj 
3 0 obj <</Type /OCG /Name (Bark)>> endobj 
4 0 obj <</Type /OCG /Name (Wood)>> endobj 
 
5 0 obj % Configuration dictionary 

<< /Order [[(Frog Anatomy) 1 0 R 2 0 R] [(Tree Anatomy) 3 0 R 4 0 R] ] >>   
 
A conforming reader should display the optional content groups as follows: 
 
Frog Anatomy 

Skin 
Bones 

Tree Anatomy 
Bark 
Wood

EXAMPLE 2 Given the following PDF objects: 
% Page contents 

/OC /L1 BDC % Layer 1  
/OC /L1a BDC % Sublayer A of layer 1 

0 0 100 100 re f 
EMC 
/OC /L1b BDC % Sublayer B of layer 1 

0 100 100 100 re f 
EMC 

EMC 
... 
<< /L1 1 0 R % Resource names  

/L1a 2 0 R 
/L1b 3 0 R 

>> 
... %Optional content groups 
1 0 obj <</Type /OCG /Name (Layer 1)>> endobj 
2 0 obj <</Type /OCG /Name (Sublayer A)>> endobj 
3 0 obj <</Type /OCG /Name (Sublayer B)>> endobj 
... 
4 0 obj % Configuration dictionary 

<< /Order [1 0 R [2 0 R 3 0 R]] >>    
 
A conforming reader should display the OCGs as follows: 
 
Layer 1 

Sublayer A 
Sublayer B

Locked array (Optional; PDF 1.6) An array of optional content groups that shall be
locked when this configuration is applied. The state of a locked group 
cannot be changed through the user interface of a conforming reader. 
Conforming writers can use this entry to prevent the visibility of 
content that depends on these groups from being changed by users.
Default value: an empty array.
A conforming reader may allow the states of optional content groups 
from being changed by means other than the user interface, such as 
JavaScript or items in the AS entry of a configuration dictionary. 

Table 101 –  Entries in an Optional Content Configuration Dictionary (continued)

Key Type Value
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このサブ節で注記実施例1及び実施例2は、ユーザインタフェースのグループの表示を制御するためのエントリの使用を示します。

実施例1は、以下のPDFオブジェクトを考える：1つの0 OBJ << /タイプ/ OCG /名（スキン）>> endobj％オプショナルコンテンツグループ2 0 OBJ << /タイプ/ OCG /名（ボーンズ）>> endobj 3 0 OBJ < </タイプ/ OCG /名前（樹皮）>> endobj 4 0 OBJ << /タイプ/ OCG /名前（木）>> endobj 5 0％OBJの構成辞書<< /注文[[（カエル解剖学）1つの0 R 2 0 R] [（ツリー解剖学）3 0 R 4 0 R]以下のように>>適合読者は、オプションのコンテンツグループを表示すべきである：カエル解剖皮膚骨ツリー解剖樹皮ウッド

層の％ページコンテンツ/ OC / L1 BDC％でレイヤ1 / OC / L1aとBDCの％サブレイヤA層のEMC / OC / L1bとBDC％サブレイヤB 1 0 100 F 1 0 0 100 100 RE：以下PDFオブジェクト与えられた例2 EMC EMC F 100 100再... << / L1 1 0 R％リソース名/ L1aと2 0 R / L1bと3 0 R >> ...％オプションコンテンツグループ1つの0 OBJ << /タイプ/ OCG /名前（層1）>> endobj 2 0 OBJ << /タイプ/ OCG /名前（サブレイヤA）>> endobj 3 0 OBJ << /タイプ/ OCG /名前（サブレイヤB）>> endobj ... 4 0％OBJの設定辞書<< /注文[1つの0 R [2 0 R 3 0 R]以下のように>>適合読者がOCGsを表示する必要が：レイヤ1サブレイヤAサブレイヤB

Lockedarray（オプション、PDF 1.6）この構成が適用されるときbelockedなければならないオプションのコンテンツグループのアレイ。ロックされたグループの状態は適合リーダのユーザ・インターフェースを介して変更することはできません。適合作家はusers.Default値によって変更されることから、これらのグループに依存コンテンツの可視性を防ぐために、このエントリを使用することができます：リーダー適合空array.Aユーザ以外の手段によって変更され、オプションのコンテンツグループの状態を可能にすることができますこうしたJavaScriptの設定や辞書のASエントリ内の項目としてインターフェイス、。

表101  - オプションのコンテンツのエントリの構成辞典（続き）

キータイプ値
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The AS entry is an auto state array consisting of one or more usage application dictionaries that specify how 
conforming readers shall automatically set the state of optional content groups based on external factors, as 
discussed in the following sub-clause. 

8.11.4.4 Usage and Usage Application Dictionaries

Optional content groups are typically constructed to control the visibility of graphic objects that are related in 
some way. Objects can be related in several ways; for example, a group may contain content in a particular 
language or content suitable for viewing at a particular magnification.

An optional content group’s usage dictionary (the value of the Usage entry in an optional content group 
dictionary; see Table 98) shall contain information describing the nature of the content controlled by the group. 
This dictionary can contain any combination of the entries shown in Table 102.

Table 102 –  Entries in an Optional Content Usage Dictionary  

Key Type Value

CreatorInfo dictionary (Optional) A dictionary used by the creating application to store 
application-specific data associated with this optional content group. It 
shall contain two required entries:
Creator A text string specifying the application that created the group.
Subtype A name defining the type of content controlled by the group. 

Suggested values include but shall not be limited to Artwork, 
for graphic-design or publishing applications, and Technical, 
for technical designs such as building plans or schematics.

Additional entries may be included to present information relevant to the 
creating application or related applications.
Groups whose Intent entry contains Design typically include a 
CreatorInfo entry.

Language dictionary (Optional) A dictionary specifying the language of the content controlled by 
this optional content group. It may contain the following two entries:
Lang (required) A text string that specifies a language and possibly 

a locale (see 14.9.2, "Natural Language Specification"). For 
example, es-MX represents Mexican Spanish.

Preferred (optional) A name whose values shall be either ON or OFF. 
Default value: OFF. it shall be used by conforming readers 
when there is a partial match but no exact match between the 
system language and the language strings in all usage 
dictionaries. See 8.11.4.4, "Usage and Usage Application 
Dictionaries" for more information.

Export dictionary (Optional) A dictionary containing one entry, ExportState, a name whose 
value shall be either ON or OFF. This value shall indicate the 
recommended state for content in this group when the document (or part of 
it) is saved by a conforming reader to a format that does not support 
optional content (for example, a raster image format). 

Zoom dictionary (Optional) A dictionary specifying a range of magnifications at which the 
content in this optional content group is best viewed. It shall contain one or 
both of the following entries:
min The minimum recommended magnification factor at which the 

group shall be ON. Default value: 0.
max The magnification factor below which the group shall be ON. 

Default value: infinity.
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ASエントリは、以下のサブ節で説明したように準拠読者が自動的に、外部要因に基づいて任意のコンテンツグループの状態を設定しなければならない方法を指定する1つまたは複数の使用アプリケーション辞書からなる自動状態配列です。

8.11.4.4使用状況と使用アプリケーション辞書

オプショナルコンテンツグループは、一般的に何らかの形で関係しているグラフィックオブジェクトの可視性を制御するように構成されています。オブジェクトは、いくつかの方法で関連することができます。例えば、グループは、特定の言語または特定の倍率で表示するための適切なコンテンツ内のコンテンツを含んでいてもよいです。

オプションのコンテンツグループの使用辞書（オプションコンテンツグループ辞書で使用エントリの値は、表98を参照）は、グループによって制御されるコンテンツの性質を記述する情報を含まなければなりません。この辞書は、表102に示されているエントリの任意の組合せを含むことができます。

キータイプ値

CreatorInfodictionary（オプション）このオプションのコンテンツグループに関連付けられた店舗アプリケーション固有のデータに作成するアプリケーションによって使用される辞書。これは、2つの必要なエントリが含まれていなければなりません。

グループを作成したアプリケーションを指定するクリエーターAのテキスト文字列。

グループによって制御されるコンテンツのタイプを定義するサブタイプA名。推奨値としては、そのような計画やschematics.Additionalエントリを構築するなどの技術的なデザインが作成するアプリケーションまたは関連applications.Groupsに関連する現在の情報に含ませることができるため、グラフィックデザインや公開アプリケーションのためのアートワーク、および技術に限定されるものではありませんその意図エントリデザインは、一般的にCreatorInfoエントリが含まれるが含まれています。

Languagedictionary（オプション）このオプションのコンテンツ群によって制御コンテンツの言語を指定する辞書。これは、次の2つのエントリが含まれている場合があります。

ラング（必須）指定した言語とロケールおそらくそのテキスト文字列（「自然言語仕様」、14.9.2を参照してください）。例えば、ES-MXはメキシコのスペイン語を表します。

好ましい（オプション）は、その値がONまたはOFFのいずれかでなければならない名前。デフォルト値：OFF。それは部分一致が、システムの言語およびすべての使用辞書での言語の文字列の間には完全な一致がある場合には、読者の準拠によって使用されなければなりません。詳細については、8.11.4.4、「使用及び使用アプリケーション辞書」を参照してください。

Exportdictionary（オプション）一つのエントリ、ExportState、その値がONまたはOFFのいずれかでなければならない名前を含む辞書。ドキュメント（またはその一部）は、任意のコンテンツ（例えば、ラスタ画像フォーマット）をサポートしていないフォーマットに準拠したリーダによって保存されるとき、この値は、このグループ内のコンテンツの推奨状態を示すものとします。

Zoomdictionary（オプション）このオプションのコンテンツ群のコンテンツが最もよく視聴された倍率の範囲を指定する辞書。それは次のエントリのいずれか、または両方が含まれていなければなりません。

分ザ最小基がONでなければならないれる推奨倍率。デフォルト値：0。

最大グループがオンでなければならないその下倍率。デフォルト値：無限大。
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While the data in the usage dictionary serves as information for a document user to examine, it may also be 
used by conforming readers to automatically manipulate the state of optional content groups based on external 
factors such as current system language settings or zoom level. Document authors may use usage application 
dictionaries to specify which entries in the usage dictionary shall be consulted to automatically set the state of 
optional content groups based on such factors. Usage application dictionaries shall be listed in the AS entry in 
an optional content configuration dictionary (see Table 101). If no AS entry is present, states shall not be 
automatically adjusted based on usage information.

A usage application dictionary specifies the rules for which usage entries shall be used by conforming readers 
to automatically manipulate the state of optional content groups, which groups shall be affected, and under 
which circumstances. Table 103 shows the entries in a usage application dictionary.

Usage application dictionaries shall only be used by interactive conforming readers, and shall not be used by 
applications that use PDF as final form output (see 8.11.4.5, "Determining the State of Optional Content 
Groups" for more information). 

Print dictionary (Optional) A dictionary specifying that the content in this group is shall be 
used when printing. It may contain the following optional entries:
Subtype A name object specifying the kind of content controlled by the 

group; for example, Trapping, PrintersMarks and 
Watermark.

PrintState A name that shall be either ON or OFF, indicating that the 
group shall be set to that state when the document is printed 
from a conforming reader.

View dictionary (Optional) A dictionary that shall have a single entry, ViewState, a name 
that shall have a value of either ON or OFF, indicating that the group shall 
be set to that state when the document is opened in a conforming reader.

User dictionary (Optional) A dictionary specifying one or more users for whom this optional 
content group is primarily intended. Each dictionary shall have two 
required entries:
Type A name object that shall be either Ind (individual), Ttl (title), 

or Org (organization). 
Name A text string or array of text strings representing the name(s) 

of the individual, position or organization.

PageElement dictionary (Optional) A dictionary declaring that the group contains a pagination 
artifact. It shall contain one entry, Subtype, whose value shall be a name 
that is either HF (header/footer), FG (foreground image or graphic), BG
(background image or graphic), or L (logo). 

Table 103 –  Entries in a Usage Application Dictionary  

Key Type Value

Event name (Required) A name defining the situation in which this usage application 
dictionary should be used. Shall be one of View, Print, or Export.

OCGs array (Optional) An array listing the optional content groups that shall have their 
states automatically managed based on information in their usage 
dictionary (see 8.11.4.4, "Usage and Usage Application Dictionaries"). 
Default value: an empty array, indicating that no groups shall be affected.

Category array (Required) An array of names, each of which corresponds to a usage 
dictionary entry (see Table 102). When managing the states of the 
optional content groups in the OCGs array, each of the corresponding 
categories in the group’s usage dictionary shall be considered.

Table 102 –  Entries in an Optional Content Usage Dictionary (continued)

Key Type Value
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使用辞書のデータが検査する文書のユーザのための情報として機能しながら、それはまた、自動的にこのような現在のシステムの言語設定などの外部要因に基づいて任意のコンテンツグループの状態を操作したりレベルを拡大するために読者に準拠して使用してもよいです。文書作成者は、使用辞書内のエントリは自動的にそのような要因に基づいて任意のコンテンツグループの状態を設定するために調べなければならないかを指定するために使用アプリケーション辞書を使用することができます。利用アプリケーション辞書（表101を参照されたい）任意コンテンツ構成辞書内のASエントリにリストされなければなりません。何のASエントリが存在しない場合は、状態が自動的に使用情報に基づいて調整してはなりません。

利用アプリケーション辞書は使用エントリが自動的にグループが影響を受けなければならないオプションのコンテンツグループの状態を操作するために読者を適合することによって使用されなければならない対象のルールを特定し、その状況下で。テーブル103が示す利用アプリケーション辞書内のエントリ。

使用法アプリケーション辞書は（詳細は「オプションのコンテンツグループの状態の判断」、8.11.4.5を参照）のみインタラクティブ準拠の読者によって使用されなければならない、と最終形態の出力として使用するPDFことをアプリケーションで使用してはなりません。

Printdictionary（オプション）印刷時にこのグループのコンテンツを使用するものとされていることを辞書指定。これは、次のオプションのエントリが含まれる場合があります。

グループによって制御されるコンテンツの種類を指定するサブタイプA名オブジェクト。例えば、トラッピング、PrintersMarksおよび透かし。

文書が適合リーダーから印刷されるとき基がその状態に設定されなければならないことを示す、ONまたはOFFのいずれかでなければならないPrintState A名。

Viewdictionary（任意）単一のエントリ、のViewStateを有するものと辞書、ONまたはOFFのいずれかの値を持たなければならない名、文書が適合リーダーで開いたとき基がその状態に設定されなければならないことを示します。

Userdictionary（オプション）このオプションのコンテンツグループが主に意図された人のために1人以上のユーザーを指定した辞書。各辞書には、2つの必須項目を持たなければなりません。

（個別）インディアナ、TTL（タイトル）、または組織（組織）のいずれかでなければならない名前のオブジェクトを入力します。

名前A個人、位置または組織の名前を表すテキストストリングのテキスト文字列またはアレイ。

PageElementdictionary（オプション）グループは、ページネーションアーティファクトが含まれていることを宣言した辞書。これは、その値のいずれかHF（ヘッダ/フッタ）、FG（前景画像またはグラフィック）、BG（バックグラウンド画像またはグラフィック）、またはL（ロゴ）である名前でなければならない一つのエントリ、サブタイプを含まなければなりません。

キータイプ値

EVENTNAME（必須）この使用アプリケーション辞書を使用すべき状況を定義する名前。表示、印刷、またはエクスポートのいずれかでなければなりません。

OCGsarray（オプション）その状態が自動的にその使用辞書の情報に基づいて管理していなければならないオプションのコンテンツ・グループをリストする配列（「使用と使用アプリケーション辞書」、8.11.4.4を参照してください）。デフォルト値：空の配列、何グループが影響を受けてはならないことを示します。

Categoryarray（必須）使用辞書エントリに対応それぞれが名前の配列（表102を参照のこと）。 OCGs配列中の任意のコンテンツグループの状態を管理する場合、グループの使用状況の辞書に対応するカテゴリのそれぞれが考慮されなければなりません。

表102  - オプションのコンテンツ利用のエントリ辞書（続き）

キータイプ値
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The Event entry specifies whether the usage settings shall be applied during viewing, printing, or exporting the 
document. The OCGs entry specifies the set of optional content groups to which usage settings shall be 
applied. For each of the groups in OCGs, the entries in its usage dictionary (see Table 102) specified by 
Category shall be examined to yield a recommended state for the group. If all the entries yield a recommended 
state of ON, the group’s state shall be set to ON; otherwise, its state shall be set to OFF.

The entries in the usage dictionary shall be used as follows:

• View: The state shall be the value of the ViewState entry. This entry allows a document to contain content 
that is relevant only when the document is viewed interactively, such as instructions for how to interact with 
the document.

• Print: The state shall be the value of the PrintState entry. If PrintState is not present, the state of the 
optional content group shall be left unchanged.

• Export: The state shall be the value of the ExportState entry.

• Zoom: If the current magnification level of the document is greater than or equal to min and less than max, 
the ON state shall be used; otherwise, OFF shall be used.

• User: The Name entry shall specify a name or names to match with the user’s identification. The Type
entry determines how the Name entry shall be interpreted (name, title, or organization). If there is an exact 
match, the ON state shall be used; otherwise OFF shall be used.

• Language: This category shall allow the selection of content based on the language and locale of the 
application. If an exact match to the language and locale is found among the Lang entries of the optional 
content groups in the usage application dictionary’s OCGs list, all groups that have exact matches shall 
receive an ON recommendation. If no exact match is found, but a partial match is found (that is, the 
language matches but not the locale), all partially matching groups that have Preferred entries with a value 
of ON shall receive an ON recommendation. All other groups shall receive an OFF recommendation.

There shall be no restriction on multiple entries with the same value of Event, in order to allow documents with 
incompatible usage application dictionaries to be combined into larger documents and have their behaviour 
preserved. If a given optional content group appears in more than one OCGs array, its state shall be ON only if 
all categories in all the usage application dictionaries it appears in shall have a state of ON. 

EXAMPLE This example shows the use of an auto state array with usage application dictionaries. The AS entry in 
the default configuration dictionary is an array of three usage application dictionaries, one for each of the 
Event values View, Print, and Export.  
 
/OCProperties % OCProperties dictionary in document catalog 

<< /OCGs [1 0 R 2 0 R 3 0 R 4 0 R] 
/D << /BaseState /OFF % The default configuration 

/ON [1 0 R] 
/AS [ % Auto state array of usage application dictionaries 

<< /Event /View /Category [/Zoom] /OCGs [1 0 R 2 0 R 3 0 R 4 0 R] >>  
<< /Event /Print /Category [/Print] /OCGs [4 0 R] >> 
<< /Event /Export /Category [/Export] /OCGs [3 0 R 4 0 R] >> 
] 

>> 
>> 

... 
 
1 0 obj  

<< /Type /OCG  
/Name (20000 foot view) 
/Usage << /Zoom << /max 1.0 >> >> 

>> 
endobj 
2 0 obj  

<< /Type /OCG  
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使用方法の設定は、閲覧、印刷、または文書をエクスポートする時に適用されなければならないかどうかをイベントエントリを指定します。 OCGsエントリは、使用の設定が適用されるものとするには、オプションのコンテンツグループのセットを指定します。 OCGs内のグループのそれぞれについて、その使用辞書内のエントリは、カテゴリによって指定されたグループのための推奨状態を得るために検討されなければならない（表102参照します）。すべてのエントリがONの状態の推奨を得た場合は、グループの状態がONに設定されなければなりません。そうでない場合は、その状態がOFFに設定されなければなりません。

次のように使用量辞書のエントリを使用しなければなりません。

•ビュー：状態はViewStateのエントリの値でなければなりません。このエントリは、文書は、文書は、そのようなドキュメントと対話する方法のための命令として、対話的に閲覧されている場合にのみ関連するコンテンツを含めることができます。

•印刷：状態はPrintStateエントリの値でなければなりません。 PrintStateが存在しない場合は、オプションのコンテンツグループの状態は変更されないままにされなければなりません。

•エクスポート：状態はExportStateエントリの値でなければなりません。

•ズーム：文書の現在の倍率レベルが最大値より大きい又は分に等しいと小さい場合は、ON状態を使用しなければなりません。そうでない場合は、OFFを使用しなければなりません。

•ユーザー：名前のエントリは、ユーザーの識別情報と一致する名前または名前を指定しなければなりません。 Typeentryは、名前のエントリが（名前、タイトル、または組織）に解釈されなければならないかを決定します。正確な一致がある場合、ONの状態を使用しなければなりません。それ以外の場合はOFFを使用しなければなりません。

•言語：このカテゴリには、アプリケーションの言語とロケールに基づいて、コンテンツの選択を可能にするもの。言語およびロケールに完全に一致するが、利用状況アプリケーション辞書のOCGsリスト内の任意のコンテンツグループのラングエントリの中から発見された場合は、完全一致を持っているすべてのグループがONの推薦を受けなければなりません。 （言語が一致しなくロケールである）は、完全に一致するものが見つからないが、部分的な一致が見つかった場合、ONの値に優先エントリを持つすべての部分的に一致するグループがONの推薦を受けなければなりません。他のすべてのグループがOFFの勧告を受けなければなりません。

互換性のない利用状況アプリケーション辞書を持つ文書は大きな文書に統合されるように、その行動が保存されている可能にするために、イベントの同じ値を持つ複数のエントリには制限があってはなりません。与えられたオプションのコンテンツグループが複数のOCGs列に表示された場合は、その状態がONしなければならない場合にのみ、それがに表示され、すべての利用状況アプリケーションの辞書内のすべてのカテゴリがONの状態でなければなりません。

例この例は、利用アプリケーション辞書と自動状態配列の使用を示します。デフォルトの設定辞書のASエントリは3つの、使用アプリケーション辞書、イベントごとに1つのビュー、印刷、およびエクスポートは、値の配列です。 / OCProperties％OCProperties辞書ドキュメント内のカタログ<< / OCGs [1つの0 0 R 2 R 3 R 4 0 0 R] / D << / BaseState /オフ％デフォルト設定/ ON [1つの0 R] / AS [％オート利用アプリケーション辞書<< /イベント/ビュー/カテゴリーの状態配列[/ズーム] / OCGs [1 0 R 2 0、R 3 0 R 4 0 R] >> << /イベント/プリント/カテゴリー[/印刷] / OCGs [4 0 R] >> << /イベント/エクスポート/カテゴリー[/エクスポート] / OCGs [3 0 R 4 0 R] >>] >> 1つの... 0 OBJ << /タイプ/ OCG /名前（20000フィートビュー）/使い方<< /ズーム<< /最大1.0 >> >> >> endobj 2 0 OBJ << /タイプ/ OCG
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/Name (10000 foot view) 
/Usage << /Zoom << /min 1.0 /max 2.0 >> >> 

>> 
endobj 
3 0 obj  

<< /Type /OCG  
/Name (1000 foot view) 
/Usage << /Zoom << /min 2.0 /max 20.0 >> 

/Export << /ExportState /OFF >> >> 
>> 

endobj 
4 0 obj  

<< /Type /OCG  
/Name (Copyright notice) 
/Usage << /Print << /PrintState /ON >>  

/Export << /ExportState /ON>> >> 
>> 

endobj

In the example, the usage application dictionary with event type View specifies that all optional content groups 
shall have their states managed based on zoom level when viewing. Three groups (objects 1, 2, and 3) contain 
Zoom usage information. Object 4 has none; therefore, it shall not be affected by zoom level changes. Object 3 
shall receive an OFF recommendation when exporting. When printing or exporting, object 4 shall receive an 
ON recommendation. 

8.11.4.5 Determining the State of Optional Content Groups

This sub-clause summarizes the rules by which conforming readers make use of the configuration and usage 
application dictionaries to set the state of optional content groups. For purposes of this discussion, it is useful to 
distinguish the following types of conforming readers:

• Viewer applications which allow users to interact with the document in various ways.

• Design applications, which offer layering features for collecting groups of graphics together and selectively 
hiding or viewing them.

NOTE 1 The following rules are not meant to apply to design applications; they may manage their states in an entirely 
different manner if they choose.

• Aggregating applications, which import PDF files as graphics.

• Printing applications, which print PDF files.

When a document is first opened, its optional content groups shall be assigned a state based on the D (default) 
configuration dictionary in the OCProperties dictionary:

a) The value of BaseState shall be applied to all the groups.

b) The groups listed in either the ON or OFF array (depending on which one is opposite to BaseState) shall 
have their states adjusted.

This state shall be the state used by printing and aggregating application. Such applications shall not apply the 
changes based on usage application dictionaries described below. However, for more advanced functionality, 
they may provide user control for manipulating the individual states of optional content groups.

NOTE 2 Viewer applications may also provide users with an option to view documents in this state (that is, to disable 
the automatic adjustments discussed below). This option permits an accurate preview of the content as it will 
appear when placed into an aggregating application or sent to a stand-alone printing system.

The remaining discussion in this sub-clause applies only to viewer applications. Such applications shall 
examine the AS array for usage application dictionaries that have an Event of type View. For each one found, 
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/名前（10000フィートビュー）/使い方<< /ズーム<< /分1.0 /最大2.0 >> >> >> endobj 3 0 OBJ << /タイプ/ OCG /名（1000年フットビュー）/使い方<< /ズーム<< /分2.0 /最大20.0 >> /エクスポート<< / ExportState / OFF >> >> endobj 4 0 OBJ << /タイプ/ OCG /名前（著作権表示）/使用<< /印刷<< / PrintState / ON >> /エクスポート<< / ExportState / ON >> >> >> endobj

例では、すべてのオプションコンテンツグループは、それらの状態が表示するときにズームレベルに基づいて管理イベントタイプのビューを指定して、使用アプリケーション辞書を持たなければならないということ。三つのグループ（オブジェクト1、2、および3）は、ズーム使用情報が含まれています。オブジェクト4は何を持っていません。したがって、それはズームレベルの変化の影響を受けてはなりません。オブジェクト3は、エクスポートOFF勧告を受けなければなりません。印刷またはエクスポートするときに、オブジェクト4がONの推薦を受けなければなりません。

8.11.4.5オプショナルコンテンツグループの状態の判断

このサブ句が適合読者は、オプションのコンテンツグループの状態を設定する構成と使用アプリケーション辞書を利用したことにより、ルールをまとめたものです。この議論の目的のためには、読者に準拠し、以下のタイプを区別するのに役立ちます。

ユーザーがさまざまな方法でドキュメントと対話することを可能にする•ビューアアプリケーション。

一緒にグラフィックスのグループを収集し、選択的に隠したり、それらを表示するための機能を積層提供•設計アプリケーション、。

注1次のルールは、設計アプリケーションに適用するためのものではありません。彼らが選択した場合、彼らは完全に異なる方法でそれらの状態を管理することができます。

•集約アプリケーション、グラフィックスとしてインポートPDFファイルです。

•印刷アプリケーション、印刷、PDFファイル。

ドキュメントが最初に開かれたとき、その任意のコンテンツグループは、辞書OCPropertiesにおけるD（デフォルト）構成辞書に基づいて状態を割り当てなければなりません。

A）BaseStateの値は、すべてのグループに適用されなければなりません。

b）1種がBaseStateとは反対応じたONまたはOFF配列のいずれかに記載されているグループ（）はその状態を調整なければなりません。

この状態は、アプリケーションを印刷し、集約することによって使用される状態でなければなりません。利用状況アプリケーションの辞書に基づいて変更を適用しないようなアプリケーションは、以下で説明します。しかし、より高度な機能のために、彼らは、オプションのコンテンツグループの個々の状態を操作するためのユーザ制御を提供することができます。

注2つのビューアのアプリケーションも（後述自動調整を無効にするには、である）、この状態では、ビューの文書へのオプションをユーザーに提供することができます。このオプションは、集約アプリケーションに配置されるか、またはスタンドアロンの印刷システムに送信されたときに表示されるように、コンテンツの正確なプレビューが可能になります。

このサブ節の残りの議論は、ビューアアプリケーションにのみ適用されます。このようなアプリケーションは、タイプビューのイベントを持っている利用状況アプリケーション辞書用AS配列を検査しなければなりません。各1が見つかり、
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the groups listed in its OCGs array shall be adjusted as described in 8.11.4.4, "Usage and Usage Application 
Dictionaries".

Subsequently, the document is ready for interactive viewing by a user. Whenever there is a change to a factor 
that the usage application dictionaries with event type View depend on (such as zoom level), the 
corresponding dictionaries shall be reapplied. 

The user may manipulate optional content group states manually or by triggering SetOCGState actions (see 
12.6.4.12, "Set-OCG-State Actions") by, for example, clicking links or bookmarks. Manual changes shall 
override the states that were set automatically. The states of these groups remain overridden and shall not be 
readjusted based on usage application dictionaries with event type View as long as the document is open (or 
until the user reverts the document to its original state). 

When a document is printed by a viewer application, usage application dictionaries with an event type Print
shall be applied over the current states of optional content groups. These changes shall persist only for the 
duration of the print operation; then all groups shall revert to their prior states.

Similarly, when a document is exported to a format that does not support optional content, usage application 
dictionaries with an event type Export shall be applied over the current states of optional content groups. 
Changes shall persist only for the duration of the export operation; then all groups shall revert to their prior 
states.

NOTE 3 Although the event types Print and Export have identically named counterparts that are usage categories, the 
corresponding usage application dictionaries are permitted to specify that other categories may be applied.
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8.11.4.4、「使用および使用アプリケーション辞書」に記載されているように、そのOCGs配列にリストされたグループを調整しなければなりません。

その後、文書は、ユーザがインタラクティブに表示のための準備ができています。イベントタイプビュー利用アプリケーション辞書は、（例えば、ズームレベルなど）に依存すること要因に変化があるたびに、対応する辞書が再適用されなければなりません。

ユーザーは、リンクやブックマークをクリックすると、例えば、（12.6.4.12、「セットOCGステートアクション」を参照）、手動またはSetOCGStateアクションをトリガすることによって、オプションのコンテンツグループの状態を操作することができます。マニュアルの変更が自動的に設定された状態を上書きするものとします。これらのグループの状態が上書きさと長い文書が開かれている（または、ユーザーが元の状態に文書を元に戻しまで）としてイベントタイプのビューで利用状況アプリケーションの辞書に基づいて再調整してはならないまま。

文書をビューアアプリケーションで印刷されたときに、イベント・タイプと使用アプリケーション辞書は、オプションのコンテンツグループの現在の状態の上に適用することがPrintshall。これらの変更は、印刷操作の間だけ持続しなければなりません。その後、すべてのグループは、彼らの前の状態に戻すものとします。

同様に、文書がエクスポートが任意のコンテンツ・グループの現在の状態の上に適用されなければならないイベントタイプと任意のコンテンツ、利用アプリケーション辞書をサポートしていないフォーマットにエクスポートされるとき。変更は、エクスポート操作の間だけ持続しなければなりません。その後、すべてのグループは、彼らの前の状態に戻すものとします。

イベントタイプを印刷およびエクスポートは、使用状況のカテゴリです同じ名前の対応を持っていますが3、対応する使用アプリケーション辞書は他のカテゴリを適用することができるように指定することが許可されています。
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9 Text

9.1 General

This clause describes the special facilities in PDF for dealing with text—specifically, for representing characters 
with glyphs from fonts. A glyph is a graphical shape and is subject to all graphical manipulations, such as 
coordinate transformation. Because of the importance of text in most page descriptions, PDF provides higher-
level facilities to describe, select, and render glyphs conveniently and efficiently. 

The first sub-clause is a general description of how glyphs from fonts are painted on the page. Subsequent 
sub-clauses cover these topics in detail: 

• Text state. A subset of the graphics state parameters pertain to text, including parameters that select the 
font, scale the glyphs to an appropriate size, and accomplish other graphical effects. 

• Text objects and operators. The text operators specify the glyphs to be painted, represented by string 
objects whose values shall be interpreted as sequences of character codes. A text object encloses a 
sequence of text operators and associated parameters. 

• Font data structures. Font dictionaries and associated data structures provide information that a 
conforming reader needs to interpret the text and position the glyphs properly. The definitions of the glyphs 
themselves shall be contained in font programs, which may be embedded in the PDF file, built into a 
conforming reader, or obtained from an external font file. 

9.2 Organization and Use of Fonts

9.2.1 General

A character is an abstract symbol, whereas a glyph is a specific graphical rendering of a character. 

EXAMPLE 1 The glyphs A, A, and A are renderings of the abstract “A” character. 

NOTE 1 Historically these two terms have often been used interchangeably in computer typography (as evidenced by 
the names chosen for some PDF dictionary keys and PostScript operators), but advances in this area have 
made the distinction more meaningful. Consequently, this standard distinguishes between characters and 
glyphs, though with some residual names that are inconsistent. 

Glyphs are organized into fonts. A font defines glyphs for a particular character set.

EXAMPLE 2 The Helvetica and Times fonts define glyphs for a set of standard Latin characters. 

A font for use with a conforming reader is prepared in the form of a program. Such a font program shall be 
written in a special-purpose language, such as the Type 1, TrueType, or OpenType font format, that is 
understood by a specialized font interpreter. 

In PDF, the term font refers to a font dictionary, a PDF object that identifies the font program and contains 
additional information about it. There are several different font types, identified by the Subtype entry of the font 
dictionary. 

For most font types, the font program shall be defined in a separate font file, which may be either embedded in 
a PDF stream object or obtained from an external source. The font program contains glyph descriptions that 
generate glyphs. 

A content stream paints glyphs on the page by specifying a font dictionary and a string object that shall be 
interpreted as a sequence of one or more character codes identifying glyphs in the font. This operation is called 
showing the text string; the text strings drawn in this way are called show strings. The glyph description 
consists of a sequence of graphics operators that produce the specific shape for that character in this font. To 
render a glyph, the conforming reader executes the glyph description. 
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9テキスト

9.1一般

この句は、フォントのグリフを持つ文字を表現するために、テキスト、具体的に対処するためのPDF内の特別な機能について説明します。グリフは、グラフィカル形状であり、そのような座標変換のような全てのグラフィック操作の対象です。そのため、ほとんどのページ記述内のテキストの重要性を、PDFは、説明を選択し、簡便かつ効率的にグリフをレンダリングするために、より高いレベルの機能を提供します。

•テキスト状態。グラフィック状態パラメータのサブセットは、フォントを選択して適切なサイズにグリフをスケーリング、および他のグラフィック効果を達成するためのパラメータを含む、テキストに関連します。

•テキストオブジェクトや演算子。テキスト演算子は、値が文字コードのシーケンスとして解釈されなければならない文字列オブジェクトによって表される、ペイントされるグリフを指定します。テキストオブジェクトは、テキスト演算子と関連するパラメータのシーケンスを囲みます。

•フォントのデータ構造。フォント辞書や関連するデータ構造は、準拠したリーダーが適切にテキストや位置のグリフを解釈するために必要な情報を提供します。自体は、PDFファイルに埋め込ま適合リーダに内蔵、あるいは外付けフォントファイルから得ることができるフォントプログラムに含まれなければならないグリフの定義。

9.2組織とフォントの使用

9.2.1一般的な

グリフは、文字の特定のグラフィカルな表現であるのに対し、文字は、抽象的シンボルです。

【実施例1グリフA、A、およびAは、抽象的な「A」の文字のレンダリングです。

注1歴史的にこれら2つの用語は、多くの場合、（いくつかのPDF辞書キーとPostScriptオペレータのために選ばれた名前によって証明されるように）コンピュータタイポグラフィにおいて交換可能に使用されてきたが、この分野の進歩は区別がより有意義てきました。文字とグリフの間に結果的に、これは標準の区別、矛盾しているいくつかの残留名前を持つけれども。

グリフはフォントに編成されています。フォントは、特定の文字セット用のグリフを定義します。

適合リーダと共に使用するためのフォントはプログラムの形で調製されます。そのようなフォントプログラムは、このようなタイプの特殊なフォントインタプリタによって理解されている1、TrueTypeフォントまたはOpenTypeフォントフォーマットとして、専用の言語で書かれなければなりません。

PDFでは、用語フォントは、フォント辞書にPDFオブジェクトことを識別し、フォントプログラムを参照し、それに関する追加情報が含まれています。フォント辞書のサブタイプのエントリによって識別される、いくつかの異なるフォントの種類があります。

ほとんどのフォントの種類、フォントプログラムはPDFストリームオブジェクトに埋め込まれた、または外部の供給源から得ることができるいずれかの別のフォントファイルで定義されなければなりません。フォントプログラムは、グリフを生成するグリフ記述が含まれています。

フォント辞書とフォントのグリフを識別する一つ以上の文字コードのシーケンスとして解釈される文字列オブジェクトを指定してページのコンテンツストリーム塗料グリフ。この操作は、テキスト文字列を示すと呼ばれています。このように描かれたテキスト文字列は、ショーの文字列と呼ばれています。グリフ記述は、このフォントでその文字の特定の形状を生成するグラフィックス演算子の配列からなります。グリフをレンダリングするには、準拠した読者はグリフ記述を実行します。
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NOTE 2 Programmers who have experience with scan conversion of general shapes may be concerned about the 
amount of computation that this description seems to imply. However, this is only the abstract behaviour of 
glyph descriptions and font programs, not how they are implemented. In fact, an efficient implementation can 
be achieved through careful caching and reuse of previously rendered glyphs. 

9.2.2 Basics of Showing Text

EXAMPLE 1 This example illustrates the most straightforward use of a font. The text ABC is placed 10 inches from the 
bottom of the page and 4 inches from the left edge, using 12-point Helvetica.  
 
BT 

/F13 12 Tf 
288 720 Td 
( ABC ) Tj 

ET 
 
The five lines of this example perform these steps:  
 
a) Begin a text object.  
 
b) Set the font and font size to use, installing them as parameters in the text state. In this case, the font 
resource identified by the name F13 specifies the font externally known as Helvetica. 
 
c) Specify a starting position on the page, setting parameters in the text object.  
 
d) Paint the glyphs for a string of characters at that position.  
 
e) End the text object. 

These paragraphs explain these operations in more detail. 

To paint glyphs, a content stream shall first identify the font to be used. The Tf operator shall specify the name 
of a font resource—that is, an entry in the Font subdictionary of the current resource dictionary. The value of 
that entry shall be a font dictionary. The font dictionary shall identify the font’s externally known name, such as 
Helvetica, and shall supply some additional information that the conforming reader needs to paint glyphs from 
that font. The font dictionary may provide the definition of the font program itself. 

NOTE 1 The font resource name presented to the Tf operator is arbitrary, as are the names for all kinds of resources. It 
bears no relationship to an actual font name, such as Helvetica. 

EXAMPLE 2 This Example illustrates an excerpt from the current page’s resource dictionary, which defines the font 
dictionary that is referenced as F13 (see EXAMPLE 1 in this sub-clause).  
 
/Resources 

<< /Font << /F13 23 0 R >> 
>> 

 
23 0 obj 

<<  /Type /Font 
 /Subtype /Type1 
 /BaseFont /Helvetica 

>> 
endobj

A font defines the glyphs at one standard size. This standard is arranged so that the nominal height of tightly 
spaced lines of text is 1 unit. In the default user coordinate system, this means the standard glyph size is 1 unit 
in user space, or 1 ⁄ 72 inch. Starting with PDF 1.6, the size of this unit may be specified as greater than 1 ⁄ 72 
inch by means of the UserUnit entry of the page dictionary; see Table 30. The standard-size font shall then be 
scaled to be usable. The scale factor is specified as the second operand of the Tf operator, thereby setting the 
text font size parameter in the graphics state. EXAMPLE 1 in this sub-clause establishes the Helvetica font with 
a 12-unit size in the graphics state. 
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一般的な形状の走査変換の経験を持っている注2人のプログラマは、この説明が意味するように思わ計算量を心配することができます。しかし、これは彼らが実装されていないか、グリフ記述とフォントプログラムの唯一の抽象的行動です。実際には、効率的な実装は、以前にレンダリングされたグリフの慎重なキャッシングや再利用によって達成することができます。

テキストを表示する9.2.2基本

例1この例では、フォントの最も簡単な使用方法を示しています。テキストABCは、12ポイントのHelveticaを使用して、ページの底部及び左端から4インチから10インチに配置されています。この例のBT / F13 12 Tdと（ABC）720 288 TfとTjのETザ・5行は、次の手順を実行します。）テキストオブジェクトを開始します。 b）は、テキスト状態のパラメータとしてそれらをインストールし、使用するフォントとフォントサイズを設定します。この場合は、名前のF13で識別されるフォントリソースは、外部からのHelveticaとして知られているフォントを指定します。 C）テキストオブジェクトのパラメータを設定し、ページ上の開始位置を指定します。 D）その位置の文字の文字列のためのグリフをペイントします。 e）のテキストオブジェクトを終了します。

グリフをペイントするには、コンテンツストリームを最初に使用するフォントを識別しなければなりません。 Tfの演算子は、フォントリソース、現在のリソースディクショナリのフォントサブディクショナリのエントリでの名前を指定しなければなりません。そのエントリの値は、フォント辞書でなければなりません。フォント辞書はHelveticaなど、フォントの外部に知られている名前を識別しなければならない、と適合する読者はそのフォントからグリフを描画するために必要ないくつかの追加情報を提供しなければなりません。フォント辞書は、フォントプログラム自体の定義を提供することができます。

注1のTfオペレータに提示フォントリソース名は任意である、などのリソースのすべての種類の名前です。これは、Helveticaなど、実際のフォント名とは関係、負いません。

実施例2This例F13（このサブ句の実施例1を参照）として参照されるフォント辞書を定義し、現在のページのリソース辞書からの抜粋を示す図です。 /リソース<< /フォント<< / F13 23 0 R >> 23 0 OBJ << /タイプ/フォント/サブタイプ/タイプ1 / BASEFONT /ヘルベチカ>> endobj

フォントは、一つの標準サイズでグリフを定義します。テキストの密に離間線の公称高さは1個の単位であるように、この標準が配置されています。デフォルトユーザ座標系では、これは、標準のグリフのサイズは1つのユーザ空間における単位、又は72分の1インチであることを意味します。 PDF 1.6以降では、このユニットのサイズは、ページ辞書のUserUnitエントリによって72分の1インチよりも大きいように指定することができます。表30は、標準サイズのフォントは、次に使用できるようにスケーリングされなければならない参照。スケールファクタは、これにより、グラフィックス状態のテキストのフォントサイズパラメータを設定する、Tfのオペレータの第二オペランドとして指定されます。このサブ句の実施例1は、グラフィックス状態で12単位サイズとHelveticaフォントを確立します。
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Once the font has been selected and scaled, it may be used to paint glyphs. The Td operator shall adjust the 
translation components of the text matrix, as described in 9.4.2, "Text-Positioning Operators". When executed 
for the first time after BT, Td shall establish the text position in the current user coordinate system. This 
determines the position on the page at which to begin painting glyphs. 

The Tj operator shall take a string operand and shall paint the corresponding glyphs, using the current font and 
other text-related parameters in the graphics state. 

NOTE 2 The Tj operator treats each element of the string (an integer in the range 0 to 255) as a character code (see 
EXAMPLE 1 in this sub-clause). 

Each byte shall select a glyph description in the font, and the glyph description shall be executed to paint that 
glyph on the page. This is the behaviour of Tj for simple fonts, such as ordinary Latin text fonts. Interpretation of 
the string as a sequence of character codes is more complex for composite fonts, described in 9.7, "Composite 
Fonts". 

What these steps produce on the page is not a 12-point glyph, but rather a 12-unit glyph, where the unit size 
shall be that of the text space at the time the glyphs are rendered on the page. The actual size of the glyph shall 
be determined by the text matrix (Tm ) in the text object, several text state parameters, and the current 
transformation matrix (CTM) in the graphics state; see 9.4.4, "Text Space Details". 

EXAMPLE 3 If the text space is later scaled to make the unit size 1 centimeter, painting glyphs from the same 12-unit 
font generates results that are 12 centimeters high. 

9.2.3 Achieving Special Graphical Effects

Normal uses of Tj and other glyph-painting operators cause black-filled glyphs to be painted. Other effects may 
be obtained by combining font operators with general graphics operators. 

The colour used for painting glyphs shall be the current colour in the graphics state: either the nonstroking 
colour or the stroking colour (or both), depending on the text rendering mode (see 9.3.6, "Text Rendering 
Mode"). The default colour shall be black (in DeviceGray), but other colours may be obtained by executing an 
appropriate colour-setting operator or operators (see 8.6.8, "Colour Operators") before painting the glyphs.

EXAMPLE 1 This example uses text rendering mode 0 and the g operator to fill glyphs in 50 percent gray, as shown in 
Figure 36.  
 
BT 

/F13 48 Tf 
20 40 Td 
0 Tr 
0.5 g 
( ABC ) Tj 

ET

Figure 36 –  Glyphs painted in 50% gray

ABC
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フォントが選択され、スケーリングされた後、グリフを描画するために使用することができます。 9.4.2、「テキスト位置決め演算子」に記載されているようにTdのオペレータは、テキストマトリックスの翻訳成分を調整しなければなりません。 BT後に最初に実行すると、Tdは、現在のユーザー座標系でテキストの位置を確立しなければなりません。これは、グリフをペイントを開始するためにその時にページ上の位置を決定します。

Tjのオペレータは、文字列をとるオペランドとグラフィックス状態の現在のフォントや他のテキスト関連のパラメータを使用して、対応するグリフをペイントしなければなりません。

各バイトは、フォント内のグリフの説明を選択するものとし、グリフ記述は、ページ上のそのグリフをペイントするために実行されなければなりません。これは、通常のラテン語のテキストフォントなどの単純なフォントのためのTJ動作です。文字コードのシーケンスとして文字列の解釈は、9.7で説明した合成フォント、「合成フォント」のために、より複雑です。

どのような手順は、ページ上で生成して12ポイントのグリフではなく、ユニットのサイズは、テキストスペースのそれはグリフがページにレンダリングされている時にしなければならない12単位のグリフ、。グリフの実際のサイズは、テキストオブジェクト、いくつかのテキストの状態パラメータ、及びグラフィックス状態の現在の変換行列（CTM）のテキストマトリックス融点（Tm）によって決定されなければなりません。 9.4.4、「テキストスペースの詳細」を参照してください。

テキストスペースが後で同じ12単位フォントからグリフをペイント、ユニットサイズ1のセンチメートルにするためにスケーリングされる場合に実施例3は、12センチメートル、高されている結果を生成します。

9.2.3特殊グラフィック効果を実現

（「テキストのレンダリングモード」、9.3.6を参照してください）レンダリングモードテキストに応じて、nonstroking色やストロークの色（あるいは両方）：グリフを塗りつぶす色は、グラフィックス状態の現在の色でなければなりません。デフォルトの色は（DeviceGrayで）黒でなければならないが、他の色は、グリフを塗装する前に、（8.6.8、「カラー演算子」を参照）、適切な色設定オペレータまたはオペレータを実行することによって得ることができます。

図36. BT / 20 40 Tdを0 Trの0.5グラム（ABC）TjのETのTf F13 48に示すように、実施例1この実施例は、50％グレーでグリフを埋めるためにテキストのレンダリングモード0およびg演算子を使用します

図36  - グリフは、50％グレーに塗ら

ABC
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Other graphical effects may be achieved by treating the glyph outline as a path instead of filling it. The text 
rendering mode parameter in the graphics state specifies whether glyph outlines shall be filled, stroked, used 
as a clipping boundary, or some combination of these effects. Only a subset of the possible rendering modes 
apply to Type 3 fonts. 

EXAMPLE 2 This example treats glyph outlines as a path to be stroked. The Tr operator sets the text rendering mode 
to 1 (stroke). The w operator sets the line width to 2 units in user space. Given those graphics state 
parameters, the Tj operator strokes the glyph outlines with a line 2 points thick (see Figure 37).  
 
BT 

/F13 48 Tf 
20 38 Td  
1 Tr 
2 w 
( ABC ) Tj 

ET

Figure 37 –  Glyph outlines treated as a stroked path

EXAMPLE 3 This example illustrates how the glyphs’ outlines may be used as a clipping boundary. The Tr operator 
sets the text rendering mode to 7 (clip), causing the subsequent Tj operator to impose the glyph outlines 
as the current clipping path. All subsequent painting operations mark the page only within this path, as 
illustrated in Figure 38. This state persists until an earlier clipping path is reinstated by the Q operator.  
 
BT 

/F13 48 Tf 
20 38 Td  
7 Tr 
( ABC ) Tj 

ET 
… Graphics operators to draw a starburst …

Figure 38 –  Graphics clipped by a glyph path

ABC

ABC
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他のグラフィカル効果はパスとして、グリフのアウトラインを処理する代わりにそれを充填することによって達成することができます。テキストは、グリフのアウトラインは、いっぱい撫で、クリップ境界、またはこれらの効果のいくつかの組み合わせとして使用されなければならないかどうか、グラフィックス状態の指定でモードパラメータをレンダリングします。可能なレンダリングモードのサブセットのみ3フォントを入力するために適用されます。

実施例2のパスとして扱い、グリフのアウトラインをストロークするために、この例。 Trのオペレータは、1（脳卒中）にテキストのレンダリングモードを設定します。 Wオペレータは、ユーザ空間で2つの単位の線幅を設定します。これらのグラフィックス状態パラメータが与えられると、Tjのオペレータは、2点太線でグリフのアウトラインを（図37参照）ストローク。 （ABC）W BT / F13 48 38 20 TfとTdの1 Trの2 TjのET

図37  - ストロークパスとして扱わグリフのアウトライン

実施例3この実施例は、グリフ輪郭はクリップ境界として使用することができる方法を示します。 Trの演算は、現在のクリッピングパスとしてグリフのアウトラインを課すために、後続のTjのオペレータを引き起こし、7（クリップ）にテキストのレンダリングモードを設定します。図38.この状態が持続に示されるように、以前のクリッピングパスがQオペレータによって回復されるまで、すべての後続の塗装作業は、唯一のこのパス内のページをマークします。 20 38 Tdの7 Trの（ABC）TjのETのTf BT / F13 48 ...グラフィックス事業者はスターバーストを描きます...

図38  - グリフパスによってクリップグラフィック

ABC

ABC
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9.2.4 Glyph Positioning and Metrics

A glyph’s width—formally, its horizontal displacement—is the amount of space it occupies along the baseline of 
a line of text that is written horizontally. In other words, it is the distance the current text position shall move (by 
translating text space) when the glyph is painted. 

NOTE 1 The width is distinct from the dimensions of the glyph outline. 

In some fonts, the width is constant; it does not vary from glyph to glyph. Such fonts are called fixed-pitch or 
monospaced. They are used mainly for typewriter-style printing. However, most fonts used for high-quality 
typography associate a different width with each glyph. Such fonts are called proportional or variable-pitch
fonts. In either case, the Tj operator shall position the consecutive glyphs of a string according to their widths. 

The width information for each glyph shall be stored both in the font dictionary and in the font program itself. 
The two sets of widths shall be identical.

NOTE 2 Storing this information in the font dictionary, although redundant, enables a conforming reader to determine 
glyph positioning without having to look inside the font program.

NOTE 3 The operators for showing text are designed on the assumption that glyphs are ordinarily positioned according 
to their standard widths. However, means are provided to vary the positioning in certain limited ways. For 
example, the TJ operator enables the text position to be adjusted between any consecutive pair of glyphs 
corresponding to characters in a text string. There are graphics state parameters to adjust character and word 
spacing systematically. 

In addition to width, a glyph has several other metrics that influence glyph positioning and painting. For most 
font types, this information is largely internal to the font program and is not specified explicitly in the PDF font 
dictionary. However, in a Type 3 font, all metrics are specified explicitly (see 9.6.5, "Type 3 Fonts"). 

The glyph coordinate system is the space in which an individual character’s glyph is defined. All path 
coordinates and metrics shall be interpreted in glyph space. For all font types except Type 3, the units of glyph 
space are one-thousandth of a unit of text space; for a Type 3 font, the transformation from glyph space to text 
space shall be defined by a font matrix specified in an explicit FontMatrix entry in the font. Figure 39 shows a 
typical glyph outline and its metrics. 

Figure 39 –  Glyph metrics

The glyph origin is the point (0, 0) in the glyph coordinate system. Tj and other text-showing operators shall 
position the origin of the first glyph to be painted at the origin of text space. 

EXAMPLE 1 This code adjusts the origin of text space to (40, 50) in the user coordinate system and then places the 
origin of the A glyph at that point:  
 
BT 

40 50 Td 
( ABC ) Tj 

ET

Glyph
bounding

box

Next
glyph
origin

Glyph
origin

Glyph width
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9.2.4グリフポジショニングとメトリック

グリフの幅は、正式に、その水平方向が水平に書かれているテキストの行のベースラインに沿った占有スペースの量変位は、です。換言すれば、グリフが塗装されたときに現在のテキスト位置は、（テキストスペースを変換することによって）移動しなければならない距離です。

一部のフォントでは、幅が一定です。それはグリフからグリフに変化しません。このようなフォントは、固定ピッチと呼ばれるか、モノスペースされています。彼らは、タイプライター風の印刷のために主に使用されています。しかし、高品質のタイポグラフィのために使用されるほとんどのフォントは各グリフと異なる幅を関連付けます。このようなフォントは、比例または可変pitchfontsと呼ばれています。いずれの場合においても、Tjのオペレータは、その幅に応じて文字列の連続したグリフを配置しなければなりません。

各グリフの幅情報は、フォント辞書に、フォントプログラム自体の両方に格納されなければなりません。幅の2セットは同一でなければなりません。

フォント辞書にこの情報を格納する注2は、冗長性が、フォントプログラムの内部を見るすることなく、グリフの位置決めを決定するために適合リーダーを可能にします。

テキストを示すためNOTE 3The演算子は、グリフは通常、それらの標準的な幅に応じて配置されていることを前提に設計されています。ただし、手段は、特定の限られた方法で位置を変化させるために設けられています。例えば、TJオペレータは、テキスト文字列内の文字に対応するグリフの任意の連続した対の間に調整されるテキストの位置を可能にします。体系的に文字間隔と単語を調整するためのグラフィック状態パラメータがあります。

幅に加えて、グリフは影響グリフの位置や塗装そのいくつかの他のメトリックを持っています。ほとんどのフォントタイプの場合、この情報は、フォントプログラムの大部分は内部にあり、PDFフォント辞書に明示的に指定されていません。しかし、Type 3フォントでは、すべてのメトリックは、（「3フォントを入力」、9.6.5を参照）を明示的に指定されています。

グリフは、座標系を個々の文字のグリフが定義された空間です。すべてのパスの座標と指標はグリフスペースで解釈されなければなりません。タイプ3以外のすべてのフォントタイプに対して、グリフ空間の単位は、テキストスペースの単位の1/1000です。タイプ3フォント、テキストスペースへグリフ空間から変換は、フォント内の明示的なFontMatrixエントリで指定されたフォントマトリクスによって定義されなければなりません。 39を示し、典型的なグリフのアウトラインとそのメトリック図。

図39  - グリフメトリクス

グリフの原点は、グリフ座標系の点（0、0）です。 TJと他のテキストを示す演算子は、テキスト空間の原点にペイントされる最初のグリフの起源を配置するものとします。

例1このコードは、座標系をユーザに（40、50）にテキスト空間の原点を調整し、その時点でAグリフの原点を配置：BT 40 50 Tdを（ABC）TjのET

Glyphboundingbox

NextglyphoriginGlyphorigin

グリフ幅
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The glyph displacement is the distance from the glyph’s origin to the point at which the origin of the next glyph 
should normally be placed when painting the consecutive glyphs of a line of text. This distance is a vector 
(called the displacement vector) in the glyph coordinate system; it has horizontal and vertical components. 

NOTE 4 Most Western writing systems, including those based on the Latin alphabet, have a positive horizontal 
displacement and a zero vertical displacement. Some Asian writing systems have a nonzero vertical 
displacement. In all cases, the text-showing operators transform the displacement vector into text space and 
then translate text space by that amount. 

The glyph bounding box shall be the smallest rectangle (oriented with the axes of the glyph coordinate system) 
that just encloses the entire glyph shape. The bounding box shall be expressed in terms of its left, bottom, right, 
and top coordinates relative to the glyph origin in the glyph coordinate system. 

In some writing systems, text is frequently aligned in two different directions. 

NOTE 5 It is common to write Japanese and Chinese glyphs either horizontally or vertically. 

To handle this, a font may contain a second set of metrics for each glyph. Which set of metrics to use shall be 
selected according to a writing mode, where 0 shall specify horizontal writing and 1 shall specify vertical writing. 
This feature is available only for composite fonts, discussed in 9.7, "Composite Fonts". 

When a glyph has two sets of metrics, each set shall specify a glyph origin and a displacement vector for that 
writing mode. In vertical writing, the glyph position shall be described by a position vector from the origin used 
for horizontal writing (origin 0) to the origin used for vertical writing (origin 1). Figure 40 illustrates the metrics for 
the two writing modes: 

• The left diagram illustrates the glyph metrics associated with writing mode 0, horizontal writing. The 
coordinates ll and ur specify the bounding box of the glyph relative to origin 0. w0 is the displacement 
vector that specifies how the text position shall be changed after the glyph is painted in writing mode 0; its 
vertical component shall be 0. 

• The center diagram illustrates writing mode 1, vertical writing. w1 shall be the displacement vector for 
writing mode 1; its horizontal component shall be 0. 

• In the right diagram, v is a position vector defining the position of origin 1 relative to origin 0. 

Figure 40 –  Metrics for horizontal and vertical writing modes
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ラテンアルファベットに基づくものを含む注4つのほとんどの西洋書き込みシステムは、正の水平変位および垂直変位ゼロを持っています。いくつかのアジアの書き込みシステムがゼロでない垂直方向の変位を持っています。すべての場合において、テキストを示す演算子は、テキスト空間に変位ベクトルを変換し、その量によって、テキストのスペースを翻訳します。

グリフの境界ボックスは、単に全体のグリフ形状を囲む（グリフ座標系の軸に配向）最小の四角形をしなければなりません。バウンディングボックスは、グリフにおけるグリフ原点座標系に対して、その左、下、右、上の座標で表現されなければなりません。

いくつかの書き込みシステムでは、テキストが頻繁に二つの異なる方向に整列されます。

これを処理するために、フォントは各グリフのメトリックの第2のセットを含むことができます。使用するメトリックのセットは、0が横書きを指定しなければならない、1は縦書きを指定する書き込みモードに応じて選択されなければなりません。この機能は、9.7で述べた合成フォント、「合成フォント」のために利用可能です。

グリフメトリックの二組を有する場合、各セットは、グリフの原点とその書き込みモードの変位ベクトルを規定しなければなりません。縦書きでは、グリフの位置は、縦書き（原点1）に使用される原点に横書き（原点0）に使用される原点からの位置ベクトルによって記述されなければなりません。図40は、二つの書き込みモードの指標を示しています。

•左図は、モード0、横書きの書き込みに関連付けられたグリフ指標を示します。座標は、L1およびUR原点0にグリフに対するバウンディングボックスを指定するグリフがモード0を書き込んで塗装された後のテキストの位置を変更しなければならない方法を指定することは変位ベクトルであり、W0。その垂直成分が0でなければなりません。

•中央の図は、モード1、縦書きを書いて示しています。 W1モード1を書き込むための変位ベクトルでなければなりません。その水平成分が0でなければなりません。

•右の図では、Vは、原点0に対する原点1の位置を規定する位置ベクトルです。

図40  - 水平・縦書きモードのメトリック

新textposition

あなたは

w0Origin0

LL

新しいテキスト位置

モード0への書き込みモード0（水平）書き込みモード1（垂直）モード1つのに対して

W1

Origin0

V

起源1起源1
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9.3 Text State Parameters and Operators

9.3.1 General

The text state comprises those graphics state parameters that only affect text. There are nine parameters in the 
text state (see Table 104). 

Except for the previously described Tf and Tfs , these parameters are discussed further in subsequent sub-
clauses. (As described in 9.4, "Text Objects", three additional text-related parameters may occur only within a 
text object: Tm , the text matrix; Tlm , the text line matrix; and Trm , the text rendering matrix.) The values of the 
text state parameters shall be consulted when text is positioned and shown (using the operators described in 
9.4.2, "Text-Positioning Operators" and 9.4.3, "Text-Showing Operators"). In particular, the spacing and scaling 
parameters shall be used in a computation described in 9.4.4, "Text Space Details". The text state parameters 
may be set using the operators listed in Table 105. 

The text knockout parameter, Tk , shall be set through the TK entry in a graphics state parameter dictionary by 
using the gs operator (see 8.4.5, "Graphics State Parameter Dictionaries"). There is no specific operator for 
setting this parameter. 

The text state operators may appear outside text objects, and the values they set are retained across text 
objects in a single content stream. Like other graphics state parameters, these parameters shall be initialized to 
their default values at the beginning of each page. 

Table 104 –  Text state parameters  

Parameter Description

Tc Character spacing

Tw Word spacing

Th Horizontal scaling

Tl Leading

Tf  Text font

Tfs Text font size

Tmode Text rendering mode

Trise Text rise

Tk Text knockout

Table 105 –  Text state operators  

Operands Operator Description

charSpace Tc Set the character spacing, Tc , to charSpace, which shall be a number 
expressed in unscaled text space units. Character spacing shall be used 
by the Tj, TJ, and ' operators. Initial value: 0. 

wordSpace Tw Set the word spacing, Tw , to wordSpace, which shall be a number 
expressed in unscaled text space units. Word spacing shall be used by 
the Tj, TJ, and ' operators. Initial value: 0. 

scale Tz Set the horizontal scaling, Th , to (scale ÷ 100). scale shall be a number 
specifying the percentage of the normal width. Initial value: 100 (normal 
width). 
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9.3テキストの状態パラメータと演算子

9.3.1一般的な

前述のTFおよびTFSを除いて、これらのパラメータは、次のサブ節で詳しく説明されています。の値（。; TLM、テキスト行の行列とTrmは、テキストのレンダリングマトリクスをTmを、テキストマトリックスとしては、9.4の「テキストオブジェクト」、三つの追加テキスト関連のパラメータのみテキストオブジェクト内で発生してもよいが記載されています）テキストが配置され、図示されている場合、テキストの状態パラメータが協議しなければならない（演算子を使用して、「テキスト位置決め演算子」と9.4.3、「テキスト表示演算子」、9.4.2に記載）。特に、間隔およびスケーリングパラメータは「テキストスペースの詳細」、9.4.4で説明した計算に使用されなければなりません。テキストの状態パラメータは、表105に列挙された演算子を使用して設定してもよいです。

テキストノックアウトパラメータ、Tkのは、GSオペレータを使用して、グラフィックス状態パラメータ辞書におけるTKエントリを介して設定されなければならない（8.4.5を参照して、「グラフィック状態パラメータ辞書」）。このパラメータを設定するための具体的な演算子がありません。

テキスト状態オペレータは、外部テキストオブジェクトを表示されることがあり、それらが設定された値は、単一のコンテンツストリーム内のテキストオブジェクトを横切って保持されます。他のグラフィック状態パラメータと同様に、これらのパラメータは、各ページの先頭にデフォルト値に初期化されなければなりません。

パラメータ説明

TcCharacter間隔

Twの単語間隔

番目の水平スケーリング

タリウムをリード

Tfのテキストフォント

フォントサイズTfsText

TmodeTextレンダリングモード

TriseText上昇

TkTextノックアウト

オペランド演算子説明

charSpace TcSet数がスケーリングされていないテキストスペース単位で表現されなければならないcharSpaceに文字間隔、Tcは、。文字間隔はTjを、TJ、および「オペレータによって使用されなければなりません。初期値：0。

wordSpace TwSet数がスケーリングされていないテキストの空間単位で表現されなければならないwordSpaceに、Twの間隔単語、、。単語の間隔はTjを、TJ、および「オペレータによって使用されなければなりません。初期値：0。

スケールは、（スケール÷100）に、水平方向のスケーリング、のThをTzSet。スケールは、通常の幅の割合を指定する数値でなければなりません。初期値：100（ノーマル幅）。
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Some of these parameters are expressed in unscaled text space units. This means that they shall be specified 
in a coordinate system that shall be defined by the text matrix, Tm  but shall not be scaled by the font size 
parameter, Tfs . 

9.3.2 Character Spacing

The character-spacing parameter, Tc , shall be a number specified in unscaled text space units (although it shall 
be subject to scaling by the Th parameter if the writing mode is horizontal). When the glyph for each character 
in the string is rendered, Tc  shall be added to the horizontal or vertical component of the glyph’s displacement, 
depending on the writing mode. See 9.2.4, "Glyph Positioning and Metrics", for a discussion of glyph 
displacements. In the default coordinate system, horizontal coordinates increase from left to right and vertical 
coordinates from bottom to top. Therefore, for horizontal writing, a positive value of Tc has the effect of 
expanding the distance between glyphs (see Figure 41), whereas for vertical writing, a negative value of Tc has 
this effect. 

Figure 41 –  Character spacing in horizontal writing

9.3.3 Word Spacing

Word spacing works the same way as character spacing but shall apply only to the ASCII SPACE character
(20h). The word-spacing parameter, Tw , shall be added to the glyph’s horizontal or vertical displacement 
(depending on the writing mode). For horizontal writing, a positive value for Tw has the effect of increasing the 
spacing between words. For vertical writing, a positive value for Tw decreases the spacing between words (and 
a negative value increases it), since vertical coordinates increase from bottom to top. Figure 42 illustrates the 
effect of word spacing in horizontal writing. 

leading TL Set the text leading, Tl , to leading, which shall be a number expressed in 
unscaled text space units. Text leading shall be used only by the T*, ', and 
" operators. Initial value: 0. 

font size Tf Set the text font, Tf , to font and the text font size, Tfs , to size. font shall be 
the name of a font resource in the Font subdictionary of the current 
resource dictionary; size shall be a number representing a scale factor. 
There is no initial value for either font or size; they shall be specified 
explicitly by using Tf before any text is shown. 

render Tr Set the text rendering mode, Tmode , to render, which shall be an integer. 
Initial value: 0. 

rise Ts Set the text rise, Trise , to rise, which shall be a number expressed in 
unscaled text space units. Initial value: 0. 

Table 105 –  Text state operators  (continued)

Operands Operator Description

Character
C h a r a c t e r

Tc = 0 (default)

Tc = 0.25
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これらのパラメータの一部は、スケーリングされていないテキストスペース単位で表現されています。それらは、テキストマトリックス、TMによって定義される座標系で指定されなければならないが、フォントサイズパラメータ、TFSによってスケーリングされてはならないことが、この手段。

9.3.2文字間隔

（書き込みモードが水平であれば、それはThのパラメータでスケーリングを受けなければならないが）文字間隔パラメータ、Tcは、スケーリングされていないテキストスペース単位で番号を指定されなければなりません。文字列の各文字のグリフがレンダリングされるとき、Tcは書き込みモードに応じて、グリフの変位の水平または垂直成分に添加されなければなりません。グリフ変位の議論については、9.2.4、「グリフポジショニングとメトリクス」を参照してください。デフォルト座標系において、横座標は、底部から頂部に右および垂直座標に左から増加します。縦書きのために、Tcの負の値は、この効果を有する一方したがって、横書きのために、Tcは正の値は、グリフ（図41参照）との間の距離を拡大する効果を有します。

図41  - 横書きで文字間隔

9.3.3 Wordの間隔

単語の間隔は、文字間隔と同じように動作しますが、ASCIIのスペース文字（20H）にのみ適用されます。ワード間隔パラメータ、Twが、（書き込みモードに応じて）グリフの水平方向または垂直方向の変位に加えなければなりません。横書きの場合、Twのための正の値は、単語間の間隔を増加させる効果を有します。垂直座標は下から上へ増加するので、縦書きのために、Twのための正の値は、単語（および負の値が大きくなること）との間の間隔を減少させます。図42は、横書きのワード間隔の効果を示します。

テキストはスケーリングされていないテキストスペース単位で表す数であるものとし、主要に、Tlの先頭TLSetをリード。主要なテキストは」のみT *で使用され、「オペレーターれなければならない初期値：0。

フォントsizeTfSetサイズにテキストフォント、Tfは、フォントに、テキストのフォントサイズ、TFS、。フォントは、現在のリソースディクショナリのフォントサブディクショナリでのフォントリソースの名前でなければなりません。サイズは、スケールファクタを表す数でなければなりません。フォントやサイズのいずれかのための初期値はありません。任意のテキストが表示される前に、彼らは、TFを使用して明示的に指定されなければなりません。

整数であるものとし、表示するテキストのレンダリングモード、TMODEを、TrSetレンダリング。初期値：0。

TsSetにスケーリングされていないテキスト空間単位で表す数でなければならないテキスト上昇、TRISE、上昇するが、上昇します。初期値：0。

表105  - テキスト状態演算子（続き）

オペランド演算子説明

CharacterC H A R A C T E R

TC = 0（デフォルト）

Tc = 0.25



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 245

PDF 32000-1:2008

Figure 42 –  Word spacing in horizontal writing

Word spacing shall be applied to every occurrence of the single-byte character code 32 in a string when using 
a simple font or a composite font that defines code 32 as a single-byte code. It shall not apply to occurrences of 
the byte value 32 in multiple-byte codes. 

9.3.4 Horizontal Scaling

The horizontal scaling parameter, Th , adjusts the width of glyphs by stretching or compressing them in the 
horizontal direction. Its value shall be specified as a percentage of the normal width of the glyphs, with 100 
being the normal width. The scaling shall apply to the horizontal coordinate in text space, independently of the 
writing mode. It shall affect both the glyph’s shape and its horizontal displacement (that is, its displacement 
vector). If the writing mode is horizontal, it shall also effect the spacing parameters Tc and Tw , as well as any 
positioning adjustments performed by the TJ operator. Figure 43 shows the effect of horizontal scaling. 

Figure 43 –  Horizontal scaling

9.3.5 Leading

The leading parameter, Tl , shall be specified in unscaled text space units . It specifies the vertical distance 
between the baselines of adjacent lines of text, as shown in Figure 44. 

Figure 44 –  Leading

The leading parameter shall be used by the TD, T*, ', and " operators; see Table 108 for a precise description 
of its effects. This parameter shall apply to the vertical coordinate in text space, independently of the writing 
mode. 

Tw = 0 (default)

Tw = 2.5

Word Space
Word Space

Word
WordWord

Th = 100 (default)

Th = 50

This is 12-point text with 
14.5-point leading

Leading
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図42  -  Wordには横書きで間隔

9.3.4水平スケーリング

水平スケーリングパラメータ、Thが、伸張または水平方向にそれらを圧縮することにより、グリフの幅を調整します。その値は、100が通常の幅であると、グリフの通常の幅のパーセンテージとして指定されなければなりません。スケーリングは、独立して書き込みモードの、テキスト空間に水平座標に適用しなければなりません。これは、グリフの形状及びその水平方向の変位（で、その変位ベクトル）の両方に影響を与えなければなりません。書き込みモードが水平である場合、それはまた、TCとTwと、並びに任意の位置調整がTJオペレータによって実行間隔パラメータを達成しなければなりません。図43は、水平方向のスケーリングの効果を示します。

図43  - 水平スケーリング

大手9.3.5

主要なパラメータ、T1が、スケーリングされていないテキスト空間単位で指定されなければなりません。図44に示すような、テキストの隣接する行のベースライン間の垂直距離を指定します。

図44  - 大手

主要パラメータがTD、T *で使用されなければならない、」、及び "演算子、その効果の正確な説明については、表108を参照してこのパラメータは、垂直に適用されるものと独立して書き込みモードの、テキスト・スペースの座標。

TW = 0（デフォルト）

TW = 2.5

WordのSpaceWordスペース

語

WordWord

目= 100（デフォルト）

目= 50

これは、14.5ポイントリードすると12ポイントのテキストであります

リーディング
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9.3.6 Text Rendering Mode

The text rendering mode, Tmode , determines whether showing text shall cause glyph outlines to be stroked, 
filled, used as a clipping boundary, or some combination of the three. Stroking, filling, and clipping shall have 
the same effects for a text object as they do for a path object (see 8.5.3, "Path-Painting Operators" and 8.5.4, 
"Clipping Path Operators"), although they are specified in an entirely different way. The graphics state 
parameters affecting those operations, such as line width, shall be interpreted in user space rather than in text 
space. 

NOTE The text rendering modes are shown in Table 106. In the examples, a stroke colour of black and a fill colour of 
light gray are used. For the clipping modes (4 to 7), a series of lines has been drawn through the glyphs to 
show where the clipping occurs. 

Only a value of 3 for text rendering mode shall have any effect on text displayed in a Type 3 font (see 9.6.5, 
"Type 3 Fonts"). 

If the text rendering mode calls for filling, the current nonstroking colour in the graphics state shall be used; if it 
calls for stroking, the current stroking colour shall be used. In modes that perform both filling and stroking, the 
effect shall be as if each glyph outline were filled and then stroked in separate operations. If any of the glyphs 
overlap, the result shall be equivalent to filling and stroking them one at a time, producing the appearance of 
stacked opaque glyphs, rather than first filling and then stroking them all at once. In the transparent imaging 
model, these combined filling and stroking modes shall be subject to further considerations; see 11.7.4.4, 
"Special Path-Painting Considerations". 

The behaviour of the clipping modes requires further explanation. Glyph outlines shall begin accumulating if a 
BT operator is executed while the text rendering mode is set to a clipping mode or if it is set to a clipping mode 
within a text object. Glyphs shall accumulate until the text object is ended by an ET operator; the text rendering 
mode shall not be changed back to a nonclipping mode before that point. 

Table 106 –  Text rendering modes  

Mode Example Description

0 Fill text. 

1 Stroke text. 

2 Fill, then stroke text. 

3 Neither fill nor stroke text (invisible). 

4 Fill text and add to path for clipping (see 9.3.6, 
"Text Rendering Mode,"). 

5 Stroke text and add to path for clipping. 

R

R

R

PDF 32000-1：2008

246©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

9.3.6テキストのレンダリングモード

テキストレンダリングモード、TMODEは、テキストを示すことは、ストローク満たされ、クリップ境界、または3のいくつかの組み合わせとして使用されるようにグリフのアウトラインを引き起こすものかどうかを決定します。撫でる、充填、そして、彼らはパスオブジェクトのために行うようクリッピングはテキストオブジェクトに対して同じ効果を持つもの（「パスの演算子をクリッピング」、「パス・絵画演算子」と8.5.4、8.5.3を参照）、それらが指定されているが、全く異なる方法インチこのような線幅として、これらの動作に影響を与えるグラフィック状態パラメータは、ユーザ空間ではなく、テキストの空間で解釈されなければなりません。

注モードをレンダリングするテキストの例では、表106に示され、黒のストローク色とライトグレーの塗りつぶしの色が使用されます。クリップモード（4~7）のために、一連のラインは、クリッピングが発生する場所を示すためにグリフを通って描かれています。

テキストのレンダリングモードの3の値だけが、テキスト上の任意の効果はType 3フォント（「3フォントを入力」、9.6.5を参照）に表示されなければなりません。

テキストは充填のためのモードコールをレンダリングする場合は、グラフィックス状態の現在のnonstrokingの色を使用しなければなりません。それはストロークのために呼び出す場合、現在のストロークの色を使用しなければなりません。充填ストロークの両方を行うモードでは、効果は、各グリフのアウトラインを充填した後、別の操作でストロークされているかのようでなければなりません。グリフのいずれかが重なる場合、結果は、むしろ第1の充填よりも積層不透明グリフの外観を製造した後、すべてを一度にそれらをなでる、一度に1を充填し、なでると同等でなければなりません。透明なイメージングモデルでは、これらの複合充填ストロークモードがさらに考慮の対象としなければなりません。 11.7.4.4、「特別なパス - 絵画考慮事項」を参照してください。

モードの例説明

2塗りつぶし、その後、ストロークテキスト。

4塗りつぶしテキストと（「テキストのレンダリングモード」、9.3.6を参照してください）クリッピングパスに追加します。

R

R

R
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At the end of the text object, the accumulated glyph outlines, if any, shall be combined into a single path, 
treating the individual outlines as subpaths of that path and applying the nonzero winding number rule (see 
8.5.3.3.2, "Nonzero Winding Number Rule"). The current clipping path in the graphics state shall be set to the 
intersection of this path with the previous clipping path. As is the case for path objects, this clipping shall occur 
after all filling and stroking operations for the text object have occurred. It remains in effect until a previous 
clipping path is restored by an invocation of the Q operator. 

If no glyphs are shown or if the only glyphs shown have no outlines (for example, if they are ASCII SPACE 
characters (20h)), no clipping shall occur. 

9.3.7 Text Rise

Text rise, Trise , shall specify the distance, in unscaled text space units, to move the baseline up or down from its 
default location. Positive values of text rise shall move the baseline up. Figure 45 illustrates the effect of the text 
rise. Text rise shall apply to the vertical coordinate in text space, regardless of the writing mode. 

NOTE Adjustments to the baseline are useful for drawing superscripts or subscripts. The default location of the 
baseline can be restored by setting the text rise to 0. 

Figure 45 –  Text rise

9.3.8 Text Knockout

The text knockout parameter, Tk (PDF 1.4), shall be a boolean value that determines what text elements shall 
be considered elementary objects for purposes of colour compositing in the transparent imaging model. Unlike 
other text state parameters, there is no specific operator for setting this parameter; it may be set only through 
the TK entry in a graphics state parameter dictionary by using the gs operator (see 8.4.5, "Graphics State 
Parameter Dictionaries"). The text knockout parameter shall apply only to entire text objects; it shall not be set 
between the BT and ET operators delimiting a text object. Its initial value shall be true. 

6 Fill, then stroke text and add to path for clipping. 

7 Add text to path for clipping. 

Table 106 –  Text rendering modes  (continued)

Mode Example Description

R

(This text is ) Tj 
5 Ts 
(superscripted) Tj

(This ) Tj 
–5 Ts 
(text ) Tj 
5 Ts 
(moves ) Tj  
0 Ts 
(around) Tj

(This text is ) Tj 
–5 Ts
(subscripted) Tj 

This text is superscripted

This text moves around

This text is subscripted
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テキストオブジェクト、蓄積されたグリフのアウトラインの最後に、もしあれば、そのパスのサブパスとして個々の輪郭を処理し、非ゼロ巻数規則を適用し、単一パスに結合されなければならない（「非ゼロを8.5.3.3.2参照巻き数規則」）。グラフィックス状態の現在のクリッピングパスは、以前のクリッピングパスを使用してこの経路の交点に設定されます。パス・オブジェクトの場合のように、テキストオブジェクトのすべての充填およびストローク操作が発生した後、このクリッピングが発生しなければなりません。以前のクリッピングパスがQオペレータの呼び出しによって復元されるまで、有効なまま。

何のグリフが示されていない場合、または示さのみグリフが何の輪郭がない場合（たとえば、彼らはASCIIスペース文字（20H）であれば、）、クリッピングが生じてはなりません。

9.3.7テキストライズ

テキスト上昇、TRISEは、デフォルトの位置からベースライン上または下に移動するには、スケーリングされていないテキストスペース単位で、距離を指定しなければなりません。テキスト上昇の正の値は、ベースラインを上に移動するものとします。図45は、テキスト上昇の効果を示します。テキスト上昇は関係なく、書き込みモードの、垂直の座標テキスト空間に適用しなければなりません。

図45  - テキストの上昇

9.3.8テキストノックアウト

テキストノックアウトパラメータは、Tkを（PDF 1.4）は、テキスト要素が透明イメージングモデルに合成色の目的のための基本オブジェクトを考慮しなければならないかを決定するブール値でなければなりません。他のテキストの状態パラメータとは異なり、このパラメータを設定するための具体的な演算子がありません。それだけで、GSオペレータを使用してグラフィックス状態パラメータ辞書におけるTKエントリ（「グラフィック状態パラメータ辞書」、8.4.5を参照）を介して設定することができます。テキストノックアウトパラメータは、全体のテキストオブジェクトに適用しなければなりません。それは、テキストオブジェクトを区切るBTとETオペレータの間に設定してはなりません。その初期値はtrueでなければなりません。

6塗りつぶし、その後、ストロークテキストとクリッピングのパスに追加します。

表106  - テキストのレンダリングモード（続き）

モードの例説明

R

Tjの5 TS（上付き）TJ（このテキストはあります）

（この）Tjを-5 TS（テキスト）Tjの5 TS（移動）Tjを0 TS（前後）Tjを

このテキストは上付きれます

周りにこのテキストを移動

このテキストは添字れます
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If the parameter is false, each glyph in a text object shall be treated as a separate elementary object; when 
glyphs overlap, they shall composite with one another. 

If the parameter is true, all glyphs in the text object shall be treated together as a single elementary object; 
when glyphs overlap, later glyphs shall overwrite (“knock out”) earlier ones in the area of overlap. This 
behaviour is equivalent to treating the entire text object as if it were a non-isolated knockout transparency 
group; see 11.4.6, "Knockout Groups". Transparency parameters shall be applied to the glyphs individually 
rather than to the implicit transparency group as a whole:

• Graphics state parameters, including transparency parameters, shall be inherited from the context in which 
the text object appears. They shall not be saved and restored. The transparency parameters shall not be 
reset at the beginning of the transparency group (as they are when a transparency group XObject is 
explicitly invoked). Changes made to graphics state parameters within the text object shall persist beyond 
the end of the text object.

• After the implicit transparency group for the text object has been completely evaluated, the group results 
shall be composited with the backdrop, using the Normal blend mode and alpha and soft mask values of 
1.0. 

9.4 Text Objects

9.4.1 General

A PDF text object consists of operators that may show text strings, move the text position, and set text state 
and certain other parameters. In addition, three parameters may be specified only within a text object and shall 
not persist from one text object to the next: 

• Tm , the text matrix 

• Tlm , the text line matrix 

• Trm , the text rendering matrix, which is actually just an intermediate result that combines the effects of text 
state parameters, the text matrix (Tm ), and the current transformation matrix 

A text object begins with the BT operator and ends with the ET operator, as shown in the Example, and 
described in Table 107. 

EXAMPLE BT 
… Zero or more text operators or other allowed operators … 
ET

These specific categories of text-related operators may appear in a text object: 

• Text state operators, described in 9.3, "Text State Parameters and Operators"

• Text-positioning operators, described in 9.4.2, "Text-Positioning Operators" 

• Text-showing operators, described in 9.4.3, "Text-Showing Operators"

Table 107 –  Text object operators  

Operands Operator Description

— BT Begin a text object, initializing the text matrix, Tm , and the text line matrix, 
Tlm , to the identity matrix. Text objects shall not be nested; a second BT shall 
not appear before an ET. 

— ET End a text object, discarding the text matrix. 
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パラメータがfalseの場合、テキストオブジェクト内の各グリフは、別々の基本オブジェクトとして扱われなければなりません。グリフが重複している場合、彼らはお互いに複合するものとします。

パラメータがtrueの場合、テキストオブジェクト内のすべてのグリフは、単一の基本オブジェクトとして一緒に扱わなければなりません。グリフが重なった場合、以降のグリフは、（「ノックアウト」）のオーバーラップの領域で以前のものを上書きするものとします。この現象は、それが非絶縁ノックアウト透明基であるかのように全体のテキストオブジェクトを処理に相当します。 11.4.6、「ノックアウトグループ」を参照してください。透明度パラメータは、グリフに個別にではなく、全体として暗黙透明グループに適用されなければなりません。

透明度のパラメータを含む•グラフィックス状態パラメータは、テキストオブジェクトが現れるコンテキストから継承されなければなりません。彼らは、保存および復元してはなりません。 （透明度グループのXObjectが明示的に呼び出されたときに、彼らがそうであるように）透明度パラメータは、透明性グループの開始時にリセットされてはなりません。テキストオブジェクト内のグラフィックス状態のパラメータに加えた変更は、テキストオブジェクトの終わりを超えて存続するものとします。

テキストオブジェクトの暗黙的な透明基が完全に評価された後•、グループの結果は、通常のブレンドモードおよびアルファ1.0のソフトマスク値を使用して、背景と合成しなければなりません。

9.4テキストオブジェクト

9.4.1一般的な

PDFテキストオブジェクトは、テキスト文字列を示すテキストの位置を移動させることができる演算子、集合テキスト状態及び特定の他のパラメータから成ります。また、3つのパラメータは、テキストのみのオブジェクト内で指定することができ、次に1つのテキストオブジェクトから持続してはなりません。

•Tmを、テキスト行列

•TLM、テキスト行の行列

•Trmは、実際のテキストの状態パラメータの影響を組み合わせただけの中間結果であるテキストレンダリングマトリクス、テキストマトリックス（商標）、および現在の変換行列

テキストオブジェクトは、例に示すように、ETオペレータとBTオペレータと末端で始まり、そして表107に記載します。

EXAMPLEBT ...ゼロ以上のテキスト演算子や他の許可事業者... ET

9.3で説明•テキスト状態オペレータ、「テキスト国家パラメータと演算子」

9.4.2で説明•テキスト位置決め演算子、「テキスト・ポジショニング演算子」

•テキストを示す9.4.3で説明した演算子を、「テキスト表示演算子」

オペランド演算子説明

TLMは単位行列に、テキストマトリックス、TM、およびテキスト行行列を初期化する、テキストオブジェクトを-BTBegin。テキストオブジェクトを入れ子にしてはなりません。二BTは、ETの前に現れてはなりません。

テキストマトリックスを廃棄する、テキストオブジェクトを-ETEnd。
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The latter two sub-clauses also provide further details about these text object parameters. The other operators 
that may appear in a text object are those related to the general graphics state, colour, and marked content, as 
shown in Figure 9. 

If a content stream does not contain any text, the Text procedure set may be omitted (see 14.2, "Procedure 
Sets"). In those circumstances, no text operators (including operators that merely set the text state) shall be 
present in the content stream, since those operators are defined in the same procedure set. 

NOTE Although text objects cannot be statically nested, text might be shown using a Type 3 font whose glyph 
descriptions include any graphics objects, including another text object. Likewise, the current colour might be a 
tiling pattern whose pattern cell includes a text object. 

9.4.2 Text-Positioning Operators

Text space is the coordinate system in which text is shown. It shall be defined by the text matrix, Tm , and the 
text state parameters Tfs , Th , and Trise , which together shall determine the transformation from text space to 
user space. Specifically, the origin of the first glyph shown by a text-showing operator shall be placed at the 
origin of text space. If text space has been translated, scaled, or rotated, then the position, size, or orientation 
of the glyph in user space shall be correspondingly altered.

The text-positioning operators shall only appear within text objects.

Table 108 –  Text-positioning operators  

Operands Operator Description

tx ty Td Move to the start of the next line, offset from the start of the current line by 
(tx , ty ). tx and ty shall denote numbers expressed in unscaled text space 
units. More precisely, this operator shall perform these assignments: 

tx ty TD Move to the start of the next line, offset from the start of the current line by 
(tx , ty ). As a side effect, this operator shall set the leading parameter in 
the text state. This operator shall have the same effect as this code: 
−ty TL 
tx ty Td

Tm Tlm

1 0 0
0 1 0
tx ty 1

Tlm×= =
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後者の二つのサブ句は、これらのテキストオブジェクトパラメータに関するさらなる詳細を提供します。図9に示すように、テキストオブジェクトに表示されることが他の事業者は、一般的なグラフィックス状態、色、及び顕著なコンテンツに関連するものです。

コンテンツストリームは、任意のテキストが含まれていない場合は、テキストの手順セットが（14.2、「プロシージャのセット」を参照）を省略することができます。これらの演算子は同じ手順セットで定義されているので、これらの状況では、（単にテキスト状態を設定する演算子など）がテキスト演算子は、コンテンツストリームに存在してはなりません。

テキストオブジェクトを静的にネストすることはできませんが、テキストは、そのグリフの記述別のテキストオブジェクトを含む任意のグラフィックスオブジェクトを、含まType 3フォントを使用して表示される場合があります。同様に、現在の色は、そのパターンのセルテキストオブジェクトを含むタイリングパターンかもしれません。

9.4.2テキストポジショニング演算子

テキスト領域は、テキストが表示された座標系です。これは、テキストマトリックス、TM、及びテキストの状態パラメータと共にユーザ空間へのテキスト空間から変換を決定しなければならないTFS、ThでTRISE、によって定義されなければなりません。具体的には、テキスト表示、オペレータにより示される最初のグリフの原点は、テキストスペースの原点に配置されなければなりません。テキストスペースが翻訳されている場合、スケーリング、または回転、ユーザ空間内のグリフの位置、サイズ、または向きは、相応変更しなければなりません。

テキストの位置決め演算子は、専用のテキストオブジェクト内に表示するものとします。

オペランド演算子説明

TX tyTdMove（TX、TY）により現在の行の先頭からのオフセットを次の行の先頭に。 TXとtyがスケーリングされていないテキスト空間単位で表した数値を表すものとします。より正確には、この作業は、これらの割り当てを実行しなければなりません。

TX TY TDMove（TX、TY）により現在の行の先頭からのオフセットを次の行の先頭に。副作用として、このオペレータはテキスト状態の主要パラメータを設定しなければなりません。この演算子は、このコードと同一の効力を有する：-ty TL TX TY Tdの

TmのTLM

1 0 00 1 0tx TY 1Tlm×= =
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At the beginning of a text object, Tm shall be the identity matrix; therefore, the origin of text space shall be 
initially the same as that of user space. The text-positioning operators, described in Table 108, alter Tm and 
thereby control the placement of glyphs that are subsequently painted. Also, the text-showing operators, 
described in Table 109, update Tm (by altering its e and f translation components) to take into account the 
horizontal or vertical displacement of each glyph painted as well as any character or word-spacing parameters 
in the text state. 

Additionally, within a text object, a conforming reader shall keep track of a text line matrix, Tlm , which captures 
the value of Tm at the beginning of a line of text. The text-positioning and text-showing operators shall read and 
set Tlm on specific occasions mentioned in Tables 108 and 109. 

NOTE This can be used to compactly represent evenly spaced lines of text.

9.4.3 Text-Showing Operators

The text-showing operators (Table 109) shall show text on the page, repositioning text space as they do so. All 
of the operators shall interpret the text string and apply the text state parameters as described in Table 109.

The text-showing operators shall only appear within text objects. 

a b c d e f Tm Set the text matrix, Tm , and the text line matrix, Tlm : 

The operands shall all be numbers, and the initial value for Tm and Tlm
shall be the identity matrix, [ 1 0 0 1 0 0 ]. Although the operands 
specify a matrix, they shall be passed to Tm as six separate numbers, not 
as an array. 
The matrix specified by the operands shall not be concatenated onto the 
current text matrix, but shall replace it. 

— T* Move to the start of the next line. This operator has the same effect as the 
code 
0 -Tl Td

where Tl denotes the current leading parameter in the text state. The 
negative of Tl is used here because Tl is the text leading expressed as a 
positive number. Going to the next line entails decreasing the 
y coordinate.

Table 109 –  Text-showing operators  

Operands Operator Description

string Tj Show a text string. 

string ' Move to the next line and show a text string. This operator shall have the 
same effect as the code 
T* 
string Tj

Table 108 –  Text-positioning operators  (continued)

Operands Operator Description

Tm Tlm

a b 0
c d 0
e f 1

= =
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テキストオブジェクトの開始時に、Tmは単位行列でなければなりません。そのため、テキスト空間の原点は、最初にユーザ空間のと同じでなければなりません。テーブル108に記述されたテキスト、位置決め演算子は、のTmを変化させ、それによって続いて描かれているグリフの配置を制御します。また、表109に記載のテキスト表示オペレータは、更新Tmは、（そのEおよびF翻訳成分を変更することにより）考慮中の任意の文字や単語間隔パラメータならびに塗装各グリフの水平方向または垂直方向の変位を取りますテキスト状態。

また、テキストオブジェクト内で、適合読者は、テキストの行の先頭でのTmの値をキャプチャテキスト行行列、TLM、を追跡しなければなりません。テキスト位置とテキスト示す演算子は、読み取りおよび表108および109に記載された特定の機会にTLMを設定しなければなりません。

なお、このコンパクトテキストの等間隔の線を表すために使用することができます。

9.4.3テキスト表示演算子

テキストを示す演算子（表109）は、彼らがそうするようテキストスペースを再配置、ページ上のテキストを示さなければなりません。事業者のすべてがテキスト文字列を解釈し、表109で説明したように、テキストの状態パラメータを適用しなければなりません。

TMSETテキストマトリックス、TM、およびテキスト行行列、TLM F B CはDのE：

[1 0 0 1 0 0]、オペランドはすべての数字でなければならない、とTmとTlmshallの初期値は単位行列です。オペランドが行列を指定するが、それらはない配列のように、6つの別々の数字としてのTmに渡さなければなりません。オペランドで指定された行列は、現在のテキストマトリックス上に連結されてはならないが、それに取って代わるものとします。

-T *次の行の先頭に移動します。この演算子は、コード0 -tl Tdのと同じ効果を有しています

T1がテキスト状態での現在の主要なパラメータを表します。 T1はテキストが正の数として表さリードしているので、Tlの負のは、ここで使用されます。次の行に行くと、y座標減少を伴います。

オペランド演算子説明

文字列「次の行に移動し、テキスト文字列を示しています。この演算子は、コードT *文字列Tjのと同一の効力を有します

表108  - テキスト位置決め演算子（続き）

オペランド演算子説明

TmのTLM

A B 0C D 0E F 1



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 251

PDF 32000-1:2008

Figure 46 –  Operation of the TJ operator in horizontal writing

A string operand of a text-showing operator shall be interpreted as a sequence of character codes identifying 
the glyphs to be painted. 

With a simple font, each byte of the string shall be treated as a separate character code. The character code 
shall then be looked up in the font’s encoding to select the glyph, as described in 9.6.6, "Character Encoding". 

With a composite font (PDF 1.2), multiple-byte codes may be used to select glyphs. In this instance, one or 
more consecutive bytes of the string shall be treated as a single character code. The code lengths and the 
mappings from codes to glyphs are defined in a data structure called a CMap, described in 9.7, "Composite 
Fonts". 

The strings shall conform to the syntax for string objects. When a string is written by enclosing the data in 
parentheses, bytes whose values are equal to those of the ASCII characters LEFT PARENTHESIS (28h), 
RIGHT PARENTHESIS (29h), and REVERSE SOLIDUS (5Ch) (backslash) shall be preceded by a REVERSE 
SOLIDUS) character. All other byte values between 0 and 255 may be used in a string object. These rules 
apply to each individual byte in a string object, whether the string is interpreted by the text-showing operators 
as single-byte or multiple-byte character codes. 

Strings presented to the text-showing operators may be of any length—even a single character code per 
string—and may be placed on the page in any order. The grouping of glyphs into strings has no significance for 
the display of text. Showing multiple glyphs with one invocation of a text-showing operator such as Tj shall 
produce the same results as showing them with a separate invocation for each glyph. 

aw ac string " Move to the next line and show a text string, using aw as the word spacing 
and ac as the character spacing (setting the corresponding parameters in 
the text state). aw and ac shall be numbers expressed in unscaled text 
space units. This operator shall have the same effect as this code:
aw Tw 
ac Tc 
string '

array TJ Show one or more text strings, allowing individual glyph positioning. Each 
element of array shall be either a string or a number. If the element is a 
string, this operator shall show the string. If it is a number, the operator 
shall adjust the text position by that amount; that is, it shall translate the 
text matrix, Tm . The number shall be expressed in thousandths of a unit 
of text space (see 9.4.4, "Text Space Details"). This amount shall be 
subtracted from the current horizontal or vertical coordinate, depending 
on the writing mode. In the default coordinate system, a positive 
adjustment has the effect of moving the next glyph painted either to the 
left or down by the given amount. Figure 46 shows an example of the 
effect of passing offsets to TJ. 

Table 109 –  Text-showing operators  (continued)

Operands Operator Description

[ (AWAY again) ] TJ AWAY again
[ (A) 120 (W) 120 (A) 95 (Y again) ] TJ AWAY again

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved251

PDF 32000-1：2008

図46  - 横書きでTJオペレータの操作

シンプルなフォントでは、文字列の各バイトは、別の文字コードとして扱われなければなりません。 9.6.6、「文字エンコーディング」で説明したように、文字コードは、その後、グリフを選択するために、フォントのエンコーディングで検索されなければなりません。

複合フォント（PDF 1.2）を用いて、複数バイトコードがグリフを選択するために使用されてもよいです。この場合、文字列の一の以上の連続したバイトは、単一文字コードとして扱われなければなりません。符号長とグリフのコードからマッピングは、9.7で説明したCMapと呼ばれるデータ構造、「合成フォント」で定義されています。

文字列は、文字列オブジェクトのための構文に適合しなければなりません。ストリングが括弧内にデータを囲んで書かれている場合、その値は左括弧（28H）、右括弧（29H）、およびREVERSE SOLIDUS（5CH）（バックスラッシュ）はREVERSEが先行されなければならないASCII文字のものと同じであるバイトSOLIDUS）文字。 0と255の間に他のすべてのバイト値は、文字列オブジェクトで使用することができます。これらの規則は、文字列が単一バイトまたは複数バイト文字コードとしてテキスト表示オペレータによって解釈されているかどうかを、文字列オブジェクト内の個々のバイトに適用されます。

AW AC列次の行に「移動とAW。（テキストの状態に対応するパラメータを設定）文字間隔と単語間隔とACとしてAWを使用して、テキスト文字列を示し、ACは数字はスケーリングされていないテキストの空間単位で表現されなければなりません。この演算子は、このコードと同一の効力を有する：AW Twの交流Tcの列 '

配列TJShow個々のグリフの配置を可能にする1つまたは複数のテキスト文字列、。配列の各要素は、文字列または数値のいずれかでなければなりません。要素が文字列の場合、この演算子は、文字列を示さなければなりません。それは数値である場合、オペレータは、その量だけテキスト位置を調整しなければなりません。であること、それは、Tmはテキスト行列を翻訳しなければなりません。番号がテキスト空間の単位の千分ので表現されなければならない（9.4.4を参照してください、「テキストスペースの詳細」）。この量は書き込みモードに応じて、現在の座標水平または垂直から差し引かなければなりません。デフォルト座標系では、正の調整は次のグリフを移動させる効果は、左または所定量だけダウンのいずれかに描いています。図46に示すTJにオフセットを渡すの効果の一例。

表109  - テキスト示す演算子（続き）

オペランド演算子説明

[（AWAY再び）] TJAWAY再び

[（A）120（W）120（A）、95（再びY）] TJAWAY再び
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NOTE 6 The performance of text searching (and other text extraction operations) is significantly better if the text strings 
are as long as possible and are shown in natural reading order. 

NOTE 7 In some cases, the text that is extracted can vary depending on the grouping of glyphs into strings. See, for 
example, 14.8.2.3.3, "Reverse-Order Show Strings".

9.4.4 Text Space Details

As stated in 9.4.2, "Text-Positioning Operators", text shall be shown in text space, defined by the combination 
of the text matrix, Tm , and the text state parameters Tfs , Th , and Trise . This determines how text coordinates 
are transformed into user space. Both the glyph’s shape and its displacement (horizontal or vertical) shall be 
interpreted in text space. 

NOTE 1 Glyphs are actually defined in glyph space, whose definition varies according to the font type as discussed in 
9.2.4, "Glyph Positioning and Metrics". Glyph coordinates are first transformed from glyph space to text space 
before being subjected to the transformations described in Note 2. 

NOTE 2 Conceptually, the entire transformation from text space to device space may be represented by a text 
rendering matrix, Trm :  

 

 
Trm is a temporary matrix; conceptually, it is recomputed before each glyph is painted during a text-showing 
operation. 

After the glyph is painted, the text matrix shall be updated according to the glyph displacement and any spacing 
parameters that apply. First, a combined displacement shall be computed, denoted by tx in horizontal writing 
mode or ty in vertical writing mode (the variable corresponding to the other writing mode shall be set to 0): 

where 

w0 and w1 denote the glyph’s horizontal and vertical displacements 

Tj denotes a number in a TJ array, if any, which specifies a position adjustment

Tfs and Th denote the current text font size and horizontal scaling parameters in the graphics state 

Tc and Tw denote the current character- and word-spacing parameters in the graphics state, if applicable 

The text matrix shall then be then updated as follows:

Trm

Tfs Th× 0 0

0 Tfs 0

0 Trise 1

Tm CTM××=

tx w0
Tj

1000
------------–⎝ ⎠

⎛ ⎞ Tfs× Tc Tw+ +⎝
⎛

⎠
⎞ Th×=

ty w1
Tj

1000
------------–⎝ ⎠

⎛ ⎞ Tfs× Tc Tw+ +=

Tm

1 0 0
0 1 0
tx ty 1

Tm×=
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NOTEいくつかの例7In、抽出されたテキストは文字列へのグリフのグループ化によって異なります。 「逆順表示文字列」、例えば、14.8.2.3.3を参照してください。

9.4.4テキストスペースの詳細

9.4.2で述べたように、「テキスト位置決め演算子」は、テキストは、テキストスペースに示すテキストマトリックス、TM、及びテキストの状態パラメータTFS、ThでTRISEの組み合わせによって定義されなければなりません。これは、テキストの座標は、ユーザ空間に変換する方法を決定します。グリフの形状及びその変位（水平または垂直）の両方は、テキストの空間で解釈されなければなりません。

注記1つのグリフは、実際にその定義9.2.4で説明したように、フォントタイプによって異なるグリフ空間、「グリフ位置決めおよびメトリック」に定義されています。グリフ座標は、最初のノート2に記載の変換に供される前に、テキスト・スペースへグリフ空間から変換されます。

NOTE 2Conceptually、テキスト空間からデバイス空間への全体の変換は、テキストレンダリングマトリクスによって表され得る、Trmは：

 TRMは、一時的な行列です。各グリフは、テキスト示す動作中に塗装される前に、概念的に、それが再計算されます。

グリフが塗装された後に、テキスト・マトリクスは、グリフの変位と適用される間隔パラメータに応じて更新されなければなりません。まず、複合変位は、計算（他の書き込みモードに対応する変数が0に設定されなければならない）縦書きモードで横書きモードまたはTYでTXによって示さなければなりません。

TJは、もしあれば、TJアレイに数を示す位置調整を指定します

TCとTwが該当する場合、グラフィックス状態で電流character-とワード間隔パラメータを示します

次のようにテキストマトリックスは、その後、更新されなければなりません。

TRM

TFSのTh×0 0

0 TFS0

0Trise 1

TmCTM××=

txw0Tj1000 -------------⎝⎠⎛⎞Tfs×TcがTwの+ +⎝⎛⎠⎞Th×=

tyw1Tj1000 -------------⎝⎠⎛⎞Tfs×TcがTwの+ + =

Tmの

1 0 00 1 0tx TY 1TM×=
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9.5 Introduction to Font Data Structures

A font shall be represented in PDF as a dictionary specifying the type of font, its PostScript name, its encoding, 
and information that can be used to provide a substitute when the font program is not available. Optionally, the 
font program may be embedded as a stream object in the PDF file. 

The font types are distinguished by the Subtype entry in the font dictionary. Table 110 lists the font types 
defined in PDF. Type 0 fonts are called composite fonts; other types of fonts are called simple fonts. In addition 
to fonts, PDF supports two classes of font-related objects, called CIDFonts and CMaps, described in 9.7.2, 
"CID-Keyed Fonts Overview". CIDFonts are listed in Table 110 because, like fonts, they are collections of 
glyphs; however, a CIDFont shall not be used directly but only as a component of a Type 0 font. 

For all font types, the term font dictionary refers to a PDF dictionary containing information about the font; 
likewise, a CIDFont dictionary contains information about a CIDFont. Except for Type 3, this dictionary is 
distinct from the font program that defines the font’s glyphs. That font program may be embedded in the PDF 
file as a stream object or be obtained from some external source. 

NOTE 1 This terminology differs from that used in the PostScript language. In PostScript, a font dictionary is a 
PostScript data structure that is created as a direct result of interpreting a font program. In PDF, a font program 
is always treated as if it were a separate file, even when its content is embedded in the PDF file. The font 
program is interpreted by a specialized font interpreter when necessary; its contents never materialize as PDF 
objects. 

NOTE 2 Most font programs (and related programs, such as CIDFonts and CMaps) conform to external specifications, 
such as the Adobe Type 1 Font Format. This standard does not include those specifications. See the 
Bibliography for more information about the specifications mentioned in this clause. 

NOTE 3 The most predictable and dependable results are produced when all font programs used to show text are 
embedded in the PDF file. The following sub-clauses describe precisely how to do so. If a PDF file refers to 
font programs that are not embedded, the results depend on the availability of fonts in the conforming reader’s 
environment. The following sub-clauses specify some conventions for referring to external font programs. 
However, some details of font naming, font substitution, and glyph selection are implementation-dependent 
and may vary among different conforming readers, writers and operating system environments. 

Table 110 –  Font types  

Type Subtype Value Description

Type 0 Type0 (PDF 1.2) A composite font—a font composed of glyphs from a 
descendant CIDFont (see 9.7, "Composite Fonts") 

Type 1 Type1 A font that defines glyph shapes using Type 1 font technology (see 
9.6.2, "Type 1 Fonts"). 

MMType1 A multiple master font—an extension of the Type 1 font that allows 
the generation of a wide variety of typeface styles from a single font 
(see 9.6.2.3, "Multiple Master Fonts") 

Type 3 Type3 A font that defines glyphs with streams of PDF graphics operators 
(see 9.6.5, "Type 3 Fonts") 

TrueType TrueType A font based on the TrueType font format (see 9.6.3, "TrueType 
Fonts") 

CIDFont CIDFontType0 (PDF 1.2) A CIDFont whose glyph descriptions are based on Type 1 
font technology (see 9.7.4, "CIDFonts") 

CIDFontType2 (PDF 1.2) A CIDFont whose glyph descriptions are based on 
TrueType font technology (see 9.7.4, "CIDFonts") 
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9.5はじめにフォントのデータ構造へ

フォントは、フォントプログラムが利用できない場合の代替を提供するために使用できるフォント、そのポストスクリプト名、その符号化、及び情報の種類を指定する辞書としてPDFで表現されなければなりません。必要に応じて、フォントプログラムは、PDFファイル内のストリームオブジェクトとして埋め込むことができます。

フォントの種類、フォント辞書内のサブタイプのエントリによって区別されます。表110のリストPDFで定義されているフォントの種類。 0フォントを入力して合成フォントと呼ばれています。フォントの他のタイプは、単純なフォントと呼ばれています。フォント、PDFのサポート9.7.2で説明したフォント関連オブジェクトと呼ばれるCIDFontsとCMapを、二つのクラス、「CIDフォントの概要」に加えて。フォントのように、彼らはグリフのコレクションである、のでCIDFontsは、表110に列挙されています。しかし、CIDFontは、タイプ0フォントの成分として直接しか使用してはなりません。

すべてのフォントの種類については、用語のフォント辞書は、フォントに関する情報を含むPDFの辞書を参照します。同様に、CIDFont辞書はCIDFontに関する情報が含まれています。タイプ3を除いて、この辞書は、フォントのグリフを定義するフォントプログラムとは区別されます。そのフォントプログラムは、ストリームオブジェクトとしてPDFファイルに埋め込まれてもよいし、いくつかの外部の供給源から得ること。

注1 PostScript言語で使用されることから、この用語が異なります。ポストスクリプトでは、フォント辞書は、フォントプログラムを解釈の直接の結果として作成されたPostScriptデータ構造です。それはその内容がPDFファイルに埋め込まれている場合でも、別のファイルであるかのようにPDFには、フォントプログラムが常に処理されます。フォントプログラムは、必要なときに特殊なフォントインタプリタによって解釈されます。その内容は、PDFオブジェクトとして実体化することはありません。

（このようCIDFontsとCMapをなどと関連プログラム、）NOTE 2Mostフォントプログラムは、アドビタイプ1フォントフォーマットなどの外部仕様に準拠しています。この規格は、これらの仕様が含まれていません。この句で述べた仕様の詳細については、参考文献を参照してください。

テキストを表示するために使用されるすべてのフォントプログラムがPDFファイルに埋め込まれたとき注3最も予測可能で信頼できる結果が生成されます。以下のサブ節はそうするように、正確にどのように説明します。 PDFファイルが埋め込まれていないフォントプログラムを参照している場合、結果が適合し、読者の環境でのフォントの利用可能性に依存しています。以下のサブ節は、外部フォントプログラムを参照するためのいくつかの規則を指定します。ただし、フォントの命名、フォント置換、およびグリフ選択のいくつかの詳細は実装依存であり、異なる読者、作家を準拠し、オペレーティングシステム環境間で異なる場合があります。

タイプサブタイプ値説明

タイプ0Type0（PDF 1.2）子孫CIDFontからグリフの複合フォントのフォント（9.7を参照して、「合成フォント」）

定義グリフ形状Type 1フォント技術を使用して、そのタイプ1Type1Aフォント（ "1フォントを入力"、9.6.2を参照してください）。

MMType1Aマルチプルマスターフォント単一フォントの書体スタイルの多種多様の生成を可能にするタイプ1フォントの拡張（「複数のマスターフォント」、9.6.2.3を参照）

PDFグラフィック演算子の流れと定義グリフは、（「3フォントを入力」、9.6.5を参照してください）という3Type3Aフォントを入力

TrueTypeフォントのフォーマットに基づいてTrueTypeTrueTypeAフォント（「TrueTypeフォント」、9.6.3を参照してください）

CIDFontCIDFontType0（PDF 1.2）グリフ説明Type 1フォントの技術に基づいているA CIDFontは（9.7.4、 "CIDFonts" を参照してください）

CIDFontType2（PDF 1.2）そのグリフ記述のTrueTypeフォント技術に基づいているA CIDFont（9.7.4を参照してください、 "CIDFonts"）
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9.6 Simple Fonts

9.6.1 General

There are several types of simple fonts, all of which have these properties: 

• Glyphs in the font shall be selected by single-byte character codes obtained from a string that is shown by 
the text-showing operators. Logically, these codes index into a table of 256 glyphs; the mapping from 
codes to glyphs is called the font’s encoding. Under some circumstances, the encoding may be altered by 
means described in 9.6.6, "Character Encoding". 

• Each glyph shall have a single set of metrics, including a horizontal displacement or width, as described in 
9.2.4, "Glyph Positioning and Metrics"; that is, simple fonts support only horizontal writing mode. 

• Except for Type 0 fonts, Type 3 fonts in non-Tagged PDF documents, and certain standard Type 1 fonts, 
every font dictionary shall contain a subsidiary dictionary, the font descriptor, containing font-wide metrics 
and other attributes of the font; see 9.8, "Font Descriptors". Among those attributes is an optional font file
stream containing the font program. 

9.6.2 Type 1 Fonts

9.6.2.1 General

A Type 1 font program is a stylized PostScript program that describes glyph shapes. It uses a compact 
encoding for the glyph descriptions, and it includes hint information that enables high-quality rendering even at 
small sizes and low resolutions. 

NOTE 1 Details on this format are provided in a separate specification, Adobe Type 1 Font Format. An alternative, more 
compact but functionally equivalent representation of a Type 1 font program is documented in Adobe Technical 
Note #5176, The Compact Font Format Specification. 

NOTE 2 Although a Type 1 font program uses PostScript language syntax, using it does not require a full PostScript 
interpreter; a specialized Type 1 font interpreter suffices. 

A Type 1 font dictionary may contain the entries listed in Table 111. Some entries are optional for the standard 
14 fonts listed under 9.6.2.2, "Standard Type 1 Fonts (Standard 14 Fonts)", but are required otherwise. 

Table 111 –  Entries in a Type 1 font dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall 
be Font for a font dictionary. 

Subtype name (Required) The type of font; shall be Type1 for a Type 1 font. 

Name name (Required in PDF 1.0; optional otherwise) The name by which this font 
is referenced in the Font subdictionary of the current resource 
dictionary. 
This entry is obsolete and should not be used. 

BaseFont name (Required) The PostScript name of the font. For Type 1 fonts, this is 
always the value of the FontName entry in the font program; for more 
information, see Section 5.2 of the PostScript Language Reference, 
Third Edition. The PostScript name of the font may be used to find the 
font program in the conforming reader or its environment. It is also the 
name that is used when printing to a PostScript output device. 
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9.6シンプルなフォント

9.6.1一般的な

これらの性質を持っているすべてがシンプルなフォントのいくつかのタイプがあります。

•フォントのグリフは、テキストを示す演算子で示されている文字列から取得したシングルバイト文字コードによって選択されなければなりません。論理的に、256個のグリフのテーブルにこれらのコードインデックス、グリフのコードからのマッピングは、フォントのエンコーディングと呼ばれています。いくつかの状況下では、符号化は、9.6.6、「文字コード」に記載の手段によって変更されてもよいです。

、「グリフの位置決めと指標」9.2.4に記載されているように•各グリフは、水平方向の変位又は幅を含む、メトリックの単一のセットを持っているものとしますそれは、単純なフォントのみ横書きモードをサポートしています。

•3非タグ付きPDF文書内のフォント、および特定の標準Type 1フォントを入力し、タイプ0フォントを除き、すべてのフォント辞書は、フォント全体のメトリクスとフォントの他の属性を含む、フォント記述子を子会社辞書を含まなければなりません。 9.8、「フォントの記述」を参照してください。これらの属性の中で、フォントプログラムを含むオプションのフォントファイルストリームです。

9.6.2タイプ1フォント

9.6.2.1一般的な

Type 1フォントプログラムは、グリフ形状を記述する様式化されたPostScriptプログラムです。これは、グリフの説明のためのコンパクトなエンコーディングを使用し、それも小さなサイズと低解像度で高品質なレンダリングを可能にヒント情報を含みます。

この形式上の注意1つの詳細は、別の仕様は、Adobeタイプ1フォントフォーマットで提供されています。代替は、Type 1フォントプログラムのよりコンパクトが、機能的に同等の表現は、Adobeテクニカルノート＃5176、コンパクトフォントフォーマット仕様書に記載されています。

Type 1フォントプログラム2Although NOTEは、完全なPostScriptインタプリタを必要としない、それを使用して、PostScript言語の構文を使用しています。で十分通訳専門Type 1フォント。

Aタイプ1フォント辞書は、表111にいくつかのエントリがリストされているエントリを含むことができる9.6.2.2の下にリストされている標準14のフォント、「標準タイプ1フォント（標準14のフォント）」のオプションであるが、そうでなければ必要とされます。

キータイプ値

BaseFontname（必須）フォントのポストスクリプト名。 Type 1フォントの場合、これは常に、フォントプログラム中のFontNameエントリの値です。詳細については、ポストスクリプト言語リファレンス第3版の5.2節を参照してください。フォントのポストスクリプト名が準拠リーダーまたはその環境でフォントプログラムを見つけるために使用することができます。また、PostScript出力デバイスに印刷するときに使用される名前です。
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FirstChar integer (Required except for the standard 14 fonts) The first character code 
defined in the font’s Widths array. 
Beginning with PDF 1.5, the special treatment given to the standard 14 
fonts is deprecated. Conforming writers should represent all fonts 
using a complete font descriptor. For backwards capability, conforming 
readers shall still provide the special treatment identified for the 
standard 14 fonts. 

LastChar integer (Required except for the standard 14 fonts) The last character code 
defined in the font’s Widths array. 
Beginning with PDF 1.5, the special treatment given to the standard 14 
fonts is deprecated. Conforming writers should represent all fonts 
using a complete font descriptor. For backwards capability, conforming 
readers shall still provide the special treatment identified for the 
standard 14 fonts. 

Widths array (Required except for the standard 14 fonts; indirect reference 
preferred) An array of (LastChar − FirstChar + 1) widths, each 
element being the glyph width for the character code that equals 
FirstChar plus the array index. For character codes outside the range 
FirstChar to LastChar, the value of MissingWidth from the 
FontDescriptor entry for this font shall be used. The glyph widths 
shall be measured in units in which 1000 units correspond to 1 unit in 
text space. These widths shall be consistent with the actual widths 
given in the font program. For more information on glyph widths and 
other glyph metrics, see 9.2.4, "Glyph Positioning and Metrics". 
Beginning with PDF 1.5, the special treatment given to the standard 14 
fonts is deprecated. Conforming writers should represent all fonts 
using a complete font descriptor. For backwards capability, conforming 
readers shall still provide the special treatment identified for the 
standard 14 fonts. 

FontDescriptor dictionary (Required except for the standard 14 fonts; shall be an indirect 
reference) A font descriptor describing the font’s metrics other than its 
glyph widths (see 9.8, "Font Descriptors"”\). 
For the standard 14 fonts, the entries FirstChar, LastChar, Widths, 
and FontDescriptor shall either all be present or all be absent. 
Ordinarily, these dictionary keys may be absent; specifying them 
enables a standard font to be overridden; see 9.6.2.2, "Standard Type 
1 Fonts (Standard 14 Fonts)". 
Beginning with PDF 1.5, the special treatment given to the standard 14 
fonts is deprecated. Conforming writers should represent all fonts 
using a complete font descriptor. For backwards capability, conforming 
readers shall still provide the special treatment identified for the 
standard 14 fonts. 

Encoding name or 
dictionary

(Optional) A specification of the font’s character encoding if different 
from its built-in encoding. The value of Encoding shall be either the 
name of a predefined encoding (MacRomanEncoding, 
MacExpertEncoding, or WinAnsiEncoding, as described in Annex 
D) or an encoding dictionary that shall specify differences from the 
font’s built-in encoding or from a specified predefined encoding (see 
9.6.6, "Character Encoding"). 

ToUnicode stream (Optional; PDF 1.2) A stream containing a CMap file that maps 
character codes to Unicode values (see 9.10, "Extraction of Text 
Content"). 

Table 111 –  Entries in a Type 1 font dictionary  (continued)

Key Type Value
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FirstCharinteger（標準14のフォントを除く必須）フォントの幅の配列で定義された最初の文字コード。 PDF 1.5以降では、標準の14のフォントに与えられた特別な治療が推奨されていません。準拠した作家は、完全なフォント記述子を使用して、すべてのフォントを表している必要があります。下位機能については、準拠の読者は、まだ標準の14のフォントのために特定の特別な治療を提供しなければなりません。

LastCharinteger（標準14のフォントを除く必須）フォントの幅の配列で定義された最後の文字コード。 PDF 1.5以降では、標準の14のフォントに与えられた特別な治療が推奨されていません。準拠した作家は、完全なフォント記述子を使用して、すべてのフォントを表している必要があります。下位機能については、準拠の読者は、まだ標準の14のフォントのために特定の特別な治療を提供しなければなりません。

Widthsarray（標準14のフォントを除く必須;好ましい間接参照）（LastChar  -  FirstChar + 1）の配列幅は、各要素がFirstCharプラス配列インデックスに等しい文字コードのグリフの幅です。 LastCharの範囲FirstChar外部文字コードの場合、このフォント用FontDescriptorエントリからMissingWidthの値を使用しなければなりません。グリフ幅は1000の単位は、テキストスペースに1つの単位に相当する単位で測定されなければなりません。これらの幅は、フォントプログラムで与えられた実際の幅と一致しなければなりません。グリフ幅や他のグリフメトリックスの詳細については、9.2.4、「グリフポジショニングとメトリクス」を参照してください。 PDF 1.5以降では、標準の14のフォントに与えられた特別な治療が推奨されていません。準拠した作家は、完全なフォント記述子を使用して、すべてのフォントを表している必要があります。下位機能については、準拠の読者は、まだ標準の14のフォントのために特定の特別な治療を提供しなければなりません。

FontDescriptordictionary（標準14のフォントを除く必須;間接参照しなければならない）そのグリフ幅以外のフォントのメトリックを記述するフォント記述子（\「、「フォント記述子」9.8を参照してください）。標準14のフォントのため、エントリFirstChar、LastChar、幅、及びFontDescriptorのいずれか、すべての存在する又は全て存在しないものでなければなりません。通常、これらの辞書のキーは存在しなくてもよいです。それらを指定すると上書きされる標準フォントを可能にします。 9.6.2.2、 "標準タイプ1フォント（欧文基本14フォント）" を参照してください。 PDF 1.5以降では、標準の14のフォントに与えられた特別な治療が推奨されていません。準拠した作家は、完全なフォント記述子を使用して、すべてのフォントを表している必要があります。下位機能については、準拠の読者は、まだ標準の14のフォントのために特定の特別な治療を提供しなければなりません。

Encodingnameまたはそのエンコーディング内蔵の辞書から（オプション）A仕様フォントの文字エンコーディングの場合は違います。エンコーディングの値は、事前に定義されたエンコーディングの名前（MacRomanEncoding、MacExpertEncoding、又はWinAnsiEncoding、付属書Dに記載されているように）、あるいはフォントの内蔵コードまたは指定された事前定義されたエンコーディングから（参照の相違点を規定する符号化辞書のいずれかでなければなりません9.6.6、 "文字エンコーディング"）。

ToUnicodestream（オプション; PDF 1.2）のUnicode値に文字コードをマッピングしたCMapファイルを含むストリーム（9.10、「テキストコンテンツの抽出」を参照）。

表111  -  Type 1フォント辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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EXAMPLE This example shows the font dictionary for the Adobe Garamond® Semibold font. The font has an 
encoding dictionary (object 25), although neither the encoding dictionary nor the font descriptor (object 7) 
is shown in the example.  
 
14 0 obj 

<<  /Type /Font 
 /Subtype /Type1 
 /BaseFont /AGaramond−Semibold 
 /FirstChar 0 
 /LastChar 255 
 /Widths 21 0 R 
 /FontDescriptor 7 0 R 
 /Encoding 25 0 R 

>> 
endobj 
 
 
21 0 obj 

[ 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 
  255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 
  255 280 438 510 510 868 834 248 320 320 420 510 255 320 255 347 
  510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 255 255 510 510 510 330 
  781 627 627 694 784 580 533 743 812 354 354 684 560 921 780 792 
  588 792 656 504 682 744 650 968 648 590 638 320 329 320 510 500 
  380 420 510 400 513 409 301 464 522 268 259 484 258 798 533 492 
  516 503 349 346 321 520 434 684 439 448 390 320 255 320 510 255 
  627 627 694 580 780 792 744 420 420 420 420 420 420 402 409 409 
  409 409 268 268 268 268 533 492 492 492 492 492 520 520 520 520 
  486 400 510 510 506 398 520 555 800 800 1044 360 380 549 846 792 
  713 510 549 549 510 522 494 713 823 549 274 354 387 768 615 496 
  330 280 510 549 510 549 612 421 421 1000 255 627 627 792 1016 730 
  500 1000 438 438 248 248 510 494 448 590 100 510 256 256 539 539 
  486 255 248 438 1174 627 580 627 580 580 354 354 354 354 792 792 
  790 792 744 744 744 268 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 
] 

endobj

9.6.2.2 Standard Type 1 Fonts (Standard 14 Fonts)

The PostScript names of 14 Type 1 fonts, known as the standard 14 fonts, are as follows: Times-Roman, 
Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, ZapfDingbats, Times-Italic, Helvetica-
Oblique, Courier-Oblique, Times-BoldItalic, Helvetica-BoldOblique, Courier-BoldOblique

These fonts, or their font metrics and suitable substitution fonts, shall be available to the conforming reader. 

NOTE The character sets and encodings for these fonts are listed in Annex D. The font metrics files for the standard 
14 fonts are available from the ASN Web site (see the Bibliography). For more information on font metrics, see 
Adobe Technical Note #5004, Adobe Font Metrics File Format Specification. 

9.6.2.3 Multiple Master Fonts

The multiple master font format is an extension of the Type 1 font format that allows the generation of a wide 
variety of typeface styles from a single font program. This is accomplished through the presence of various 
design dimensions in the font. 

EXAMPLE 1 Examples of design dimensions are weight (light to extra-bold) and width (condensed to expanded). 

Coordinates along these design dimensions (such as the degree of boldness) are specified by numbers. A 
particular choice of numbers selects an instance of the multiple master font. PDFs can contain multiple master 
instances.

NOTE Adobe Technical Note #5015, Type 1 Font Format Supplement, describes multiple master fonts in detail. 
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例この例では、AdobeGaramond®Semiboldフォントのためのフォント辞書を示しています。符号辞書やフォント記述子（オブジェクト7）いずれも実施例に示されているが、フォントは、符号化辞書（オブジェクト25）を有しています。 14 0 OBJ << /タイプ/フォント/サブタイプ/タイプ1 / BASEFONT / AGaramond-Semibold / FirstChar 0 / LastChar 255 /幅21 0 R / FontDescriptor 7 0 R /エンコーディング25 0 R >> 21 0 OBJをendobj [255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 280 438 510 510 868 834 248 320 320 420 510 255 320 255 347 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 255 255 510 510 510 330 781 627 627 694 784 580 533 743 812 354 354 684 560 921 780 792 588 792 656 504 682 744 650 968 648 590 638 320 329 320 510 500 380 420 510 400 513 409 301 464 522 268 259 484 258 798 533 492 516 503 349 346 321 520 434 684 439 448 390 320 255 320 510 255 627 627 694 580 780 792 744 420 420 420 420 420 420 402 409 409 409 409 268 268 268 268 533 492 492 492 492 492 520 520 520 520 486 400 510 510 506 398 520 555 800 800 1044 360 380 549 846 792 713 510 549 549 510 522 494 713 823 549 274 354 387 768 615 496 330 280 510 549 510 549 612 421 421 1000 255 627 627 792 1016 730 500〜1000 438 438 248 248 510 494 448 590 100 510 256 256 539 539 486 255 248 438 1174 627 580 627 580 580 354 354 354 354 792 792 790 792 744 744 744 268 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380] endobj

9.6.2.2標準タイプ1フォント（標準14のフォント）

標準14のフォントとして知られている14のType 1フォントのポストスクリプト名、次のとおりです。タイムズ・ローマン、ヘルベチカ、宅配便、シンボル、タイムズ・太字、ヘルベチカ、太字、クーリエ・太字、ZAPFDINGBATS、タイムズ・斜体、Helvetica-を斜め、クーリエ・斜め、タイムズbolditalicです、ヘルベチカ・BoldOblique、宅配便、BoldOblique

これらのフォント、またはそのフォントメトリックと、適切な代替フォントは、準拠したリーダーに利用可能でなければなりません。

注これらのフォントの文字セットとエンコーディングは、附属書Dにリストされている標準的な14個のフォントのフォントメトリックファイル（参考文献を参照）ASN Webサイトから入手できます。フォントメトリックスの詳細については、アドビシステムズ社のテクニカルノート＃5004を参照して、アドビフォントメトリックファイル形式の仕様。

9.6.2.3マルチプルマスターフォント

（例えば、太さの程度など）、これらの設計寸法に沿った座標を数値で指定されています。数字の特定の選択は、複数のマスターフォントのインスタンスを選択します。 PDFファイルは、複数のマスタインスタンスを含めることができます。

NOTEアドビテクニカルノート＃5015は、詳細に複数のマスターフォントを記述し、1フォントフォーマットサプリメントを入力します。
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The font dictionary for a multiple master font instance may contain the same entries as a Type 1 font dictionary 
(see Table 111), with these differences: 

• The value of Subtype shall be MMType1. 

• If the PostScript name of the instance contains SPACEs (20h), the SPACEs shall be replaced by LOW 
LINEs (underscores) (5Fh) in the value of BaseFont. For instance, as illustrated in this example, the name 
“MinionMM 366 465 11 ” (which ends with a SPACE character) becomes /MinionMM_366_465_11_. 

EXAMPLE 2 7 0 obj 
<<  /Type /Font 

 /Subtype /MMType1 
 /BaseFont /MinionMM_366_465_11_ 
 /FirstChar 32 
 /LastChar 255 
 /Widths 19 0 R 
 /FontDescriptor 6 0 R 
 /Encoding 5 0 R 

>> 
endobj 
 
19 0 obj 

[ 187 235 317 430 427 717 607 168 326 326 421 619 219 317 219 282 427 
  … Omitted data … 
  569 0 569 607 607 607 239 400 400 400 400 253 400 400 400 400 400 
] 

endobj 
 
This example illustrates a convention for including the numeric values of the design coordinates as part of 
the instance’s BaseFont name. This convention is commonly used for accessing multiple master font 
instances from an external source in the conforming reader’s environment; it is documented in Adobe 
Technical Note #5088, Font Naming Issues. However, this convention is not prescribed as part of the PDF 
specification. 

If the font program for a multiple master font instance is embedded in the PDF file, it shall be an ordinary Type 
1 font program, not a multiple master font program. This font program is called a snapshot of the multiple 
master font instance that incorporates the chosen values of the design coordinates. 

9.6.3 TrueType Fonts

A TrueType font dictionary may contain the same entries as a Type 1 font dictionary (see Table 111), with these 
differences: 

• The value of Subtype shall be TrueType. 

• The value of Encoding is subject to limitations that are described in 9.6.6, "Character Encoding".

• The value of BaseFont is derived differently. 

The PostScript name for the value of BaseFont may be determined in one of two ways: 

• If the TrueType font program's “name” table contains a PostScript name, it shall be used.

• In the absence of such an entry in the “name” table, a PostScript name shall be derived from the name by 
which the font is known in the host operating system. On a Windows system, the name shall be based on 
the lfFaceName field in a LOGFONT structure; in the Mac OS, it shall be based on the name of the FOND 
resource. If the name contains any SPACEs, the SPACEs shall be removed. 
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タイプ1フォント辞書と同じエントリを含んでいてもよい複数のマスターフォントインスタンスのフォント辞書は、これらの違いが、（表111を参照します）。

•インスタンスのポストスクリプト名にスペース（20H）が含まれている場合、スペースがBASEFONTの値にLOWライン（アンダースコア）（5FH）に置き換えなければなりません。この例に示すように、例えば、（空白文字で終わる）名「MinionMM 366 465 11」/ MinionMM_366_465_11_なります。

実施例2 7 0 OBJ << /タイプ/フォント/サブタイプ/ MMType1 / BASEFONT / MinionMM_366_465_11_ / FirstChar 32 / LastChar 255 /幅19 0 R / FontDescriptor 6 0 R /エンコーディング5 0 R >> 19 0 OBJをendobj [187 235 317 430 427 717 607 168 326 326 421 619 219 317 219 282 427 ...欠落データ... 253 400 400 400 400 400 569 0 569 607 607 607 239 400 400 400 400]この実施例は、設計の数値を含むための規則を示すendobjインスタンスのBASEFONT名の一部として座標。この規則は、一般的に準拠し、読者の環境では、外部ソースから複数のマスターフォントのインスタンスにアクセスするために使用されます。それがアドビのテクニカルノート＃5088で文書化され、フォントの問題を命名します。しかし、この規則は、PDF仕様の一部として規定されていません。

マルチプルマスターフォントのインスタンスのフォントプログラムは、PDFファイルに埋め込まれている場合、それは普通のタイプ1フォントプログラムではなく、複数のマスターフォントプログラムしなければなりません。このフォントプログラムは、設計座標の選択された値を組み込んだ複数のマスターフォントインスタンスのスナップショットと呼ばれています。

9.6.3 TrueTypeフォント

AのTrueTypeフォント辞書Type 1フォント辞書と同じエントリを含んでいてもよいこれらの差と、（表111を参照）。

•エンコーディングの値は9.6.6、「文字エンコーディング」で説明されている制限を受けています。

TrueTypeフォントプログラムの「名前」のテーブルがPostScript名が含まれている場合•、それを使用しなければなりません。

•「名前」テーブル内のそのようなエントリが存在しない場合には、ポストスクリプト名はフォントがホストオペレーティングシステムに認識される名前に由来しなければなりません。 Windowsシステムでは、名前がLOGFONT構造でlfFaceNameフィールドに基づいてしなければなりません。 Mac OSの中で、それはFONDリソースの名前に基づくものでなければなりません。名前にスペースが含まれている場合は、スペースは削除されなければなりません。
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NOTE 1 The TrueType font format was developed by Apple Computer, Inc., and has been adopted as a standard font 
format for the Microsoft Windows operating system. Specifications for the TrueType font file format are 
available in Apple’s TrueType Reference Manual and Microsoft’s TrueType 1.0 Font Files Technical 
Specification (see Bibliography). 

NOTE 2 A TrueType font program may be embedded directly in a PDF file as a stream object. 

NOTE 3 The Type 42 font format that is defined for PostScript does not apply to PDF. 

NOTE 4 For CJK (Chinese, Japanese, and Korean) fonts, the host font system’s font name is often encoded in the host 
operating system’s script. For instance, a Japanese font may have a name that is written in Japanese using 
some (unidentified) Japanese encoding. Thus, TrueType font names may contain multiple-byte character 
codes, each of which requires multiple characters to represent in a PDF name object (using the # notation to 
quote special characters as needed). 

9.6.4 Font Subsets

PDF documents may include subsets of Type 1 and TrueType fonts. The font and font descriptor that describe 
a font subset are slightly different from those of ordinary fonts. These differences allow a conforming reader to 
recognize font subsets and to merge documents containing different subsets of the same font. (For more 
information on font descriptors, see 9.8, "Font Descriptors".) 

For a font subset, the PostScript name of the font—the value of the font’s BaseFont entry and the font 
descriptor’s FontName entry— shall begin with a tag followed by a plus sign (+). The tag shall consist of 
exactly six uppercase letters; the choice of letters is arbitrary, but different subsets in the same PDF file shall 
have different tags. 

EXAMPLE EOODIA+Poetica is the name of a subset of Poetica®, a Type 1 font. 

9.6.5 Type 3 Fonts

Type 3 fonts differ from the other fonts supported by PDF. A Type 3 font dictionary defines the font; font 
dictionaries for other fonts simply contain information about the font and refer to a separate font program for the 
actual glyph descriptions. In Type 3 fonts, glyphs shall be defined by streams of PDF graphics operators. These 
streams shall be associated with glyph names. A separate encoding entry shall map character codes to the 
appropriate glyph names for the glyphs. 

NOTE 1 Type 3 fonts are more flexible than Type 1 fonts because the glyph descriptions may contain arbitrary PDF 
graphics operators. However, Type 3 fonts have no hinting mechanism for improving output at small sizes or 
low resolutions. 

A Type 3 font dictionary may contain the entries listed in Table 112. 

Table 112 –  Entries in a Type 3 font dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall 
be Font for a font dictionary. 

Subtype name (Required) The type of font; shall be Type3 for a Type 3 font. 

Name name (Required in PDF 1.0; optional otherwise) See Table 111. 
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注1のTrueTypeフォント形式は、Apple Computer、Inc.によって開発された、およびMicrosoft Windowsオペレーティングシステムの標準のフォントフォーマットとして採用されています。 TrueTypeフォントファイル形式の仕様は、AppleのTrueTypeフォントリファレンスマニュアルおよびマイクロソフトのTrueTypeフォント1.0フォントファイル技術仕様（参考文献を参照）でご利用いただけます。

CJK（中国語、日本語、韓国語）のフォント注記4は、ホストフォントシステムのフォント名は、多くの場合、ホストオペレーティングシステムのスクリプトでエンコードされています。例えば、日本語フォントは、いくつかの（未同定）日本語エンコーディングを使用して日本語で書かれている名前を有していてもよいです。このように、TrueTypeフォント名は（必要に応じて特殊文字を引用する＃表記を使用して）PDF名のオブジェクトで表現するために複数の文字を必要とし、それぞれが、マルチバイト文字コードが含まれていてもよいです。

9.6.4フォントのサブセット

PDF文書は、タイプ1とTrueTypeフォントのサブセットを含むことができます。フォントのサブセットを記述するフォントとフォント記述子は、通常のフォントのものとは若干異なります。これらの違いは、準拠した読者は、フォントのサブセットを認識し、同じフォントの異なるサブセットを含む文書をマージすることができます。 （フォント記述子の詳細については、9.8、「フォント記述子」を参照。）

フォントサブセットの場合、PostScriptフォントのBASEFONTエントリのフォント値の名前とは、タグで始まるものとフォント記述子のエントリー・のFontNameは、プラス記号（+）が続きます。タグは、正確に6大文字で構成されなければなりません。文字の選択は任意であるが、同じPDFファイル内の異なるサブセットは、異なるタグを持たなければなりません。

EXAMPLEEOODIA + PoeticaはPoetica®、Type 1フォントのサブセットの名前です。

9.6.5 Type 3フォント

3フォントがPDFでサポートされている他のフォントと異なる入力します。 Aタイプ3フォント辞書は、フォントを定義します。他のフォントのフォント辞書は、単純にフォントに関する情報が含まれており、実際のグリフの説明については、別のフォントプログラムを参照してください。 Type 3フォントでは、グリフは、PDFグラフィック演算子のストリームによって定義されなければなりません。これらのストリームは、グリフ名に関連付けされなければなりません。別のエンコーディングエントリはグリフのための適切なグリフ名に文字コードをマッピングするものとします。

グリフ記述は、任意のPDFグラフィック演算子を含む可能性があるので注意1 Type 3フォントはType 1フォントよりも柔軟性があります。しかし、Type 3フォントは、小さいサイズや低解像度での出力を向上させるためのヒンティングのメカニズムを持っていません。

キータイプ値
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For each character code shown by a text-showing operator that uses a Type 3 font, the conforming reader 
shall: 

FontBBox rectangle (Required) A rectangle (see 7.9.5, "Rectangles") expressed in the 
glyph coordinate system, specifying the font bounding box. This is the 
smallest rectangle enclosing the shape that would result if all of the 
glyphs of the font were placed with their origins coincident and then 
filled. 
If all four elements of the rectangle are zero, a conforming reader shall 
make no assumptions about glyph sizes based on the font bounding 
box. If any element is nonzero, the font bounding box shall be 
accurate. If any glyph’s marks fall outside this bounding box, incorrect 
behavior may result. 

FontMatrix array (Required) An array of six numbers specifying the font matrix, mapping 
glyph space to text space (see 9.2.4, "Glyph Positioning and Metrics"). 
NOTE A common practice is to define glyphs in terms of a 

1000-unit glyph coordinate system, in which case the font 
matrix is [ 0.001 0 0 0.001 0 0 ]. 

CharProcs dictionary (Required) A dictionary in which each key shall be a glyph name and 
the value associated with that key shall be a content stream that 
constructs and paints the glyph for that character. The stream shall
include as its first operator either d0 or d1, followed by operators 
describing one or more graphics objects, which may include path, text, 
or image objects. See below for more details about Type 3 glyph 
descriptions. 

Encoding name or 
dictionary

(Required) An encoding dictionary whose Differences array shall 
specify the complete character encoding for this font (see 9.6.6, 
"Character Encoding"). 

FirstChar integer (Required) The first character code defined in the font’s Widths array. 

LastChar integer (Required) The last character code defined in the font’s Widths array. 

Widths array (Required; should be an indirect reference) An array of (LastChar −
 FirstChar + 1) widths, each element being the glyph width for the 
character code that equals FirstChar plus the array index. For 
character codes outside the range FirstChar to LastChar, the width 
shall be 0. These widths shall be interpreted in glyph space as 
specified by FontMatrix (unlike the widths of a Type 1 font, which are 
in thousandths of a unit of text space). 
If FontMatrix specifies a rotation, only the horizontal component of the 
transformed width shall be used. That is, the resulting displacement 
shall be horizontal in text space, as is the case for all simple fonts. 

FontDescriptor dictionary (Required in Tagged PDF documents; shall be an indirect reference) A 
font descriptor describing the font’s default metrics other than its glyph 
widths (see 9.8, "Font Descriptors"). 

Resources dictionary (Optional but should be used; PDF 1.2) A list of the named resources, 
such as fonts and images, required by the glyph descriptions in this 
font (see 7.8.3, "Resource Dictionaries"). If any glyph descriptions 
refer to named resources but this dictionary is absent, the names shall 
be looked up in the resource dictionary of the page on which the font is 
used. 

ToUnicode stream (Optional; PDF 1.2) A stream containing a CMap file that maps 
character codes to Unicode values (see 9.10, "Extraction of Text 
Content"). 

Table 112 –  Entries in a Type 3 font dictionary  (continued)

Key Type Value
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タイプ3フォントを使用してテキストを示すオペレータにより示される各文字コードについて、適合読者がなければなりません。

FontBBoxrectangle（必須）グリフで発現矩形（7.9.5、「四角形」を参照）フォントのバウンディングボックスを指定して、座標系。これは、フォントのグリフの全ては、それらの起源と一致して配置され、次いで、充填した場合に生じる形状を囲む最小の矩形です。長方形の4つのすべての要素がゼロの場合、準拠リーダーは、フォントのバウンディングボックスに基づいて、グリフのサイズについての仮定をしてはなりません。いずれかの要素がゼロでない場合は、フォントのバウンディングボックスは正確でなければなりません。任意のグリフのマークは、このバウンディングボックスの外側にある場合は、不正な動作が発生することがあります。

FontMatrixarray（必須）フォント行列を指定する6つの数字の配列は、テキストスペースにマッピングするグリフスペース（9.2.4、「グリフポジショニングとメトリクス」を参照します）。注記A一般的な方法は、フォントマトリックスがある場合には1000ユニットグリフ座標系、[0.001 0 0.001 0 0]の点でグリフを定義することです。

CharProcsdictionary（必須）各キーは、グリフ名とそのキーに関連付けられた値は、コンテンツストリームしなければならないものでなければならないここで辞書その構築物及び塗料、その文字のグリフを。パス、テキスト、又は画像オブジェクトを含むことができる1つのまたは複数のグラフィックスオブジェクトを記述するオペレータに続く最初のオペレータD0又はD1、のいずれかとストリームshallinclude。タイプ3グリフ記述の詳細については、以下を参照してください。

Encodingnameまたは辞書（必須）その違い配列このフォントのための完全な文字エンコーディングを指定するエンコーディング辞書（9.6.6を参照してください、「文字エンコーディング」）。

Widthsarray（必須;間接参照であるべきである）（LastChar  -  FirstChar + 1）の配列幅は、各要素がFirstCharプラス配列インデックスに等しい文字コードのグリフの幅です。 LastChar範囲FirstChar外部文字コードの場合、幅が（テキストスペースの単位の千分のにあるタイプ1フォントの幅とは異なり）FontMatrixによって指定されるように、これらの幅は、グリフの空間で解釈されなければならない0でなければなりません。

FontMatrix回転を指定した場合、形質転換された幅の水平成分のみを使用しなければなりません。すべての単純なフォントの場合と同様であり、すなわち、結果として生じる変位は、テキストスペースに水平でなければなりません。

FontDescriptordictionary（タグ付きPDF文書で必要な、間接参照しなければならない）そのグリフ幅以外のフォントのデフォルトのメトリックを記述するフォント記述子（9.8、「フォントディスクリプタ」を参照）。

Resourcesdictionary（オプションですが、使用する必要があります。PDF 1.2）などこのフォントのグリフの説明で必要とされるフォントや画像などの名前付きリソースのリスト（「リソース辞書」、7.8.3を参照してください）。任意のグリフ記述は、名前のリソースを参照してくださいが、この辞書がない場合、名前はフォントが使用されているページのリソースディクショナリで検索されなければなりません。

ToUnicodestream（オプション; PDF 1.2）のUnicode値に文字コードをマッピングしたCMapファイルを含むストリーム（9.10、「テキストコンテンツの抽出」を参照）。

表112  - タイプ3フォント辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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a) Look up the character code in the font’s Encoding entry, as described in 9.6.6, "Character Encoding," to 
obtain a glyph name. 

b) Look up the glyph name in the font’s CharProcs dictionary to obtain a stream object containing a glyph 
description. If the name is not present as a key in CharProcs, no glyph shall be painted. 

c) Invoke the glyph description. The graphics state shall be saved before this invocation and shall be restored 
afterward; therefore, any changes the glyph description makes to the graphics state do not persist after it 
finishes. 

When the glyph description begins execution, the current transformation matrix (CTM) shall be the 
concatenation of the font matrix (FontMatrix in the current font dictionary) and the text space that was in effect 
at the time the text-showing operator was invoked (see 9.4.4, "Text Space Details"). This means that shapes 
described in the glyph coordinate system are transformed into the user coordinate system and appear in the 
appropriate size and orientation on the page. The glyph description shall describe the glyph in terms of 
absolute coordinates in the glyph coordinate system, placing the glyph origin at (0, 0) in this space. It shall 
make no assumptions about the initial text position. 

Aside from the CTM, the graphics state shall be inherited from the environment of the text-showing operator 
that caused the glyph description to be invoked. To ensure predictable results, the glyph description shall 
initialize any graphics state parameters on which it depends. In particular, if it invokes the S (stroke) operator, it 
shall explicitly set the line width, line join, line cap, and dash pattern to appropriate values. 

NOTE 2 Normally, it is unnecessary and undesirable to initialize the current colour parameter because the text-showing 
operators are designed to paint glyphs with the current colour. 

The glyph description shall execute one of the operators described in Table 113 to pass width and bounding 
box information to the font machinery. This shall precede the execution of any path construction or path-
painting operators describing the glyph. 

NOTE 3 Type 3 fonts in PDF are very similar to those in PostScript. Some of the information provided in Type 3 font 
dictionaries and glyph descriptions, while seemingly redundant or unnecessary, is nevertheless required for 
correct results when a conforming reader prints to a PostScript output device. This applies particularly to the 
operands of the d0 and d1 operators, are the equivalent of PostScript's setcharwidth and setcachedevice. 
For further explanation, see Section 5.7 of the PostScript Language Reference, Third Edition. 

Table 113 –  Type 3 font operators  

Operands Operator Description

wx wy d0 Set width information for the glyph and declare that the glyph 
description specifies both its shape and its colour. 
NOTE This operator name ends in the digit 0.

wx denotes the horizontal displacement in the glyph coordinate 
system; it shall be consistent with the corresponding width in the 
font’s Widths array. wy shall be 0 (see 9.2.4, "Glyph Positioning 
and Metrics"). 
This operator shall only be permitted in a content stream 
appearing in a Type 3 font’s CharProcs dictionary. It is typically 
used only if the glyph description executes operators to set the 
colour explicitly. 
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9.6.6に記載のa）のグリフ名を取得するために、「文字エンコーディング」、フォントのエンコーディングエントリーに文字コードを検索します。

b）はグリフ記述を含むストリームオブジェクトを取得する辞書フォントのCharProcsでグリフ名を検索します。名前はCharProcs中にキーとして存在しない場合、グリフは塗装してはなりません。

C）グリフ記述を起動します。グラフィック状態は、この呼び出しの前に保存されなければならないと後で復元しなければなりません。そのため、任意のは、それが終了した後も持続していないグラフィックス状態にグリフ記述可能に変更します。

グリフ記述が実行を開始するとき、現在の変換行列（CTM）は、フォントマトリックス（現在のフォント辞書内FontMatrix）とテキスト示すオペレータが呼び出された時点で有効であったテキストスペースの連結でなければならない（参照9.4.4、 "テキストスペースの詳細"）。座標系グリフに記載の形状この手段は、座標系とページ上の適切なサイズおよび向きで表示され、ユーザに変換されます。グリフ記述は、この空間に（0、0）でグリフの原点を配置、座標系グリフにおける絶対座標の点でグリフを記述しなければなりません。これは、最初のテキストの位置についての仮定をしてはなりません。

別にCTMから、グラフィック状態はグリフ記述が呼び出される原因となったテキストを示すオペレータの環境から継承されなければなりません。予測可能な結果を確保するために、グリフ記述は、それが依存するすべてのグラフィック状態パラメータを初期化するものとします。それはS（ストローク）演算子を呼び出す場合は特に、それが明示的に適切な値にライン幅、ラインジョイン、ラインキャップ、及びダッシュパターンを設定しなければなりません。

注2通常は、テキストを示す演算子は、現在の色にグリフをペイントするように設計されているので、現在の色パラメータを初期化するために不必要かつ望ましくありません。

PDFでのNOTE 3 Type 3フォントは、PostScriptのものと非常に似ています。 PostScript出力デバイスにリーダプリントを適合する場合、タイプ3フォント辞書とグリフの説明に提供される情報の一部は、一見冗長又は不要にしつつ、それにもかかわらず、正しい結果を得るために必要とされます。これは、特に、D0とD1の演算子のオペランドに適用されたPostScriptのsetcharwidthとsetcachedeviceの等価です。さらに説明については、ポストスクリプト言語リファレンス第3版の5.7節を参照してください。

オペランド演算子説明

グリフ記述は、その形状と色の両方が指定されていることグリフと宣言するためのWX wyd0Set幅情報。桁0でこの演算子名端を注意してください。

WXは、グリフにおける水平変位座標系を示しています。それは、フォントの幅の配列に対応した幅と一致しなければなりません。 WYは0（9.2.4、「グリフポジショニングとメトリクス」を参照）しなければなりません。この演算子はType 3フォントのCharProcs辞書に登場するコンテンツストリームで許可されなければなりません。一般的にグリフ記述が明示的に色を設定する演算子を実行している場合にのみ使用されます。
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EXAMPLE This example shows the definition of a Type 3 font with only two glyphs—a filled square and a filled 
triangle, selected by the character codes a and b. Figure 47 shows the result of showing the string 
( ababab ) using this font. 

Figure 47 –  Output from the example in 9.6.5, "Type 3 Fonts"

wx wy llx lly urx ury d1 Set width and bounding box information for the glyph and declare 
that the glyph description specifies only shape, not colour. 
NOTE This operator name ends in the digit 1. 

wx denotes the horizontal displacement in the glyph coordinate 
system; it shall be consistent with the corresponding width in the 
font’s Widths array. wy shall be 0 (see 9.2.4, "Glyph Positioning 
and Metrics"). 
llx and lly denote the coordinates of the lower-left corner, and urx
and ury denote the upper-right corner, of the glyph bounding box. 
The glyph bounding box is the smallest rectangle, oriented with 
the axes of the glyph coordinate system, that completely encloses 
all marks placed on the page as a result of executing the glyph’s 
description. The declared bounding box shall be correct—in other 
words, sufficiently large to enclose the entire glyph. If any marks 
fall outside this bounding box, the result is unpredictable. 
A glyph description that begins with the d1 operator should not 
execute any operators that set the colour (or other colour-related 
parameters) in the graphics state; any use of such operators shall 
be ignored. The glyph description is executed solely to determine 
the glyph’s shape. Its colour shall be determined by the graphics 
state in effect each time this glyph is painted by a text-showing 
operator. For the same reason, the glyph description shall not 
include an image; however, an image mask is acceptable, since it 
merely defines a region of the page to be painted with the current 
colour. 
This operator shall be used only in a content stream appearing in 
a Type 3 font’s CharProcs dictionary. 

Table 113 –  Type 3 font operators  (continued)

Operands Operator Description
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例この例しか示していない2つのグリフ充填正方形と黒三角、文字コードおよびbによって選択さとタイプ3フォントの定義。図47を示し、このフォントを使用して文字列（ABABAB）を示す結果。

図47  -  9.6.5の例からの出力、「3フォントを入力します」

WX WY LLX LLY URX uryd1Set幅とグリフとグリフ記述指定は形状のみと宣言、ない色のボックス情報をバウンディング。桁1でこの演算子名端を注意してください。

WXは、グリフにおける水平変位座標系を示しています。それは、フォントの幅の配列に対応した幅と一致しなければなりません。 WYは0（9.2.4、「グリフポジショニングとメトリクス」を参照）しなければなりません。 LLXとLLY左下隅の座標を示し、グリフ境界ボックスのurxandユリィ示す右上、。境界ボックスのグリフは完全にグリフの説明を実行した結果として、ページ上に配置され、すべてのマークを囲むグリフ座標系の軸に配向最小の矩形です。宣言バウンディングボックスは正しい-にしなければならないつまり、全体のグリフを囲むのに十分な大きさです。いずれかのマークがこのバウンディングボックスの外側にある場合、結果は予測できません。 D1オペレータ始まるグリフ記述は、グラフィックス状態の色（または他の色に関連するパラメータ）を設定された演算子を実行してはなりません。こうした事業者の任意の使用は無視されなければなりません。グリフ記述は、グリフの形状を決定するためにのみ実行されます。その色は、有効なグラフィックス状態によって、このグリフは、テキスト表示、オペレータによって描かれるたびに決定しなければなりません。同じ理由から、グリフについては、画像を含んではなりません。それは単に現在の色で塗装されるべきページの領域を定義するので、画像マスクは、許容可能です。この演算子はType 3フォントのCharProcs辞書に登場するコンテンツストリームに使用しなければなりません。

表113  -  Type 3フォントの演算子（続き）

オペランド演算子説明
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4 0 obj 
<<  /Type /Font 

 /Subtype /Type3 
 /FontBBox [ 0 0 750 750 ] 
 /FontMatrix [ 0.001 0 0 0.001 0 0 ] 
 /CharProcs 10 0 R 
 /Encoding 9 0 R 
 /FirstChar 97 
 /LastChar 98 
 /Widths [ 1000 1000 ] 

>> 
endobj 
 
9 0 obj 

<<  /Type /Encoding 
 /Differences [ 97 /square /triangle ] 

>> 
endobj 
 
10 0 obj 

<<  /square 11 0 R 
 /triangle 12 0 R 

>> 
endobj 
 
11 0 obj 

<< /Length 39 >> 
stream 

1000 0 0 0 750 750 d1 
0 0 750 750 re 
f 

endstream 
endobj 
 
12 0 obj 

<< /Length 48 >> 
stream 

1000 0 0 0 750 750 d1 
0 0 m 
375 750 l 
750 0 l 
f 

endstream 
endobj

9.6.6 Character Encoding

9.6.6.1 General

A font’s encoding is the association between character codes (obtained from text strings that are shown) and 
glyph descriptions. This sub-clause describes the character encoding scheme used with simple PDF fonts. 
Composite fonts (Type 0) use a different character mapping algorithm, as discussed in 9.7, "Composite Fonts". 

Except for Type 3 fonts, every font program shall have a built-in encoding. Under certain circumstances, a PDF 
font dictionary may change the encoding used with the font program to match the requirements of the 
conforming writer generating the text being shown. 
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4 0 OBJ << /タイプ/フォント/サブタイプ/タイプ3 / FontBBox [0 0 750 750] / FontMatrix [0.001 0 0.001 0 0] / CharProcs 10 0 R /エンコーディング9 0 R / FirstChar 97 / LastChar 98 /幅[ 1000 1000] >> endobj 9 0 OBJ << /タイプ/符号化/相違[97 /平方/三角形] >> endobj 10 0 OBJ << / 11平方0 R /三角形12 0 R >> << 11 0 OBJをendobj /長さ39 >>ストリーム1000 0 0 0 750 750 D1 0 0 750 750再F endstream endobj 12 0 OBJ << /長さ48 >>ストリーム1000°0 750 750 D1 0 0メートル375 750リットル750 0 LF endstream endobj

9.6.6文字エンコーディング

9.6.6.1一般的な

フォントのエンコーディングは、（図示されているテキスト文字列から得られた）文字コードとグリフ記述との間の関連付けです。このサブ句は、単純なPDFのフォントで使用される文字符号化方式を説明しています。 9.7、「合成フォント」で説明したように合成フォントは（0を入力）、別の文字マッピングアルゴリズムを使用します。

Type 3フォントを除き、すべてのフォントプログラムが内蔵されたエンコーディングを持たなければなりません。特定の状況下では、PDFフォント辞書が示されているテキストを生成準拠した作家の要件に合致するように、フォントプログラムで使用するエンコーディングを変更することがあります。
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NOTE This flexibility in character encoding is valuable for two reasons:  
 
It permits showing text that is encoded according to any of the various existing conventions. For example, the 
Microsoft Windows and Apple Mac OS operating systems use different standard encodings for Latin text, and 
many conforming writers use their own special-purpose encodings.  
 
It permits conforming writers to specify how characters selected from a large character set are to be encoded. 

Some character sets consist of more than 256 characters, including ligatures, accented characters, and other 
symbols required for high-quality typography or non-Latin writing systems. Different encodings may select 
different subsets of the same character set. 

One commonly used font encoding for Latin-text font programs is often referred to as StandardEncoding or 
sometimes as the Adobe standard encoding. The name StandardEncoding shall have no special meaning in 
PDF, but this encoding does play a role as a default encoding (as shown in Table 114). The regular encodings 
used for Latin-text fonts on Mac OS and Windows systems shall be named MacRomanEncoding and 
WinAnsiEncoding, respectively. An encoding named MacExpertEncoding may be used with “expert” fonts 
that contain additional characters useful for sophisticated typography. Complete details of these encodings and 
of the characters present in typical fonts are provided in Annex D. 

In PDF, a font is classified as either nonsymbolic or symbolic according to whether all of its characters are 
members of the standard Latin character set; see D.2, “Latin Character Set and Encodings”. This shall be 
indicated by flags in the font descriptor; see 9.8.2, "Font Descriptor Flags". Symbolic fonts contain other 
character sets, to which the encodings mentioned previously ordinarily do not apply. Such font programs have 
built-in encodings that are usually unique to each font. The standard 14 fonts include two symbolic fonts, 
Symbol and ZapfDingbats, whose encodings and character sets are documented in Annex D. 

A font program’s built-in encoding may be overridden by including an Encoding entry in the PDF font 
dictionary. The possible encoding modifications depend on the font type. The value of the Encoding entry shall 
be either a named encoding (the name of one of the predefined encodings MacRomanEncoding, 
MacExpertEncoding, or WinAnsiEncoding) or an encoding dictionary. An encoding dictionary contains the 
entries listed in Table 114.

The value of the Differences entry shall be an array of character codes and character names organized as 
follows: 

code1 name1,1 name1,2 … 

Table 114 –  Entries in an encoding dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Encoding for an encoding dictionary. 

BaseEncoding name (Optional) The base encoding—that is, the encoding from which the 
Differences entry (if present) describes differences— shall be the name 
of one of the predefined encodings MacRomanEncoding, 
MacExpertEncoding, or WinAnsiEncoding (see Annex D). 
If this entry is absent, the Differences entry shall describe differences 
from an implicit base encoding. For a font program that is embedded in 
the PDF file, the implicit base encoding shall be the font program’s built-in 
encoding, as described in 9.6.6, "Character Encoding" and further 
elaborated in the sub-clauses on specific font types. Otherwise, for a 
nonsymbolic font, it shall be StandardEncoding, and for a symbolic font, 
it shall be the font’s built-in encoding. 

Differences array (Optional; should not be used with TrueType fonts) An array describing 
the differences from the encoding specified by BaseEncoding or, if 
BaseEncoding is absent, from an implicit base encoding. The 
Differences array is described in subsequent sub-clauses. 
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NOTE文字エンコーディングでこの柔軟性は、2つの理由のために貴重である：それは、様々な既存の規則のいずれかに記載のエンコードされたテキストを示す可能。たとえば、Microsoft WindowsおよびApple社のMac OSのオペレーティングシステムは、ラテン語のテキストのための異なる標準エンコーディングを使用して、多くの準拠の作家が独自の特殊な目的のエンコーディングを使用しています。これは、大規模な文字セットから選択された文字をエンコードする方法を指定するために準拠した作家を許可します。

いくつかの文字セットは、合字、アクセント付き文字、および高品質のタイポグラフィや非ラテン書記体系のために必要な他のシンボルを含む、256以上の文字で構成されています。異なるエンコーディングは、同じ文字セットの異なるサブセットを選択することができます。

ラテン文字フォントプログラムのための1つの一般的に使用されるフォントのエンコーディングは、多くの場合、StandardEncodingとして、あるいは時々のAdobe標準エンコーディングと呼ばれています。名前StandardEncodingはPDFには特別な意味を持っていないものが、このエンコーディングは（表114に示すように）デフォルトのエンコーディングとしての役割を果たして行います。 Mac OSおよびWindowsシステム上でラテン文字フォントのために使用される正規エンコーディングは、それぞれ、MacRomanEncodingとWinAnsiEncodingと命名されなければなりません。 MacExpertEncodingという名前のエンコーディングは、洗練されたタイポグラフィのために有用な追加の文字を含む「エキスパート」フォントを使用することができます。これらのエンコーディングの典型的なフォントに存在する文字の完全な詳細は、附属書Dに提供されています

PDFでは、フォントはその文字のすべてが標準ラテン文字セットのメンバーであるかどうかに応じてnonsymbolicまたはシンボリックのいずれかに分類されます。 D.2、「ラテン文字セットとエンコーディング」を参照してください。これは、フォント記述子のフラグで示さなければなりません。 9.8.2、「フォント記述子フラグ」を参照してください。記号フォントはエンコーディングが適用されない通常前述した先の他の文字セットが含まれています。このようなフォントプログラムが内蔵されている通常、各フォントに固有のものエンコーディング。標準の14のフォントは、そのエンコーディングと文字セット附属書Dに文書化されている2つの記号フォント、記号やZAPFDINGBATSを含み、

フォントプログラムの組み込みエンコードPDFフォント辞書のエンコーディングエントリーを含むによって上書きされることがあります。可能な符号化修飾は、フォントの種類に依存します。エンコーディングエントリの値は、指定された符号化または符号化辞書（事前定義エンコーディングMacRomanEncoding、MacExpertEncoding、又はWinAnsiEncodingの1つの名前）のいずれかでなければなりません。コード辞書は、表114に列挙された項目を含んでいます。

CODE1 name1,1 name1,2 ...

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、エンコードの辞書のためにエンコードされなければなりません。

BaseEncodingname（オプション）ベース符号化であり、相違エントリ（存在する場合）符号化はdifferences-は（付録Dを参照）事前定義されたエンコーディングMacRomanEncoding、MacExpertEncoding、又はWinAnsiEncodingのいずれかの名前でなければならない記述する。このエントリが存在しない場合、相違エントリは暗黙ベース符号化の相違点を記述しなければなりません。 PDFファイルに埋め込まれているフォントプログラムの場合、暗黙のベースエンコーディングをしなければならないフォントプログラムの9.6.6で説明したように、組み込みのエンコーディング、「文字エンコーディング」とは、さらに特定のフォントの種類のサブ節で詳述します。それ以外の場合は、nonsymbolicフォントのために、それはStandardEncodingしなければならない、とシンボリックフォントのために、それは組み込みのエンコーディングフォントのものでなければなりません。

Differencesarray（オプション、TrueTypeフォントで使用すべきではない）BaseEncoding等により指定されたエンコーディングの相違点を説明する配列、BaseEncodingは暗黙ベースのエンコーディングから、存在しない場合。相違点アレイは、後続のサブ節に記載されています。
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code2 name2,1 name2,2 … 
… 
coden namen,1 namen,2 …

Each code shall be the first index in a sequence of character codes to be changed. The first character name 
after the code becomes the name corresponding to that code. Subsequent names replace consecutive code 
indices until the next code appears in the array or the array ends. These sequences may be specified in any 
order but shall not overlap. 

EXAMPLE In the encoding dictionary in this example, the name quotesingle ( ' ) is associated with character code 39, 
Adieresis (Ä) with code 128, Aring (Å) with 129, and trademark (™) with 170.  
 
25 0 obj 

<<  /Type /Encoding 
 /Differences 

[  39 /quotesingle 
 96 /grave 

 
128 /Adieresis /Aring /Ccedilla /Eacute /Ntilde /Odieresis /Udieresis 

  /aacute /agrave /acircumflex /adieresis /atilde /aring /ccedilla 
  /eacute /egrave /ecircumflex /edieresis /iacute /igrave /icircumflex 
  /idieresis /ntilde /oacute /ograve /ocircumflex /odieresis /otilde 
  /uacute /ugrave /ucircumflex /udieresis /dagger /degree /cent 
  /sterling /section /bullet /paragraph /germandbls /registered 
  /copyright /trademark /acute /dieresis 

 
174 /AE /Oslash 
177 /plusminus 
180 /yen /mu 
187 /ordfeminine /ordmasculine 
190 /ae /oslash /questiondown /exclamdown /logicalnot 
196 /florin 
199 /guillemotleft /guillemotright /ellipsis 
203 /Agrave /Atilde /Otilde /OE /oe /endash /emdash /quotedblleft 

  /quotedblright /quoteleft /quoteright /divide 
 

216 /ydieresis /Ydieresis /fraction /currency /guilsinglleft /guilsinglright 
  /fi /fl /daggerdbl  /periodcentered /quotesinglbase /quotedblbase 
  /perthousand /Acircumflex /Ecircumflex /Aacute /Edieresis /Egrave 
  /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Igrave /Oacute /Ocircumflex 

 
241 /Ograve /Uacute /Ucircumflex /Ugrave /dotlessi /circumflex /tilde 

  /macron /breve /dotaccent  /ring /cedilla /hungarumlaut /ogonek 
  /caron 

]  
>> 

endobj

9.6.6.2 Encodings for Type 1 Fonts

A Type 1 font program’s glyph descriptions are keyed by glyph names, not by character codes. Glyph names 
are ordinary PDF name objects. Descriptions of Latin alphabetic characters are normally associated with 
names consisting of single letters, such as A or a. Other characters are associated with names composed of 
words, such as three, ampersand, or parenleft. A Type 1 font’s built-in encoding shall be defined by an 
Encoding array that is part of the font program, not to be confused with the Encoding entry in the PDF font 
dictionary. 

An Encoding entry may override a Type 1 font’s mapping from character codes to character names. The 
Differences array may map a code to the name of any glyph description that exists in the font program, 
regardless of whether that glyph is referenced by the font’s built-in encoding or by the encoding specified in the 
BaseEncoding entry. 
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コード2 name2,1 name2,2 ... ... CODEN namen、1 namen、2 ...

この例では、符号化辞書内の実施例は、名前quotesingleは（ '）170 25 0 OBJとコード128 129と、ARING（Å）、および商標（™）と文字コード39、Adieresis（A）に関連している<< /タイプ/符号化/相違[39 / quotesingle 96 /墓128 / Adieresis / ARING / Ccedilla / eacute / Ntilde / Odieresis / Udieresis / aacute / agrave / acircumflex / adieresis / atilde / ARING / ccedilla / eacute / egrave / ecircumflex / edieresis / iacute / igrave / icircumflex / idieresis / ntilde / oacute / ograve / ocircumflex / odieresis / otilde / uacute / ugrave / ucircumflex / udieresis /短剣/度/セント/ポンド/セクション/弾丸/段落/ germandbls /登録/著作権/商標/急性/ dieresis 174 / AE / Oslash 177 / plusminus 180 /円/ MU 187 / ordfeminine / ordmasculine 190 / AE / oslash / questiondown / exclamdown / logicalnot 196 /フローリン199 / guillemotleft / guillemotright /省略記号203 / Agrave / Atilde / Otilde / OE / OE / endash / emdash / quotedblleft / quotedblright / quoteleft / quoteright /除算216 / ydieresis / Ydieresis /分数/通貨/ guilsinglleft / guilsinglright / FI / FL / daggerdbl / periodcentered / quotesinglbase / quotedblbase / perthousand / Acircumflex / Ecircumflex / Aacute / Edieresis / Egrave / Iacute / Icircumflex / Idieresis / Igrave / Oacute / Ocircumflex 241 / Ograve / Uacute / Ucircumflex / Ugrave / dotlessi /回旋/チルダ/長音/ブレーベ/ dotaccent /リング/セディーユ/ hungarumlaut /オゴネク/キャロン] >> endobj

タイプ1フォントのための9.6.6.2エンコーディング

タイプ1フォントプログラムのグリフ記述はない文字コードによって、グリフ名をキーとしています。グリフ名は、通常のPDF名オブジェクトです。ラテンアルファベット文字の記述は、通常、A又は単一文字から成る名前と関連しています。その他の文字は言葉で構成名、例えば3、アンパサンド、またはparenleftに関連しています。 A Type 1フォントの組み込みエンコーディングないPDFフォント辞書のエンコーディングエントリと混同するフォントプログラムの一部であるエンコードの配列によって定義されなければなりません。

エンコーディングのエントリは、文字の名前に文字コードからType 1フォントのマッピングを無効にすることができます。相違配列にかかわらず、そのグリフがフォントの組み込みのコードまたはコードBaseEncodingエントリで指定することによってで参照されているかどうかの、フォントプログラムに存在する任意のグリフ記述の名前にコードをマッピングすることができます。
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All Type 1 font programs shall contain an actual glyph named . notdef. The effect produced by showing the 
. notdef glyph is at the discretion of the font designer. If an encoding maps to a character name that does not 
exist in the Type 1 font program, the . notdef glyph shall be substituted. 

9.6.6.3 Encodings for Type 3 Fonts

A Type 3 font, like a Type 1 font, contains glyph descriptions that are keyed by glyph names; in this case, they 
appear as explicit keys in the font’s CharProcs dictionary. A Type 3 font’s mapping from character codes to 
glyph names shall be entirely defined by its Encoding entry, which is required in this case. 

9.6.6.4 Encodings for TrueType Fonts

A TrueType font program’s built-in encoding maps directly from character codes to glyph descriptions by means 
of an internal data structure called a “cmap” (not to be confused with the CMap described in 9.7.5, "CMaps"). 
This sub-clause describes how the PDF font dictionary’s Encoding entry shall be used in conjunction with a 
“cmap” to map from a character code in a string to a glyph description in a TrueType font program.

A “cmap” table may contain one or more subtables that represent multiple encodings intended for use on 
different platforms (such as Mac OS and Windows). Each subtable shall be identified by the two numbers, such 
as (3, 1), that represent a combination of a platform ID and a platform-specific encoding ID, respectively. 

Glyph names are not required in TrueType fonts, although some font programs have an optional “post” table 
listing glyph names for the glyphs. If the conforming reader needs to select glyph descriptions by name, it 
translates from glyph names to codes in one of the encodings given in the font program’s “cmap” table. When 
there is no character code in the “cmap” that corresponds to a glyph name, the “post” table shall be used to 
select a glyph description directly from the glyph name.

Because some aspects of TrueType glyph selection are dependent on the conforming reader or the operating 
system, PDF files that use TrueType fonts should follow certain guidelines to ensure predictable behaviour 
across all conforming readers:

• The font program should be embedded. 

• A nonsymbolic font should specify MacRomanEncoding or WinAnsiEncoding as the value of its 
Encoding entry, with no Differences array. 

• A font that is used to display glyphs that do not use MacRomanEncoding or WinAnsiEncoding should 
not specify an Encoding entry. The font descriptor’s Symbolic flag (see Table 123) should be set, and its 
font program’s “cmap” table should contain a (1, 0) subtable. It may also contain a (3, 0) subtable; if 
present, this subtable should map from character codes in the range 0xF000 to 0xF0FF by prepending the 
single-byte codes in the (1, 0) subtable with 0xF0 and mapping to the corresponding glyph descriptions.

NOTE 1 Some popular TrueType font programs contain incorrect encoding information. Implementations of TrueType 
font interpreters have evolved heuristics for dealing with such problems; those heuristics are not described 
here. For maximum portability, only well-formed TrueType font programs should be used in PDF files. 
Therefore, a TrueType font program in a PDF file may need to be modified to conform to these guidelines.

The following paragraphs describe the treatment of TrueType font encodings beginning with PDF 1.3.

If the font has a named Encoding entry of either MacRomanEncoding or WinAnsiEncoding, or if the font 
descriptor’s Nonsymbolic flag (see Table 123) is set, the conforming reader shall create a table that maps from 
character codes to glyph names:

• If the Encoding entry is one of the names MacRomanEncoding or WinAnsiEncoding, the table shall be 
initialized with the mappings described in Annex D. 
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すべてのType 1フォントプログラムは、名前の実際のグリフを含まなければなりません。 notdef。表示による効果。グリフnotdefフォントデザイナーの裁量です。エンコードは、Type 1フォントプログラムに存在しない文字の名前にマップした場合。グリフnotdef置換されなければなりません。

Type 3フォントのための9.6.6.3エンコーディング

タイプ3フォントは、タイプ1のフォントと同様に、グリフ名をキーとしているグリフ記述を含みます。この場合には、彼らは、フォントのCharProcs辞書に明示的なキーとして表示されます。 Aタイプグリフ名に文字コードから3フォントのマッピングが完全に、この場合に必要とされるそのエンコーディングエントリによって定義されなければなりません。

TrueTypeフォントのための9.6.6.4エンコーディング

AのTrueTypeフォントプログラムに組み込まれている内部データ構造により記述をグリフ文字コードから直接マップをコードする「CMAP」（9.7.5で説明したCMapと混同しないように、「CMapを」）と呼ばれます。このサブ句は、PDFのフォント辞書のエンコーディングエントリがTrueTypeフォントプログラム内の文字の記述に文字列の文字コードからマッピングするために「CMAP」と組み合わせて使用しなければならない方法を説明します。

「CMAP」テーブルは、（Mac OSおよびWindowsなど）、異なるプラットフォーム上での使用を目的と複数のエンコーディングを表す1つのまたは複数のサブテーブルが含まれていてもよいです。各サブテーブルは、それぞれ、プラットフォームIDと、プラットフォーム固有のコードIDの組み合わせを表すような（3、1）などの2つの数字によって識別されなければなりません。

一部のフォントプログラムはグリフのグリフ名を一覧表示するオプションの「ポスト」のテーブルを持っているものの、グリフ名は、TrueTypeフォントで必要とされていません。準拠した読者は名前でグリフの説明を選択する必要がある場合は、グリフ名からフォントプログラムの「CMAP」の表に与えられた符号化方式の一つでコードに変換します。グリフ名に対応するには、「ポスト」の表では、グリフ名から直接グリフ記述を選択するために使用されなければならないことを「CMAP」には、文字コードがない場合。

TrueTypeフォントのグリフの選択のいくつかの側面が適合リーダーまたはオペレーティングシステムに依存しているため、PDFファイルは、使用TrueTypeフォントは、すべての適合読者の間で予測可能な動作を保証するために、一定のガイドラインに従わなければならないこと：

•nonsymbolicフォント差異アレイと、そのコードのエントリの値としてMacRomanEncoding又はWinAnsiEncodingを特定すべきです。

•Aフォントエンコーディングのエントリを指定しないでくださいMacRomanEncodingまたはWinAnsiEncodingを使用していないディスプレイグリフに使用されています。フォント記述子の記号フラグ（表123を参照）を設定する必要があり、そのフォントプログラムの「CMAP」表は、（1、0）サブテーブルを含まなければなりません。また、（3、0）サブテーブルを含んでいてもよいです。存在する場合、このサブテーブルは、対応するグリフの説明を（1、0）0xF0が持つサブテーブルとマッピングでシングルバイトコードを付加することによって0xF0FFの範囲0XF000の文字コードからマッピングすべきです。

注1いくつかの人気のあるTrueTypeフォントプログラムが間違ったエンコーディング情報が含まれています。 TrueTypeフォントの通訳の実装は、このような問題に対処するためのヒューリスティックを進化させてきました。これらの経験則はここに記載されていません。移植性を最大限にするために、唯一の整形TrueTypeフォントプログラムは、PDFファイルで使用する必要があります。そのため、PDFファイル内のTrueTypeフォントプログラムは、これらのガイドラインに準拠するように変更する必要があるかもしれません。

次の段落では、PDF 1.3で始まるTrueTypeフォントのエンコーディングの治療を記述する。

フォントがMacRomanEncodingまたはWinAnsiEncodingのいずれかの名前のエンコーディングのエントリを持っている場合は、フォント記述子のNonsymbolicフラグが（表123を参照）に設定されている場合、準拠する読者は、文字コードからマップが名前をグリフへというテーブルを作成しなければなりません。

•エンコーディングエントリは名前MacRomanEncodingまたはWinAnsiEncodingのいずれかである場合、テーブルは附属書Dに記載したマッピングを使用して初期化されなければなりません
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• If the Encoding entry is a dictionary, the table shall be initialized with the entries from the dictionary’s 
BaseEncoding entry (see Table 114). Any entries in the Differences array shall be used to update the 
table. Finally, any undefined entries in the table shall be filled using StandardEncoding.

If a (3, 1) “cmap” subtable (Microsoft Unicode) is present:

• A character code shall be first mapped to a glyph name using the table described above. 

• The glyph name shall then be mapped to a Unicode value by consulting the Adobe Glyph List (see the 
Bibliography). 

• Finally, the Unicode value shall be mapped to a glyph description according to the (3, 1) subtable. 

If no (3, 1) subtable is present but a (1, 0) subtable (Macintosh Roman) is present:

• A character code shall be first mapped to a glyph name using the table described above. 

• The glyph name shall then be mapped back to a character code according to the standard Roman 
encoding used on Mac OS. 

• Finally, the code shall be mapped to a glyph description according to the (1, 0) subtable.

In any of these cases, if the glyph name cannot be mapped as specified, the glyph name shall be looked up in 
the font program’s “post” table (if one is present) and the associated glyph description shall be used. 

The standard Roman encoding that is used on Mac OS is the same as the MacRomanEncoding described in 
Annex D, with the addition of 15 entries and the replacement of the currency glyph with the Euro glyph, as 
shown in Table 115.

Table 115 –  Differences between MacRomanEncoding and Mac OS Roman encoding  

Name Code (Octal) Code (DEcimal)

notequal 255 173

infinity 260 176

lessequal 262 178

greaterequal 263 179

partialdiff 266 182

summation 267 183

product 270 184

pi 271 185

integral 272 186

Omega 275 189

radical 303 195

approxequal 305 197

Delta 306 198

lozenge 327 215

Euro 333 219

apple 360 240
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•エンコーディングのエントリが辞書の場合、テーブルは辞書のBaseEncodingエントリからのエントリで初期化されなければならない（表114を参照してください）。相違アレイ内の任意のエントリは、テーブルを更新するために使用されなければなりません。最後に、テーブル内の任意の未定義のエントリがStandardEncodingを用いて充填されなければなりません。

（3、1）「CMAP」サブテーブル（マイクロソフトユニコード）が存在する場合：

•最後に、Unicode値は（3、1）サブテーブルに従ってグリフ記述にマッピングされなければなりません。

無（3、1）サブテーブルは存在しないが、（1、0）サブテーブル（マッキントッシュローマ）が存在する場合：

•最後に、コード（1、0）サブテーブルに従ってグリフ記述にマッピングされなければなりません。

指定されたグリフ名をマップすることができない場合これらの場合のいずれにおいても、グリフ名は、（存在する場合）、フォントプログラムの「ポスト」テーブル内で検索されなければならないと関連したグリフの記述を使用しなければなりません。

Mac OSで使用される一般的なローマエンコーディングを表115に示すようにMacRomanEncodingは、15のエントリとユーログリフを持つ通貨グリフの置換を加えて、付属書Dに記載のものと同じです。

名コード（8進数）コード（10進数）

255 173 NOTEQUAL

無限大260 176

262 178 lessequal

greaterequal 263 179

266 182 partialdiff

合計267 183

製品270 184

パイ271 185

整数272 186

オメガ275 189

ラジカル303 195

approxequal 305 197

デルタ306 198

菱形327 215

ユーロ333 219

リンゴ360 240
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When the font has no Encoding entry, or the font descriptor’s Symbolic flag is set (in which case the Encoding
entry is ignored), this shall occur: 

• If the font contains a (3, 0) subtable, the range of character codes shall be one of these: 0x0000 - 0x00FF, 
0xF000 - 0xF0FF, 0xF100 - 0xF1FF, or 0xF200 - 0xF2FF. Depending on the range of codes, each byte 
from the string shall be prepended with the high byte of the range, to form a two-byte character, which shall 
be used to select the associated glyph description from the subtable.

• Otherwise, if the font contains a (1, 0) subtable, single bytes from the string shall be used to look up the 
associated glyph descriptions from the subtable.

If a character cannot be mapped in any of the ways described previously, a conforming reader may supply a 
mapping of its choosing. 

9.7 Composite Fonts

9.7.1 General

A composite font, also called a Type 0 font, is one whose glyphs are obtained from a fontlike object called a 
CIDFont. A composite font shall be represented by a font dictionary whose Subtype value is Type0. The Type 
0 font is known as the root font, and its associated CIDFont is called its descendant. 

NOTE 1 Composite fonts in PDF are analogous to composite fonts in PostScript but with some limitations. In particular, 
PDF requires that the character encoding be defined by a CMap, which is only one of several encoding 
methods available in PostScript. Also, PostScript allows a Type 0 font to have multiple descendants, which 
might also be Type 0 fonts. PDF supports only a single descendant, which shall be a CIDFont.

When the current font is composite, the text-showing operators shall behave differently than with simple fonts. 
For simple fonts, each byte of a string to be shown selects one glyph, whereas for composite fonts, a sequence 
of one or more bytes are decoded to select a glyph from the descendant CIDFont. 

NOTE 2 This facility supports the use of very large character sets, such as those for the Chinese, Japanese, and 
Korean languages. It also simplifies the organization of fonts that have complex encoding requirements. 

This sub-clause first introduces the architecture of CID-keyed fonts, which are the only kind of composite font 
supported in PDF. Then it describes the CIDFont and CMap dictionaries, which are the PDF objects that 
represent the correspondingly named components of a CID-keyed font. Finally, it describes the Type 0 font 
dictionary, which combines a CIDFont and a CMap to produce a font whose glyphs may be accessed by means 
of variable-length character codes in a string to be shown. 

9.7.2 CID-Keyed Fonts Overview

CID-keyed fonts provide a convenient and efficient method for defining multiple-byte character encodings and 
fonts with a large number of glyphs. These capabilities provide great flexibility for representing text in writing 
systems for languages with large character sets, such as Chinese, Japanese, and Korean (CJK). 

The CID-keyed font architecture specifies the external representation of certain font programs, called CMap
and CIDFont files, along with some conventions for combining and using those files. As mentioned earlier, PDF 
does not support the entire CID-keyed font architecture, which is independent of PDF; CID-keyed fonts may be 
used in other environments. 

NOTE For complete documentation on the architecture and the file formats, see Adobe Technical Notes #5092, CID-
Keyed Font Technology Overview, and #5014, Adobe CMap and CIDFont Files Specification. This sub-clause 
describes only the PDF objects that represent these font programs. 

The term CID-keyed font reflects the fact that CID (character identifier) numbers are used to index and access 
the glyph descriptions in the font. This method is more efficient for large fonts than the method of accessing by 
character name, as is used for some simple fonts. CIDs range from 0 to a maximum value that may be subject 
to an implementation limit (see Table C.1). 
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フォントは何のエンコーディングエントリを持っていない、またはフォント記述子のシンボリックフラグが（その場合にはEncodingentryが無視されます）に設定されている場合、これが発生しなければなりません。

•フォントは（3、0）サブテーブルが含まれている場合は、文字コードの範囲は、これらのいずれかでなければならない：0000  -  0x00FFに、0XF000  -  0xF0FF、0xF100  -  0xF1FF、または0xF200  -  0xF2FF。コードの範囲に応じて、文字列からの各バイトは、サブテーブルからの関連のグリフ記述を選択するために使用される2バイト文字を形成するために、範囲の上位バイトで付加されなければなりません。

フォントが（1、0）サブテーブルが含まれている場合•それ以外の場合は、文字列から単一バイトがサブテーブルから、関連するグリフ記述を検索するために使用されなければなりません。

キャラクタは、前述のいずれかの方法でマッピングすることができない場合、適合リーダは、その選択したマッピングを供給することができます。

9.7合成フォント

9.7.1一般的な

また、タイプ0フォントと呼ばれる複合フォントは、そのグリフCIDFont呼ばfontlike物体から得られるものです。複合フォントは、そのサブタイプ値TYPE0あるフォント辞書によって表されなければなりません。タイプ0フォントは、ルートフォントとして知られており、その関連CIDFontは、その子孫と呼ばれています。

PDF内NOTE 1つの合成フォントは、PostScriptではなく、いくつかの制限との合成フォントに似ています。具体的には、PDFは、文字エンコーディングは一つだけのPostScriptで利用可能ないくつかの符号化方式のですたCMap、によって定義されている必要があります。また、PostScriptは、タイプ0フォントはまた、タイプ0のフォントであるかもしれない複数の子孫を、持つことができます。 PDFはCIDFontしなければならない唯一の子孫を、サポートしています。

現在のフォントが複合体である場合には、テキストを示す事業者は、シンプルなフォントでは異なる動作をするものとします。複合フォントのため、1バイト以上の配列が子孫CIDFontからグリフを選択するためにデコードされるのに対し、単純なフォント、文字列の各バイトは、一つ選択グリフを示すことができます。

注2この機能は、中国語、日本語、韓国語の言語のためのものと非常に大きな文字セットの使用をサポートしています。また、複雑なエンコードの要件を持っているフォントの組織を簡素化します。

このサブ句は最初だけの種類PDFでサポートされている複合フォントのあるCIDフォントのアーキテクチャを紹介します。そして、それはCIDキーフォントの相応という名前のコンポーネントを表すPDFオブジェクトでCIDFontとCMapの辞書を、説明しています。最後に、それは、そのグリフ示される文字列に可変長の文字コードを用いてアクセスすることができるフォントを生成するCIDFontとCMapのを組み合わせるタイプ0フォント辞書を、記載されています。

9.7.2 CIDフォントの概要

CIDフォントは、グリフ数の多いマルチバイト文字エンコーディングとフォントを定義するための便利で効率的な方法を提供します。これらの機能は、中国語、日本語、韓国語（CJK）のような大きな文字集合、を持つ言語のためのシステムを書面でテキストを表現するための大きな柔軟性を提供します。

CIDキー指定フォントのアーキテクチャは、組み合わせ、それらのファイルを使用するためのいくつかの規則とともに、CMapand CIDFontファイルと呼ばれる特定のフォントプログラムの外部表現を、指定します。前述のように、PDFは、PDFから独立している全CID-キー付きフォント・アーキテクチャをサポートしていません。 CIDフォントは、他の環境で使用することができます。

アーキテクチャとファイル形式の完全なドキュメントについてNOTEは、アドビテクニカルノート＃5092、CID-キー付きのフォントテクノロジの概要、および＃5014、アドビシステムズ社のCMapおよびCIDFontファイルの仕様を参照してください。このサブ句は、これらのフォントプログラムを表しているだけでPDFオブジェクトについて説明します。

用語のCIDキーフォントはCID（文字の識別子）番号は、フォントのインデックスとアクセスグリフ記述に使用されているという事実を反映しています。この方法は、いくつかの簡単なフォントのために使用されているように、文字の名前でアクセスする方法よりも、大きいフォントのための、より効率的です。 CID（表C.1参照）は0から実装の制限を受けることができる最大値の範囲です。
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A character collection is an ordered set of glyphs. The order of the glyphs in the character collection shall 
determine the CID number for each glyph. Each CID-keyed font shall explicitly reference the character 
collection on which its CID numbers are based; see 9.7.3, "CIDSystemInfo Dictionaries". 

A CMap (character map) file shall specify the correspondence between character codes and the CID numbers 
used to identify glyphs. It is equivalent to the concept of an encoding in simple fonts. Whereas a simple font 
allows a maximum of 256 glyphs to be encoded and accessible at one time, a CMap can describe a mapping 
from multiple-byte codes to thousands of glyphs in a large CID-keyed font. 

EXAMPLE A CMap can describe Shift-JIS, one of several widely used encodings for Japanese. 

A CMap file may reference an entire character collection or a subset of a character collection. The CMap file’s 
mapping yields a font number (which in PDF shall be 0) and a character selector (which in PDF shall be a CID). 
Furthermore, a CMap file may incorporate another CMap file by reference, without having to duplicate it. These 
features enable character collections to be combined or supplemented and make all the constituent characters 
accessible to text-showing operations through a single encoding. 

A CIDFont contains the glyph descriptions for a character collection. The glyph descriptions themselves are 
typically in a format similar to those used in simple fonts, such as Type 1. However, they are identified by CIDs 
rather than by names, and they are organized differently. 

In PDF, the data from a CMap file and CIDFont shall be represented by PDF objects as described in 9.7.4, 
"CIDFonts" and 9.7.5, "CMaps". The CMap file and CIDFont programs themselves may be either referenced by 
name or embedded as stream objects in the PDF file. 

A CID-keyed font, then, shall be the combination of a CMap with a CIDFont containing glyph descriptions. It 
shall be represented as a Type 0 font. It contains an Encoding entry whose value shall be a CMap dictionary, 
and its DescendantFonts entry shall reference the CIDFont dictionary with which the CMap has been 
combined. 

9.7.3 CIDSystemInfo Dictionaries

CIDFont and CMap dictionaries shall contain a CIDSystemInfo entry specifying the character collection 
assumed by the CIDFont associated with the CMap—that is, the interpretation of the CID numbers used by the 
CIDFont. A character collection shall be uniquely identified by the Registry, Ordering, and Supplement
entries in the CIDSystemInfo dictionary, as described in Table 116. In order to be compatible, the Registry and 
Ordering values must be the same.

The CIDSystemInfo entry in a CIDFont is a dictionary that shall specify the CIDFont’s character collection. The 
CIDFont need not contain glyph descriptions for all the CIDs in a collection; it may contain a subset. The 
CIDSystemInfo entry in a CMap file shall be either a single dictionary or an array of dictionaries, depending on 
whether it associates codes with a single character collection or with multiple character collections; see 9.7.5, 
"CMaps". 

For proper behaviour, the CIDSystemInfo entry of a CMap shall be compatible with that of the CIDFont or 
CIDFonts with which it is used. 

Table 116 –  Entries in a CIDSystemInfo dictionary  

Key Type Value

Registry ASCII 
string

(Required) A string identifying the issuer of the character collection. For 
information about assigning a registry identifier, contact the Adobe 
Solutions Network or consult the ASN Web site (see the Bibliography). 

PDF 32000-1：2008

268©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

キャラクターコレクションは、グリフの順序集合です。キャラクターコレクション内のグリフの順序は、各グリフのCID番号を決定するものとします。各CIDキー付きのフォントは、明示的にそのCID番号が基になっている文字コレクションを参照するものとします。 "CIDSystemInfo辞書"、9.7.3を参照してください。

A CMapの（文字マップ）ファイルは、文字コードとグリフを識別するために使用されるCID番号との対応を規定しなければなりません。これは単純なフォントでのエンコードの概念に相当します。単純なフォントは256個のグリフの最大値が符号化され、一度にアクセスすることを可能にする一方で、CMapのは、大きなCID-キー付きフォントでグリフの数千への複数のバイトコードのマッピングを記述することができます。

実施例A CMapのは、シフトJIS、日本語のためのいくつかの広く使用されている符号化方式のいずれかを記述することができます。

CMapのファイルは、文字全体のコレクションまたは文字コレクションのサブセットを参照できます。 CMapのファイルのマッピングが（PDFにしなければならない0）フォント番号及び（PDFでCIDしなければならない）文字セレクタを生成します。また、CMapのファイルは、それを複製することなく、参照によって別のCMapのファイルを組み込むことができます。これらの機能は、文字のコレクションを組み合わせたり補充することを可能にすると、単一のエンコーディングによるテキスト表示の操作にすべての構成文字にアクセスできるようにします。

A CIDFontは文字コレクションのためのグリフ記述が含まれています。自身がそのようなタイプ1のような単純なフォントで使用されるものと同様の形式で典型的グリフ記述はしかし、それらはCIDのではなく、名前で識別されており、これらは別々に組織化されています。

PDFで9.7.4で説明したように、のCMapファイルとCIDFontからのデータはPDFオブジェクトで表現されなければならない、「CIDFonts」と9.7.5、「CMapを」。 CMapのファイルとCIDFontプログラム自体はどちらかの名前で参照またはPDFファイル内のストリームオブジェクトとして埋め込まれていてもよいです。

CID-キー付きフォントは、次いで、グリフ記述を含むCIDFontとCMapの組み合わせでなければなりません。これは、タイプ0のフォントとして表現されなければなりません。これは、その値CMapの辞書でなければならないエンコーディングエントリを含み、そのDescendantFontsエントリがたCMapが結合されているとCIDFont辞書を参照しなければなりません。

9.7.3 CIDSystemInfo辞書

CIDFontとCMapの辞書はコレクションがCMapの-、CIDFontで使用されるCID番号の解釈であると関連付けられCIDFontが想定している文字を指定CIDSystemInfoエントリを含まなければなりません。一意CIDSystemInfo辞書に登録、注文、及びSupplemententriesによって同定されなければならない文字集合は、互換性があるために、表116に記載されているように、レジストリと注文の値が同じでなければなりません。

CIDFontでCIDSystemInfoエントリはCIDFontの文字コレクションを指定する辞書です。 CIDFontは、コレクション内のすべてのCIDのためのグリフ記述を含む必要はありません。それはサブセットが含まれていてもよいです。 CMapのファイル内CIDSystemInfoエントリは、それが単一の文字集合を持つまたは複数の文字のコレクションを持つコードを関連付けるかどうかに応じて、単一辞書や辞書の配列のいずれかでなければなりません。 9.7.5、 "CMapを" を参照してください。

適切な動作のために、CMapのCIDSystemInfoのエントリは、それが使用されるとCIDFont又はCIDFontsのものと互換性がなければなりません。

キータイプ値

RegistryASCII文字列（必須）文字コレクションの発行者を識別する文字列。レジストリ識別子を割り当てる方法については、アドビソリューションネットワークにお問い合わせいただくか（参考文献を参照）ASN Webサイトを参照してください。
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9.7.4 CIDFonts

9.7.4.1 General

A CIDFont program contains glyph descriptions that are accessed using a CID as the character selector. There 
are two types of CIDFonts:

• A Type 0 CIDFont contains glyph descriptions based on CFF

NOTE The term “Type 0” when applied to a CIDFont has a different meaning than for a “Type 0 font”.

• A Type 2 CIDFont contains glyph descriptions based on the TrueType font format

A CIDFont dictionary is a PDF object that contains information about a CIDFont program. Although its Type
value is Font, a CIDFont is not actually a font. It does not have an Encoding entry, it may not be listed in the 
Font subdictionary of a resource dictionary, and it may not be used as the operand of the Tf operator. It shall be 
used only as a descendant of a Type 0 font. The CMap in the Type 0 font shall be what defines the encoding 
that maps character codes to CIDs in the CIDFont. Table 117 lists the entries in a CIDFont dictionary. 

Ordering ASCII 
string

(Required) A string that uniquely names the character collection within the 
specified registry.

Supplement integer (Required) The supplement number of the character collection. An original 
character collection has a supplement number of 0. Whenever additional 
CIDs are assigned in a character collection, the supplement number shall 
be increased. Supplements shall not alter the ordering of existing CIDs in 
the character collection. This value shall not be used in determining 
compatibility between character collections. 

Table 117 –  Entries in a CIDFont dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; 
shall be Font for a CIDFont dictionary. 

Subtype name (Required) The type of CIDFont shall be CIDFontType0 or 
CIDFontType2. 

BaseFont name (Required) The PostScript name of the CIDFont. For Type 0 
CIDFonts, this shall be the value of the CIDFontName entry in the 
CIDFont program. For Type 2 CIDFonts, it shall be derived the same 
way as for a simple TrueType font; see 9.6.3, "TrueType Fonts". In 
either case, the name may have a subset prefix if appropriate; see 
9.6.4, "Font Subsets". 

CIDSystemInfo dictionary (Required) A dictionary containing entries that define the character 
collection of the CIDFont. See Table 116. 

FontDescriptor dictionary (Required; shall be an indirect reference) A font descriptor describing 
the CIDFont’s default metrics other than its glyph widths (see 9.8, 
"Font Descriptors"). 

DW integer (Optional) The default width for glyphs in the CIDFont (see 9.7.4.3, 
"Glyph Metrics in CIDFonts"). Default value: 1000 (defined in user 
units). 

Table 116 –  Entries in a CIDSystemInfo dictionary  (continued)

Key Type Value
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9.7.4 CIDFonts

9.7.4.1一般的な

CIDFontプログラムは、文字セレクタとしてのCIDを使用してアクセスされたグリフ記述を含みます。 CIDFontsの2種類があります。

•Aタイプ0 CIDFontはCFFに基づいてグリフ記述が含まれています

NOTE用語CIDFontに適用されたときに「0を入力するには、」「タイプ0フォント」のためとは異なる意味を持ちます。

•Aタイプ2 CIDFontは、TrueTypeフォント形式に基づいて、グリフの記述が含まれています

CIDFont辞書はCIDFontプログラムに関する情報が含まれているPDFオブジェクトです。そのTypevalueはフォントですが、CIDFontは実際のフォントではありません。それがコードするエントリを持っていない、それはリソースディクショナリのフォントサブディクショナリに表示されない場合があり、それは、TF演算子のオペランドとして使用することはできません。それが唯一のタイプ0フォントの子孫として使用しなければなりません。タイプ0のフォントでCMapのはCIDFontでのCIDに文字コードをマップするエンコーディングを定義するものでなければなりません。表117のリストCIDFont辞書内のエントリ。

OrderingASCII文字列（必須）A列という一意の名前指定されたレジストリ内の文字コレクション。

Supplementinteger（必須）文字コレクションのサプリメント番号。オリジナルキャラクターコレクションは、追加のCIDは、文字コレクションに割り当てられている場合は常に0のサプリメント番号を持っている、サプリメントの数が増加するものとします。サプリメントは、文字、コレクション内の既存のCIDの順序を変更してはなりません。この値は、文字集合の間の互換性を決定する際に使用してはなりません。

キータイプ値

BaseFontname（必須）CIDFontのポストスクリプト名。タイプ0 CIDFontsの場合、これはCIDFontプログラムでCIDFontNameエントリの値でなければなりません。タイプ2 CIDFontsため、簡単なTrueTypeフォントの場合と同じように導出されなければなりません。 9.6.3、 "TrueTypeフォント" を参照してください。適切であればどちらの場合も、名前はサブセットの接頭辞を有していてもよいです。 9.6.4、「フォントのサブセット」を参照してください。

FontDescriptordictionary（必須;間接参照しなければならない）そのグリフ幅以外のCIDFontのデフォルトのメトリックを記述するフォント記述子（9.8、「フォントディスクリプタ」を参照）。

DWinteger（オプション）CIDFontのグリフのデフォルトの幅（「CIDFontsでグリフメトリクス」、9.7.4.3を参照してください）。デフォルト値：1000（ユーザ単位で定義されます）。

表116  -  CIDSystemInfo辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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9.7.4.2 Glyph Selection in CIDFonts

Type 0 and Type 2 CIDFonts handle the mapping from CIDs to glyph descriptions in somewhat different ways. 

For Type 0, the CIDFont program contains glyph descriptions that are identified by CIDs. The CIDFont program 
identifies the character collection by a CIDSystemInfo dictionary, which should be copied into the PDF 
CIDFont dictionary. CIDs shall be interpreted uniformly in all CIDFont programs supporting a given character 
collection, whether the program is embedded in the PDF file or obtained from an external source. 

When the CIDFont contains an embedded font program that is represented in the Compact Font Format (CFF), 
the FontFile3 entry in the font descriptor (see Table 126) may be CIDFontType0C or OpenType. There are 
two cases, depending on the contents of the font program:

• The “CFF” font program has a Top DICT that uses CIDFont operators: The CIDs shall be used to 
determine the GID value for the glyph procedure using the charset table in the CFF program. The GID 
value shall then be used to look up the glyph procedure using the CharStrings INDEX table. 

NOTE Although in many fonts the CID value and GID value are the same, the CID and GID values may differ. 

• The “CFF” font program has a Top DICT that does not use CIDFont operators: The CIDs shall be used 
directly as GID values, and the glyph procedure shall be retrieved using the CharStrings INDEX.

For Type 2, the CIDFont program is actually a TrueType font program, which has no native notion of CIDs. In a 
TrueType font program, glyph descriptions are identified by glyph index values. Glyph indices are internal to the 
font and are not defined consistently from one font to another. Instead, a TrueType font program contains a 
“cmap” table that provides mappings directly from character codes to glyph indices for one or more predefined 
encodings. 

W array (Optional) A description of the widths for the glyphs in the CIDFont. 
NOTE The array’s elements have a variable format that can 

specify individual widths for consecutive CIDs or one 
width for a range of CIDs (see 9.7.4.3, "Glyph Metrics in 
CIDFonts"). 

Default value: none (the DW value shall be used for all glyphs). 

DW2 array (Optional; applies only to CIDFonts used for vertical writing) An array 
of two numbers specifying the default metrics for vertical writing (see 
9.7.4.3, "Glyph Metrics in CIDFonts"). Default value: [ 880 −1000 ]. 

W2 array (Optional; applies only to CIDFonts used for vertical writing) A 
description of the metrics for vertical writing for the glyphs in the 
CIDFont (see 9.7.4.3, "Glyph Metrics in CIDFonts"). Default value: 
none (the DW2 value shall be used for all glyphs). 

CIDToGIDMap stream 
or name

(Optional; Type 2 CIDFonts only) A specification of the mapping from 
CIDs to glyph indices. If the value is a stream, the bytes in the stream 
shall contain the mapping from CIDs to glyph indices: the glyph index 
for a particular CID value c shall be a 2-byte value stored in bytes 
2 × c and 2 × c + 1, where the first byte shall be the high-order byte. 
If the value of CIDToGIDMap is a name, it shall be Identity, 
indicating that the mapping between CIDs and glyph indices is the 
identity mapping. Default value: Identity. 
This entry may appear only in a Type 2 CIDFont whose associated 
TrueType font program is embedded in the PDF file. 

Table 117 –  Entries in a CIDFont dictionary  (continued)

Key Type Value
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CIDFontsで9.7.4.2グリフの選択

タイプ0の場合は、CIDFontプログラムは、CIDので識別されるグリフの記述が含まれています。 CIDFontプログラム識別PDF CIDFont辞書にコピーする必要がありCIDSystemInfo辞書による文字コレクション。プログラムは、PDFファイルに埋め込まれているか、外部ソースから取得されているかどうかのCIDは、指定された文字集合をサポートするすべてのCIDFontプログラム中に均一に解釈されなければなりません。

CIDFontコンパクトフォントフォーマット（CFF）で表される埋め込みフォントプログラムが含まれている場合、フォント記述子にFontFile3エントリはCIDFontType0CまたはOpenTypeフォントであってもよい（表126を参照のこと）。 2例は、フォントプログラムの内容によっては、あります。

注多くのフォントでCID値とGID値は同じですが、CIDとGIDの値が異なる場合があります。

CIDがGID値として直接使用されなければならない、とグリフ手続きはCharStrings INDEXを使用して取得されなければならない：•「CFF」フォントプログラムは、CIDFont演算子を使用していないトップDICTを持っています。

タイプ2の場合は、CIDFontプログラムは、CIDのネイティブな概念を持っていないTrueTypeフォントプログラムは、実際にあります。 TrueTypeフォントプログラムでは、グリフ記述は、グリフインデックス値によって識別されます。グリフインデックスは、フォントの内部にあるとしない別のフォントから一貫して定義されます。その代わり、TrueTypeフォントプログラムは、一つ以上の定義済みのエンコーディングのためのインデックスをグリフ文字コードから直接マッピングを提供「のcmap」テーブルが含まれています。

Warray（オプション）CIDFontのグリフのための幅の説明。注配列の要素は（9.7.4.3、「CIDFontsでグリフのメトリック」を参照）連続したCIDまたはCIDの範囲のための1つの幅のための個々の幅を指定することができる可変フォーマットを有します。

DW2array（オプション;縦書きに使用CIDFontsにのみ適用されます）縦書きのデフォルトメトリックを指定する2つの数の配列（9.7.4.3を参照してください、「CIDFontsでグリフメトリック」）。デフォルト値：[880 -1000]。

W2array（オプション;縦書きに使用CIDFontsにのみ適用されます）CIDFontのグリフのための縦書き用のメトリックの説明（9.7.4.3を参照してください、「CIDFontsでグリフメトリック」）。デフォルト値：なし（DW2値はすべてのグリフのために使用しなければなりません）。

CIDToGIDMapstream又は名称（任意;タイプ2 CIDFontsのみ）インデックスをグリフへのCIDからマッピングの仕様。特定のCID値cのグリフインデックスが2×C 2×C + 1バイトに格納されている2バイトの値でなければならない：値がストリームである場合、ストリーム内のバイトがインデックスをグリフへのCIDからマッピングを含まなければなりませんここで、最初のバイトが上位バイトでなければなりません。 CIDToGIDMapの値が名前である場合、それはのCIDとグリフインデックスとの間のマッピングは恒等写像であることを示す識別しなければなりません。デフォルト値：アイデンティティ。このエントリはのみが関連するTrueTypeフォントプログラムは、PDFファイルに埋め込まれているタイプ2 CIDFontに表示される場合があります。

表117  -  CIDFont辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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TrueType font programs are integrated with the CID-keyed font architecture in one of two ways, depending on 
whether the font program is embedded in the PDF file:

• If the TrueType font program is embedded, the Type 2 CIDFont dictionary shall contain a CIDToGIDMap
entry that maps CIDs to the glyph indices for the appropriate glyph descriptions in that font program. 

• If the TrueType font program is not embedded but is referenced by name, the Type 2 CIDFont dictionary 
shall not contain a CIDToGIDMap entry, since it is not meaningful to refer to glyph indices in an external 
font program. In this case, CIDs shall not participate in glyph selection, and only predefined CMaps may be 
used with this CIDFont (see 9.7.5, "CMaps"). The conforming reader shall select glyphs by translating 
characters from the encoding specified by the predefined CMap to one of the encodings in the TrueType 
font’s “cmap” table. The means by which this is accomplished are implementation-dependent. 

Even though the CIDs are not used to select glyphs in a Type 2 CIDFont, they shall always be used to 
determine the glyph metrics, as described in the next sub-clause. 

Every CIDFont shall contain a glyph description for CID 0, which is analogous to the . notdef character name in 
simple fonts (see 9.7.6.3, "Handling Undefined Characters"). 

9.7.4.3 Glyph Metrics in CIDFonts

As discussed in 9.2.4, "Glyph Positioning and Metrics", the width of a glyph refers to the horizontal 
displacement between the origin of the glyph and the origin of the next glyph when writing in horizontal mode. 
In this mode, the vertical displacement between origins shall be 0. Widths for a CIDFont are defined using the 
DW and W entries in the CIDFont dictionary. These widths shall be consistent with the actual widths given in 
the CIDFont program.

The W array allows the definition of widths for individual CIDs. The elements of the array shall be organized in 
groups of two or three, where each group shall be in one of these two formats: 

c [ w1 w2 … wn ] 
cfirst clast w

In the first format, c shall be an integer specifying a starting CID value; it shall be followed by an array of n
numbers that shall specify the widths for n consecutive CIDs, starting with c. The second format shall define the 
same width, w, for all CIDs in the range cfirst to clast . 

EXAMPLE 1 In this example, the glyphs having CIDs 120, 121, and 122 are 400, 325, and 500 units wide, respectively. 
CIDs in the range 7080 through 8032 all have a width of 1000 units.  
 
W entry example:  
 
/W [ 120 [ 400 325 500 ] 

   7080 8032 1000 
 ]

Glyphs from a CIDFont may be shown in vertical writing mode. This is selected by the WMode entry in the 
associated CMap dictionary; see 9.7.5, "CMaps". To be used in this way, the CIDFont shall define the vertical 
displacement for each glyph and the position vector that relates the horizontal and vertical writing origins. 

The default position vector and vertical displacement vector shall be specified by the DW2 entry in the CIDFont 
dictionary. DW2 shall be an array of two values: the vertical component of the position vector v and the vertical 
component of the displacement vector w1 (see Figure 40). The horizontal component of the position vector 
shall be half the glyph width, and that of the displacement vector shall be 0. 

EXAMPLE 2 If the DW2 entry is  
 

/ DW2 [ 880 −1000 ] 
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TrueTypeフォントプログラムは、フォントプログラムは、PDFファイルに埋め込まれているかどうかに応じて、次のいずれかの方法でCIDキーフォントのアーキテクチャに統合されています：

•TrueTypeフォントプログラムが埋め込まれている場合、タイプ2 CIDFont辞書は、そのフォントプログラムで適切なグリフの説明のためのグリフインデックスにCIDをマッピングしCIDToGIDMapentryを含まなければなりません。

•TrueTypeフォントプログラムが埋め込まれていないが、名前によって参照されている場合は、外部のフォントプログラムでグリフインデックスを参照することに意味はないので、タイプ2 CIDFont辞書は、CIDToGIDMapエントリを含んではならないが。この場合、のCIDは、グリフの選択に参加してはならない、とのみ事前定義CMapをこのCIDFont（9.7.5、「CMapを」を参照）と共に使用することができます。準拠した読者は、TrueTypeフォントの「CMAP」テーブル内のエンコーディングの1にあらかじめ定義されたCMapで指定されたエンコーディングからの文字を翻訳することによって、グリフを選択しなければなりません。これが達成される手段は実装依存です。

CIDが2型CIDFontでグリフを選択するために使用されていないにもかかわらず、次の副節で説明したように、彼らは常に、グリフのメトリックを決定するために使用されなければなりません。

すべてのCIDFontはに似ているCID 0、のためのグリフ記述を含まなければなりません。シンプルなフォントの文字名notdef（「未定義文字の処理」、9.7.6.3を参照してください）。

CIDFontsで9.7.4.3グリフメトリック

9.2.4で説明したように、「グリフ位置決めおよびメトリック」、グリフの幅は、グリフの原点と水平モードでの書き込み次のグリフの原点との間の水平変位を指します。このモードでは、原点との間の垂直変位は、CIDFont用0幅をDWとCIDFont辞書におけるWのエントリを使用して定義されなければなりません。これらの幅は、CIDFontプログラムで与えられた実際の幅と一致しなければなりません。

W配列は、個々のCIDのための幅を定義できます。配列の要素は、各グループは、これら2つの形式のいずれかでなければならない二、三のグループに編成されなければなりません。

C [W1 W2 ... WN] cfirst礫のw

第1のフォーマットで、Cは、出発CID値を指定する整数でなければなりません。これは、Cから始まる、連続CIDをnの幅を指定しなければならないnnumbersのアレイによって従わなければなりません。第二の形式は、クラストの範囲cfirst内のすべてのCIDのために、wは、同一の幅を定義しなければなりません。

実施例1この実施例では、接続識別子120、121、及び122を有するグリフはそれぞれ、広い400、325、及び500個の単位です。 8032までの範囲7080内のCIDはすべて1000個のユニットの幅を持っています。 Wエントリー例：/ W [120 400 325 500] 7080 8032 1000年]

CIDFontからグリフは縦書きで示すことができます。これは、関連するCMapの辞書内WMODEエントリによって選択されます。 9.7.5、 "CMapを" を参照してください。この方法で使用される、CIDFontは各グリフ水平および縦書きの起源に関する位置ベクトルの垂直方向の変位を定義しなければなりません。

デフォルトの位置ベクトルと垂直方向の変位ベクトルはCIDFont辞書内DW2エントリによって指定されなければなりません。 DW2は、2つの値の配列でなければならない：位置ベクトルVの垂直成分と変位ベクトルw1の垂直成分（図40参照）。位置ベクトルの水平成分は、半グリフ幅でなければならない、変位ベクトルのそれは0でなければなりません。
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then a glyph’s position vector and vertical displacement vector are  
 

 

 
where w0 is the width (horizontal displacement) for the same glyph. 

NOTE A negative value for the vertical component places the origin of the next glyph below the current glyph because 
vertical coordinates in a standard coordinate system increase from bottom to top. 

The W2 array shall define vertical metrics for individual CIDs. The elements of the array shall be organized in 
groups of two or five, where each group shall be in one of these two formats: 

c [ w11y v1x v1y  w12y v2x v2y  … ] 
cfirst clast  w11y v1x v1y

In the first format, c is a starting CID and shall be followed by an array containing numbers interpreted in groups 
of three. Each group shall consist of the vertical component of the vertical displacement vector w1 (whose 
horizontal component shall be 0) followed by the horizontal and vertical components for the position vector v. 
Successive groups shall define the vertical metrics for consecutive CIDs starting with c. The second format 
defines a range of CIDs from cfirst to clast , that shall be followed by three numbers that define the vertical 
metrics for all CIDs in this range.

EXAMPLE 3 This W2 entry defines the vertical displacement vector for the glyph with CID 120 as (0, −1000) and the 
position vector as (250, 772). It also defines the displacement vector for CIDs in the range 7080 through 
8032 as (0, −1000) and the position vector as (500, 900). 
/W2 [ 120 [ −1000 250 772 ] 

7080 8032 −1000 500 900 
  ]

9.7.5 CMaps

9.7.5.1 General

A CMap shall specify the mapping from character codes to character selectors. In PDF, the character selectors 
shall be CIDs in a CIDFont (as mentioned earlier, PostScript CMaps can use names or codes as well). A CMap 
serves a function analogous to the Encoding dictionary for a simple font. The CMap shall not refer directly to a 
specific CIDFont; instead, it shall be combined with it as part of a CID-keyed font, represented in PDF as a 
Type 0 font dictionary (see 9.7.6, "Type 0 Font Dictionaries"). Within the CMap, the character mappings shall 
refer to the associated CIDFont by font number, which in PDF shall be 0. 

PDF also uses a special type of CMap to map character codes to Unicode values (see 9.10.3, "ToUnicode 
CMaps").

A CMap shall specify the writing mode—horizontal or vertical—for any CIDFont with which the CMap is 
combined. The writing mode determines which metrics shall be used when glyphs are painted from that font. 

NOTE Writing mode is specified as part of the CMap because, in some cases, different shapes are used when writing 
horizontally and vertically. In such cases, the horizontal and vertical variants of a CMap specify different CIDs 
for a given character code.

A CMap shall be specified in one of two ways: 

• As a name object identifying a predefined CMap, whose value shall be one of the predefined CMap names 
defined in Table 118.

• As a stream object whose contents shall be a CMap file.

v w0 2÷ 880( , )=

w1 0 1000–( , )=
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W2アレイは、個々のCIDのための垂直メトリックを定義しなければなりません。配列の要素は、各グループは、これら2つの形式のいずれかでなければならない二つまたは5のグループに編成されなければなりません。

C [w11y V1X V1Y w12y V2X v2y ...] cfirst礫w11y V1X V1Y

第1のフォーマットで、Cは、開始CIDであり、3つのグループに解釈番号を含む配列によって従わなければなりません。各グループは、（水平成分0でなければならない）垂直変位ベクトルw1の垂直成分で構成されなければならない位置ベクトルVの水平方向及び垂直成分が続く。連続したグループは、Cから始まる連続したCIDのための垂直メトリックを定義しなければなりません。第二の形式は、この範囲内のすべてのCIDのための垂直メトリックを定義する3つの数字が続くものとcfirstからクラストのCIDの範囲を定義します。

実施例3このW2エントリは（250、772）のような（-1000、0）としてCID 120とグリフのための垂直変位ベクトルを定義し、位置ベクトル。それはまた、（0、-1000）及び（500、900）のような位置ベクトルとして8032までの範囲7080内のCIDのための変位ベクトルを定義します。 / W2 [120 [-1000 250 772] 7080 8032 -1000 500 900]

9.7.5 CMapを

9.7.5.1一般的な

A CMapの文字セレクタに文字コードのマッピングを指定しなければなりません。 PDFでは、文字セレクタはCIDFontでCIDをしなければならない（前述したように、PostScriptのCMapをも同様に名前やコードを使用することができます）。 A CMapのは、単純なフォントのエンコーディング辞書と類似の機能を果たします。 CMapのは、特定のCIDFontを直接参照してはなりません。代わりに、タイプ0フォント辞書としてPDFに示さCID-キー付きフォント、（「タイプ0フォント辞書」、9.7.6を参照）の一部としてそれと組み合わせなければなりません。 CMapの内で、文字のマッピングはPDFで0でなければならない、フォントの数によって、関連するCIDFontを指すものとします。

PDFも（9.10.3、「のToUnicode CMapを」を参照）Unicode値に文字コードをマッピングするためのCMapの特殊なタイプを使用しています。

水平方向と垂直方向の書き込み時にいくつかのケースでは、異なる形状が使用されている、ためNOTE書き込みモードは、CMapのの一部として指定されています。このような場合には、たCMapの水平および垂直の変異体は、所定の文字コードに異なるCIDを指定します。

•値表118に定義された事前定義されたCMap名のいずれかでなければならない事前定義されたCMapを、識別名目的とします。

•その内容のCMapファイルしなければならないストリームオブジェクトとして。

vw02÷880（、）= W10 1000-（、）=
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9.7.5.2 Predefined CMaps

Several of the CMaps define mappings from Unicode encodings to character collections. Unicode values 
appearing in a text string shall be represented in big-endian order (high-order byte first). CMap names 
containing “UCS2” use UCS-2 encoding; names containing “UTF16” use UTF-16BE (big-endian) encoding.

NOTE 1 Table 118 lists the names of the predefined CMaps. These CMaps map character codes to CIDs in a single 
descendant CIDFont. CMaps whose names end in H specify horizontal writing mode; those ending in V specify 
vertical writing mode.

Table 118 –  Predefined CJK CMap names  

Name Description

Chinese (Simplified)

GB-EUC-H Microsoft Code Page 936 (lfCharSet 0x86), GB 2312-80 character set, EUC-CN 
encoding

GB-EUC-V Vertical version of GB-EUC-H

GBpc-EUC-H Mac OS, GB 2312-80 character set, EUC-CN encoding, Script Manager code 19

GBpc-EUC-V Vertical version of GBpc-EUC-H

GBK-EUC-H Microsoft Code Page 936 (lfCharSet 0x86), GBK character set, GBK encoding

GBK-EUC-V Vertical version of GBK-EUC-H

GBKp-EUC-H Same as GBK-EUC-H but replaces half-width Latin characters with proportional 
forms and maps character code 0x24 to a dollar sign ($) instead of a yuan symbol 
(¥) 

GBKp-EUC-V Vertical version of GBKp-EUC-H

GBK2K-H GB 18030-2000 character set, mixed 1-, 2-, and 4-byte encoding

GBK2K-V Vertical version of GBK2K-H

UniGB-UCS2-H Unicode (UCS-2) encoding for the Adobe-GB1 character collection

UniGB-UCS2-V Vertical version of UniGB-UCS2-H

UniGB-UTF16-H Unicode (UTF-16BE) encoding for the Adobe-GB1 character collection; contains 
mappings for all characters in the GB18030-2000 character set

UniGB-UTF16-V Vertical version of UniGB-UTF16-H

Chinese (Traditional)

B5pc-H Mac OS, Big Five character set, Big Five encoding, Script Manager code 2

B5pc-V Vertical version of B5pc-H

HKscs-B5-H Hong Kong SCS, an extension to the Big Five character set and encoding

HKscs-B5-V Vertical version of HKscs-B5-H

ETen-B5-H Microsoft Code Page 950 (lfCharSet 0x88), Big Five character set with ETen 
extensions

ETen-B5-V Vertical version of ETen-B5-H

ETenms-B5-H Same as ETen-B5-H but replaces half-width Latin characters with proportional 
forms
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9.7.5.2定義済みのCMapを

CMapをのいくつかは、文字のコレクションにUnicodeのエンコーディングからのマッピングを定義します。テキスト文字列に登場するUnicode値はビッグエンディアン順（最初に上位バイト）で表現されなければなりません。 「UCS2」を使用UCS2エンコーディングを含むCMapの名前。 「UTF16」使用UTF-16BE（ビッグエンディアン）エンコーディングを含む名前。

注1つの表の定義済みCMapを118リスト名。これらのCMapを、単一の子孫CIDFontでのCIDに文字コードをマッピングします。名前がHで終わる横書きモードを指定CMapを。 Vで終わるものは縦書きモードを指定します。

名称説明

中国語（簡体字）

GB-EUC-HのMicrosoftコードページ936（lfCharSet 0x86で）、GB 2312-80文字セット、EUC-CNエンコーディング

GB-EUC-V GB-EUC-Hの縦バージョン

GBpc-EUC-HのMac OS、GB 2312-80文字セット、EUC-CNエンコーディング、スクリプトマネージャコード19

GBpc-EUC-V GBpc-EUC-Hの縦バージョン

GBK-EUC-HのMicrosoftコードページ936（lfCharSet 0x86で）、GBK文字セット、GBKのエンコーディング

GBK-EUC-V GBK-EUC-Hの縦バージョン

GBKp-EUC-HのGBKp-EUC-VVerticalバージョン

GBK2K-H GB 18030から2000文字セット、混合1-、2-、及び4バイトのエンコーディング

GBK2K-HのGBK2K-VVerticalバージョン

UniGB-UCS2-HのUnicode（UCS2）はAdobe-GB1キャラクタコレクションのためにエンコードします

UniGB-UCS2-V UniGB-UCS2-Hの縦バージョン

UniGB-UTF16-HのUnicode（UTF-16BE）のAdobe-GB1キャラクタコレクションをコードします。 GB18030-2000文字セットのすべての文字のマッピングが含まれています

UniGB-UTF16-V UniGB-UTF16-Hの縦バージョン

中国の伝統的な）

B5pc-HのMac OS、ビッグファイブの文字セット、ビッグファイブのエンコード、スクリプトマネージャコード2

B5pc-V B5pc-Hの縦バージョン

HKSCS-B5-H香港SCS、ビッグファイブの文字セットとエンコーディングの拡張

HKSCS-B5-V HKSCS-B5-Hの縦バージョン

倚天-B5-H Microsoftコードページ950（lfCharSet 0x88）、倚天拡張子を持つビッグファイブの文字セット

倚天-B5-V倚天-B5-Hの縦バージョン

倚天-B5-Hと同じETenms-B5-Hが、比例フォームで半値幅はラテン文字を置き換えます
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ETenms-B5-V Vertical version of ETenms-B5-H

CNS-EUC-H CNS 11643-1992 character set, EUC-TW encoding

CNS-EUC-V Vertical version of CNS-EUC-H

UniCNS-UCS2-H Unicode (UCS-2) encoding for the Adobe-CNS1 character collection

UniCNS-UCS2-V Vertical version of UniCNS-UCS2-H

UniCNS-UTF16-H Unicode (UTF-16BE) encoding for the Adobe-CNS1 character collection; 
contains mappings for all the characters in the HKSCS-2001 character set and 
contains both 2- and 4-byte character codes 

UniCNS-UTF16-V Vertical version of UniCNS-UTF16-H 

Japanese

83pv-RKSJ-H Mac OS, JIS X 0208 character set with KanjiTalk6 extensions, Shift-JIS encoding, 
Script Manager code 1

90ms-RKSJ-H Microsoft Code Page 932 (lfCharSet 0x80), JIS X 0208 character set with NEC 
and IBM® extensions

90ms-RKSJ-V Vertical version of 90ms-RKSJ-H

90msp-RKSJ-H Same as 90ms-RKSJ-H but replaces half-width Latin characters with proportional 
forms

90msp-RKSJ-V Vertical version of 90msp-RKSJ-H

90pv-RKSJ-H Mac OS, JIS X 0208 character set with KanjiTalk7 extensions, Shift-JIS encoding, 
Script Manager code 1

Add-RKSJ-H JIS X 0208 character set with Fujitsu FMR extensions, Shift-JIS encoding

Add-RKSJ-V Vertical version of Add-RKSJ-H

EUC-H JIS X 0208 character set, EUC-JP encoding

EUC-V Vertical version of EUC-H

Ext-RKSJ-H JIS C 6226 (JIS78) character set with NEC extensions, Shift-JIS encoding

Ext-RKSJ-V Vertical version of Ext-RKSJ-H

H JIS X 0208 character set, ISO-2022-JP encoding

V Vertical version of H

UniJIS-UCS2-H Unicode (UCS-2) encoding for the Adobe-Japan1 character collection

UniJIS-UCS2-V Vertical version of UniJIS-UCS2-H

UniJIS-UCS2-HW-H Same as UniJIS-UCS2-H but replaces proportional Latin characters with half-
width forms

UniJIS-UCS2-HW-V Vertical version of UniJIS-UCS2-HW-H

UniJIS-UTF16-H Unicode (UTF-16BE) encoding for the Adobe-Japan1 character collection; 
contains mappings for all characters in the JIS X 0213:1000 character set 

UniJIS-UTF16-V Vertical version of UniJIS-UTF16-H 

Korean

Table 118 –  Predefined CJK CMap names  (continued)

Name Description
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ETenms-B5-Vの垂直バージョンETenms-B5-H

CNS-EUC-H CNS 11643-1992文字セット、EUC-TWエンコーディング

CNS-EUC-V CNS-EUC-Hの縦バージョン

アドビCNS1の文字コレクションをコードするUniCNS-UCS2-HのUnicode（UCS2）

UniCNS-UCS2-HのUniCNS-UCS2-V垂直バージョン

日本語

KanjiTalk6の拡張は、Shift-JISエンコーディング、スクリプトマネージャコード1と83pv-RKSJ-HのMac OS、JIS X 0208の文字セット

90msの-RKSJ-HのMicrosoftコードページ932（lfCharSetは0x80）、NECおよびIBM®拡張子を持つJIS X 0208文字セット

90msの-RKSJ-V 90msの-RKSJ-Hの縦バージョン

90msの-RKSJ-Hと同じ90msp-RKSJ-Hが、比例フォームで半値幅はラテン文字を置き換えます

90msp-RKSJ-V 90msp-RKSJ-Hの縦バージョン

KanjiTalk7の拡張は、Shift-JISエンコーディング、スクリプトマネージャコード1と90pv-RKSJ-HのMac OS、JIS X 0208の文字セット

富士通FMRの拡張子を持つアドオンRKSJ-H JIS X 0208の文字セットは、Shift-JISエンコーディング

追加-RKSJ-VのAdd-RKSJ-Hの垂直バージョンを

EUC-H JIS X 0208文字セット、EUC-JPエンコーディング

EUC-V EUC-Hの縦バージョン

NEC拡張、シフトJISエンコーディングでEXT-RKSJ-H JIS C 6226（JIS78）文字セット

EXT-RKSJ-V EXT-RKSJ-Hの縦バージョン

H JIS X 0208文字セット、ISO-2022-JPエンコーディング

HのV垂直バージョン

UniJIS-UCS2-HのUnicode（UCS2）はAdobe-Japan1文字コレクションをコードします

UniJIS-UCS2-HのUniJIS-UCS2-V垂直バージョン

UniJIS-UCS2-HW-H UniJIS-UCS2-Hと同じですが、半値幅フォームに比例ラテン文字を置き換えます

UniJIS-UCS2-HW-V UniJIS-UCS2-HW-Hの縦バージョン

韓国語

表118  - 事前定義CJK CMapの名前（続き）

名称説明
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NOTE 2 The Identity-H and Identity-V CMaps may be used to refer to glyphs directly by their CIDs when showing a text 
string. 

When the current font is a Type 0 font whose Encoding entry is Identity-H or Identity-V, the string to be shown 
shall contain pairs of bytes representing CIDs, high-order byte first. When the current font is a CIDFont, the 
string to be shown shall contain pairs of bytes representing CIDs, high-order byte first. When the current font is 
a Type 2 CIDFont in which the CIDToGIDMap entry is Identity and if the TrueType font is embedded in the PDF 
file, the 2-byte CID values shall be identical glyph indices for the glyph descriptions in the TrueType font 
program. 

NOTE 3 Table 119 lists the character collections referenced by the predefined CMaps for the different versions of PDF. 
A dash (—) indicates that the CMap is not predefined in that PDF version. 

KSC-EUC-H KS X 1001:1992 character set, EUC-KR encoding

KSC-EUC-V Vertical version of KSC-EUC-H

KSCms-UHC-H Microsoft Code Page 949 (lfCharSet 0x81), KS X 1001:1992 character set plus 
8822 additional hangul, Unified Hangul Code (UHC) encoding

KSCms-UHC-V Vertical version of KSCms−UHC-H

KSCms-UHC-HW-H Same as KSCms-UHC-H but replaces proportional Latin characters with half-
width forms

KSCms-UHC-HW-V Vertical version of KSCms-UHC-HW-H

KSCpc-EUC-H Mac OS, KS X 1001:1992 character set with Mac OS KH extensions, Script 
Manager Code 3

UniKS-UCS2-H Unicode (UCS-2) encoding for the Adobe-Korea1 character collection

UniKS-UCS2-V Vertical version of UniKS-UCS2-H

UniKS-UTF16-H Unicode (UTF-16BE) encoding for the Adobe-Korea1 character collection

UniKS-UTF16-V Vertical version of UniKS-UTF16-H

Generic

Identity-H The horizontal identity mapping for 2-byte CIDs; may be used with CIDFonts 
using any Registry, Ordering, and Supplement values. It maps 2-byte character 
codes ranging from 0 to 65,535 to the same 2-byte CID value, interpreted high-
order byte first. 

Identity-V Vertical version of Identity-H. The mapping is the same as for Identity-H. 

Table 119 –  Character collections for predefined CMaps, by PDF version  

CMAP PDF 1.2 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.5

Chinese (Simplified)

GB-EUC-H/V Adobe-GB1-0 Adobe-GB1-0 Adobe-GB1-0 Adobe-GB1-0

GBpc-EUC-H Adobe-GB1-0 Adobe-GB1-0 Adobe-GB1-0 Adobe-GB1-0

GBpc-EUC-V — Adobe-GB1-0 Adobe-GB1-0 Adobe-GB1-0

GBK-EUC-H/V — Adobe-GB1-2 Adobe-GB1-2 Adobe-GB1-2

GBKp-EUC-H/V — — Adobe-GB1-2 Adobe-GB1-2

Table 118 –  Predefined CJK CMap names  (continued)

Name Description
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場合、現在のフォントは、そのエンコードエントリのIdentity-H又はアイデンティティ-Vで示される文字列は、最初のCIDを表すバイト、上位バイトの対を含まなければならないタイプ0フォントです。現在のフォントがCIDFontである場合、表示される文字列は、最初、CIDを表すバイトの対を含む上位バイトなければなりません。ときに、現在のフォントがCIDToGIDMapエントリがアイデンティティであるとTrueTypeフォントをPDFファイルに埋め込まれている場合、2バイトのCID値は、TrueTypeフォントプログラムでのグリフの説明については、同一のグリフインデックスねばならないでタイプ2 CIDFontです。

KSC-EUC-H KS X 1001：1992文字セット、EUC-KRエンコーディング

KSC-EUC-V KSC-EUC-Hの縦バージョン

KSCms-UHC-HのMicrosoftコードページ949（lfCharSet 0x81と）、KS X 1001：1992文字セットプラス8822の追加ハングル、統一ハングルコード（UHC）エンコーディング

KSCms-UHC-HのKSCms-UHC-V垂直バージョン

KSCms-UHC-HW-HSame KSCms-UHC-Hとしてではなく、半値幅の形と比例ラテン文字を置き換えます

KSCms-UHC-HW-HのKSCms-UHC-HW-V垂直バージョン

KSCpc-EUC-HのMac OS、KS X 1001：MacのOS KH拡張子を持つ1992文字セット、スクリプトマネージャコード3

アドビKorea1の文字コレクションをコードするUniKS-UCS2-HのUnicode（UCS2）

UniKS-UCS2-HのUniKS-UCS2-V垂直バージョン

アドビKorea1の文字コレクションをコードするUniKS-UTF16-HのUnicode（UTF-16BE）

UniKS-UTF16-Vの垂直バージョンUniKS-UTF16-H

ジェネリック

アイデンティティ-H 2バイトのCIDのための水平IDマッピング。任意のレジストリ、注文、及び補足値を用いCIDFontsと共に使用することができます。これは、最初の上位バイトを解釈し、同じ2バイトのCID値、0から65,535までの範囲の2バイト文字コードをマッピングします。

表119  - 事前に定義されたCMapを用キャラクターコレクション、PDFのバージョンによって、

CMAP PDF 1.2 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.5

中国語（簡体字）

GB-EUC-H / VのAdobe-GB1-0のAdobe-GB1-0のAdobe-GB1-0のAdobe-GB1-0

GBpc-EUC-HのAdobe-GB1-0のAdobe-GB1-0のAdobe-GB1-0のAdobe-GB1-0

GBpc-EUC-V  - アドビ-GB1-0のAdobe-GB1-0のAdobe-GB1-0

GBK-EUC-H / V  - アドビ-GB1-2のAdobe-GB1-2のAdobe-GB1-2

GBKp-EUC-H / V  -   - アドビ-GB1-2のAdobe-GB1-2

表118  - 事前定義CJK CMapの名前（続き）

名称説明



PDF 32000-1:2008

276 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

GBK2K-H/V — — Adobe-GB1-4 Adobe-GB1-4

UniGB-UCS2-H/V — Adobe-GB1-2 Adobe-GB1-4 Adobe-GB1-4

UniGB-UTF16-H/V — — — Adobe-GB1-4

Chinese (Traditional)

B5pc-H/V Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0

HKscs-B5-H/V — — Adobe-CNS1-3 Adobe-CNS1-3

ETen-B5-H/V Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0

ETenms-B5-H/V — Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0

CNS-EUC-H/V Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-0

UniCNS-UCS2-H/V — Adobe-CNS1-0 Adobe-CNS1-3 Adobe-CNS1-3

UniCNS-UTF16-H/V — — — Adobe-CNS1-4

Japanese

83pv-RKSJ-H Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1

90ms-RKSJ-H/V Adobe-Japan1-2 Adobe-Japan1-2 Adobe-Japan1-2 Adobe-Japan1-2

90msp-RKSJ-H/V — Adobe-Japan1-2 Adobe-Japan1-2 Adobe-Japan1-2

90pv-RKSJ-H Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1

Add-RKSJ-H/V Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1

EUC-H/V — Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1

Ext-RKSJ-H/V Adobe-Japan1-2 Adobe-Japan1-2 Adobe-Japan1-2 Adobe-Japan1-2

H/V Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1 Adobe-Japan1-1

UniJIS-UCS2-H/V — Adobe-Japan1-2 Adobe-Japan1-4 Adobe-Japan1-4

UniJIS-UCS2-HW-H/V — Adobe-Japan1-2 Adobe-Japan1-4 Adobe-Japan1-4

UniJIS-UTF16-H/V — — — Adobe-Japan1-5

Korean

KSC-EUC-H/V Adobe-Korea1-0 Adobe-Korea1-0 Adobe-Korea1-0 Adobe-Korea1-0

KSCms-UHC-H/V Adobe-Korea1-1 Adobe-Korea1-1 Adobe-Korea1-1 Adobe-Korea1-1

KSCms-UHC-HW-H/V — Adobe-Korea1-1 Adobe-Korea1-1 Adobe-Korea1-1

KSCpc-EUC-H Adobe-Korea1-0 Adobe-Korea1-0 Adobe-Korea1-0 Adobe-Korea1-0

UniKS-UCS2-H/V — Adobe-Korea1-1 Adobe-Korea1-1 Adobe-Korea1-1

UniKS-UTF16-H/V — — — Adobe-Korea1-2

Generic

Identity-H/V Adobe-Identity-0 Adobe-Identity-0 Adobe-Identity-0 Adobe-Identity-0

Table 119 –  Character collections for predefined CMaps, by PDF version  (continued)

CMAP PDF 1.2 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.5
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GBK2K-H / V  -   - アドビ-GB1-4のAdobe-GB1-4

UniGB-UCS2-H / V  - アドビ-GB1-2のAdobe-GB1-4のAdobe-GB1-4

UniGB-UTF16-H / V  -   -   - アドビ-GB1-4

中国の伝統的な）

B5pc-H / Vアドビ-CNS1-0アドビCNS1-0アドビCNS1-0アドビCNS1-0

HKSCS-B5-H / V  -   - アドビ-CNS1-3アドビCNS1-3

倚天-B5-H / Vアドビ-CNS1-0アドビCNS1-0アドビCNS1-0アドビCNS1-0

ETenms-B5-H / V  - アドビ-CNS1-0アドビCNS1-0アドビCNS1-0

CNS-EUC-H / Vアドビ-CNS1-0アドビCNS1-0アドビCNS1-0アドビCNS1-0

UniCNS-UCS2-H / V  - アドビ-CNS1-0アドビCNS1-3アドビCNS1-3

UniCNS-UTF16-H / V  -   -   - アドビCNS1-4

日本語

83pv-RKSJ-HのAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1

90msの-RKSJ-H / VはAdobe-Japan1-2のAdobe-Japan1-2のAdobe-Japan1-2のAdobe-Japan1-2

90msp-RKSJ-H / V  - アドビ-Japan1-2のAdobe-Japan1-2のAdobe-Japan1-2

90pv-RKSJ-HのAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1

追加-RKSJ-H / VはAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1

EUC-H / V  - アドビ-Japan1-1のAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1

EXT-RKSJ-H / VはAdobe-Japan1-2のAdobe-Japan1-2のAdobe-Japan1-2のAdobe-Japan1-2

H / VはAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1のAdobe-Japan1-1

UniJIS-UCS2-H / V  - アドビ-Japan1-2のAdobe-Japan1-4のAdobe-Japan1-4

UniJIS-UCS2-HW-H / V  - アドビ-Japan1-2のAdobe-Japan1-4のAdobe-Japan1-4

UniJIS-UTF16-H / V  -   -   - アドビ-Japan1-5

韓国語

KSC-EUC-H / Vアドビ-Korea1-0アドビKorea1-0アドビKorea1-0アドビKorea1-0

KSCms-UHC-H / Vアドビ-Korea1-1アドビKorea1-1アドビKorea1-1アドビKorea1-1

KSCms-UHC-HW-H / V  - アドビ-Korea1-1アドビKorea1-1アドビKorea1-1

KSCpc-EUC-HのAdobe-Korea1-0アドビKorea1-0アドビKorea1-0アドビKorea1-0

UniKS-UCS2-H / V  - アドビ-Korea1-1アドビKorea1-1アドビKorea1-1

UniKS-UTF16-H / V  -   -   - アドビKorea1-2

ジェネリック

アイデンティティ-H / Vアドビ・アイデンティティ-0アドビ・アイデンティティ-0アドビ・アイデンティティ-0アドビ・アイデンティティ -  0

表119  - 事前に定義されたCMapを用キャラクターコレクション、PDFのバージョンによって（続き）

CMAP PDF 1.2 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.5
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A conforming reader shall support all of the character collections listed in Table 119. As noted in 9.7.3, 
"CIDSystemInfo Dictionaries", a character collection is identified by registry, ordering, and supplement number, 
and supplements are cumulative; that is, a higher-numbered supplement includes the CIDs contained in lower-
numbered supplements, as well as some additional CIDs. Consequently, text encoded according to the 
predefined CMaps for a given PDF version shall be valid when interpreted by a conforming reader supporting 
the same or a later PDF version. When interpreted by a conforming reader supporting an earlier PDF version, 
such text causes an error if a CMap is encountered that is not predefined for that PDF version. If character 
codes are encountered that were added in a higher-numbered supplement than the one corresponding to the 
supported PDF version, no characters are displayed for those codes; see 9.7.6.3, "Handling Undefined 
Characters". 

The Identity-H and Identity-V CMaps shall not be used with a non-embedded font. Only standardized character 
sets may be used.

NOTE 4 If a conforming writer producing a PDF file encounters text to be included that uses CIDs from a higher-
numbered supplement than the one corresponding to the PDF version being generated, the application should 
embed the CMap for the higher-numbered supplement rather than refer to the predefined CMap. 

The CMap programs that define the predefined CMaps are available through the ASN Web site. 

9.7.5.3 Embedded CMap Files

For character encodings that are not predefined, the PDF file shall contain a stream that defines the CMap. In 
addition to the standard entries for streams (listed in Table 5), the CMap stream dictionary contains the entries 
listed in Table 120. The data in the stream defines the mapping from character codes to a font number and a 
character selector. The data shall follow the syntax defined in Adobe Technical Note #5014, Adobe CMap and 
CIDFont Files Specification (see bibliography). 

9.7.5.4 CMap Example and Operator Summary

Embedded CMap files shall conform to the format documented in Adobe Technical Note #5014, subject to 
these additional constraints:

Table 120 –  Additional entries in a CMap stream dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall 
be CMap for a CMap dictionary. 

CMapName name (Required) The name of the CMap. It shall be the same as the value of 
CMapName in the CMap file. 

CIDSystemInfo dictionary (Required) A dictionary (see 9.7.3, "CIDSystemInfo Dictionaries") 
containing entries that define the character collection for the CIDFont 
or CIDFonts associated with the CMap. 
The value of this entry shall be the same as the value of 
CIDSystemInfo in the CMap file. (However, it does not need to match 
the values of CIDSystemInfo for the Identity-H or Identity-V CMaps.) 

WMode integer (Optional) A code that specifies the writing mode for any CIDFont with 
which this CMap is combined. The value shall be 0 for horizontal or 1 
for vertical. Default value: 0. 
The value of this entry shall be the same as the value of WMode in the 
CMap file. 

UseCMap name or 
stream

(Optional) The name of a predefined CMap, or a stream containing a 
CMap. If this entry is present, the referencing CMap shall specify only 
the character mappings that differ from the referenced CMap. 
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9.7.3で述べたように準拠した読者は、表119に記載されている文字のコレクションのすべてをサポートしなければならない、「CIDSystemInfo辞書」、文字のコレクションは、レジストリ、発注、およびサプリメント番号によって識別され、サプリメントが累積されています。それは高い番号のサプリメントは低い番号のサプリメントに含まれたCIDだけでなく、いくつかの追加CIDを含んで、です。したがって、テキストは同じまたはそれ以降のPDFバージョンをサポート適合読者により解釈時に有効でなければならない所定のPDFバージョンの定義済みCMapをに従って符号化されました。以前のPDFバージョンをサポート準拠リーダーによって解釈するとき、そのようなテキストは、PDFバージョンの事前定義されていないたCMapが発生した場合、エラーを引き起こします。文字コードがサポートPDFのバージョンに対応するものよりも高い番号のサプリメントで追加されたことが発生した場合は、何の文字は、これらのコードのために表示されません。 9.7.6.3、「未定義文字の処理」を参照してください。

アイデンティティ-HとIdentity-V CMapを非埋め込みフォントで使用してはなりません。唯一の標準文字セットを使用することができます。

生成されたPDFバージョンに対応するものよりも高い番号のサプリメントからのusesのCIDは、アプリケーションがより高い番号のサプリメントのためのCMapを埋め込むのではなく参照すべきであるということが含まれるPDFファイルの出会いテキストを生成準拠ライターの場合NOTE 4事前に定義されたCMapに。

9.7.5.3組み込みのCMapファイル

事前に定義されていない文字エンコーディングの場合は、PDFファイルには、cmapを定義するストリームを含まなければなりません。 （表5に列挙された）ストリームの標準エントリに加えて、CMapのストリーム辞書は、表120に列挙されたエントリが含まれたストリーム内のデータは、フォント番号と文字選択に文字コードのマッピングを定義します。データは、Adobeテクニカルノート＃5014、アドビシステムズ社のCMapおよびCIDFontファイルの仕様（参考文献を参照）で定義された構文に従わなければなりません。

9.7.5.4 CMapの例とオペレータの概要

組み込みのCMapファイルは、Adobeテクニカルノート＃5014、これらの追加的な制約を受けるに文書フォーマットに適合しなければなりません。

キータイプ値

CIDFontまたはCMapのに関連付けられているCIDFontsの文字集合を定義するエントリを含むCIDSystemInfodictionary（必須）辞書（「CIDSystemInfo辞書」、9.7.3を参照してください）。このエントリの値はのCMapファイル内CIDSystemInfoの値と同じでなければなりません。 （しかし、これは、Identity-H又はアイデンティティ-V CMapをCIDSystemInfoための値と一致する必要はありません。）

UseCMapnameまたはストリーム（任意）事前定義されたCMapの名前、あるいはたCMapを含むストリーム。このエントリが存在する場合は、参照したCMapは、参照CMapの異なるだけで、文字のマッピングを指定しなければなりません。
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a) If the embedded CMap file contains a usecmap reference, the CMap indicated there shall also be identified 
by the UseCMap entry in the CMap stream dictionary.

b) The usefont operator, if present, shall specify a font number of 0.

c) The beginbfchar and endbfchar shall not appear in a CMap that is used as the Encoding entry of a Type 0 
font; however, they may appear in the definition of a ToUnicode CMap.

d) A notdef mapping, defined using beginnotdefchar, endnotdefchar, beginnotdefrange, and endnotdefrange 
shall be used if the normal mapping produces a CID for which no glyph is present in the associated 
CIDFont. 

e) The beginrearrangedfont, endrearrangedfont, beginusematrix, and endusematrix operators shall not be 
used.

EXAMPLE This example shows a sample CMap for a Japanese Shift-JIS encoding. Character codes in this encoding 
can be either 1 or 2 bytes in length. This CMap could be used with a CIDFont that uses the same CID 
ordering as specified in the CIDSystemInfo entry. Note that several of the entries in the stream dictionary 
are also replicated in the stream data.  
 
22 0 obj 

<<  /Type /CMap 
 /CMapName /90ms-RKSJ-H 
 /CIDSystemInfo <<  /Registry ( Adobe )  

  /Ordering ( Japan1 )  
  /Supplement 2 

 >> 
 /WMode 0 
 /Length 23 0 R 

>> 
 
stream 
%!PS-Adobe-3 . 0 Resource-CMap 
%%DocumentNeededResources : ProcSet ( CIDInit ) 
%%IncludeResource : ProcSet ( CIDInit ) 
%%BeginResource : CMap ( 90ms-RKSJ-H ) 
%%Title : ( 90ms-RKSJ-H Adobe Japan1 2 ) 
%%Version : 10 . 001 
%%Copyright : Copyright 1990-2001 Adobe Systems Inc . 
%%Copyright : All Rights Reserved . 
%%EndComments 
 
/CIDInit /ProcSet findresource begin 
12 dict begin 
begincmap 
/CIDSystemInfo 
3 dict dup begin 
/Registry ( Adobe ) def 
/Ordering ( Japan1 ) def 
/Supplement 2 def 
end def 
 
/CMapName /90ms-RKSJ-H def 
/CMapVersion 10 . 001 def 
/CMapType 1 def 
/UIDOffset 950 def 
/XUID [ 1 10 25343 ] def 
/WMode 0 def 
 
4 begincodespacerange 
< 00 > < 80 > 
< 8140 > < 9FFC > 
< A0 > < DF > 
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埋め込まれたCMapファイルがusecmap参照が含まれている場合はA）、CMapのが示され、またCMapのストリーム辞書にUseCMapエントリによって識別されなければなりません。

B）usefontオペレータは、存在する場合、0のフォント番号を指定しなければなりません。

C）beginbfcharとendbfcharは、タイプ0フォントのエンコーディングエントリとして使用されたCMapに表示されてはなりません。しかし、彼らはのToUnicode CMapのの定義に表示されることがあります。

通常のマッピングはないグリフは、関連CIDFontに存在しないいるCIDを生成する場合beginnotdefchar、endnotdefchar、beginnotdefrange、及びendnotdefrangeを使用して定義されたマッピングnotdef D）Aは、使用しなければなりません。

E）beginrearrangedfont、endrearrangedfont、beginusematrix、およびendusematrix演算子は使用してはなりません。
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< E040 > < FCFC > 
endcodespacerange 
 
1 beginnotdefrange 
< 00 > < 1F > 231 
endnotdefrange 
 
100 begincidrange 
< 20 > < 7D > 231 
< 7E > < 7E > 631 
< 8140 > < 817E > 633 
< 8180 > < 81AC > 696 
< 81B8 > < 81BF > 741 
< 81C8 > < 81CE > 749 
… Additional ranges … 
< FB40 > < FB7E > 8518 
< FB80 > < FBFC > 8581 
< FC40 > < FC4B > 8706 
endcidrange 
endcmap 
CMapName currentdict /CMap defineresource pop 
end 
end 
%%EndResource 
%%EOF 
endstream 
endobj

9.7.6 Type 0 Font Dictionaries

9.7.6.1 General

A Type 0 font dictionary contains the entries listed in Table 121. 

Table 121 –  Entries in a Type 0 font dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall 
be Font for a font dictionary. 

Subtype name (Required) The type of font; shall be Type0 for a Type 0 font. 

BaseFont name (Required) The name of the font. If the descendant is a Type 0 
CIDFont, this name should be the concatenation of the CIDFont’s 
BaseFont name, a hyphen, and the CMap name given in the 
Encoding entry (or the CMapName entry in the CMap). If the 
descendant is a Type 2 CIDFont, this name should be the same as the 
CIDFont’s BaseFont name. 
NOTE In principle, this is an arbitrary name, since there is no 

font program associated directly with a Type 0 font 
dictionary. The conventions described here ensure 
maximum compatibility with existing readers. 

Encoding name or 
stream

(Required) The name of a predefined CMap, or a stream containing a 
CMap that maps character codes to font numbers and CIDs. If the 
descendant is a Type 2 CIDFont whose associated TrueType font 
program is not embedded in the PDF file, the Encoding entry shall be 
a predefined CMap name (see 9.7.4.2, "Glyph Selection in CIDFonts"). 
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<E040> <FCFC> endcodespacerange 1 beginnotdefrange <00> <1F> 231 endnotdefrange 100 begincidrange <20> <7D> 231 <7E> <7E> 631 <8140> <817E> 633 <8180> <81AC> 696 <81B8> <81BF> 741 <81C8> <81CE> 749 ...追加の範囲... <FB40> <FB7E> 8518 <FB80> <FBFC> 8581 <FC40> <FC4B> 8706 endcidrange endcmap CMapName currentdict / CMapのdefineresourceポップエンド・エンド%% EndResource％ ％EOF endstream endobj

9.7.6タイプ0フォント辞書

9.7.6.1一般的な

キータイプ値

BaseFontname（必須）フォントの名前。子孫は、タイプ0 CIDFontである場合、この名前はCIDFontのBASEFONT名、ハイフン、符号化エントリ（またはCMapの中CMapNameエントリー）で与えられたCMap名の連結でなければなりません。子孫は、タイプ2 CIDFontである場合、この名前はCIDFontのBASEFONT名と同じでなければなりません。タイプ0フォント辞書に直接関連付けられたフォントプログラムが存在しないため、原則NOTEIn、これは、任意の名前です。ここで説明する規則は、既存の読者との最大の互換性を確保します。

Encodingnameまたはストリーム（必須）事前定義のCMapの名前、またはフォント番号とのCIDに文字コードをマッピングしたCMapを含むストリーム。子孫は、その関連するTrueTypeフォントプログラムPDFファイルに埋め込まれていないタイプ2 CIDFontである場合は、エンコーディングのエントリは（9.7.4.2、「CIDFontsでグリフの選択」を参照）、定義済みCMapの名前でなければなりません。
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EXAMPLE This code sample shows a Type 0 font. 
 
14 0 obj 

<<  /Type /Font 
 /Subtype /Type0 
 /BaseFont /HeiseiMin-W5-90ms-RKSJ-H 
 /Encoding /90ms-RKSJ-H 
 /DescendantFonts [ 15 0 R ] 

>> 
endobj

9.7.6.2 CMap Mapping

The Encoding entry of a Type 0 font dictionary specifies a CMap that specifies how text-showing operators 
(such as Tj) shall interpret the bytes in the string to be shown when the current font is the Type 0 font. This sub-
clause describes how the characters in the string shall be decoded and mapped into character selectors, which 
in PDF are always CIDs. 

The codespace ranges in the CMap (delimited by begincodespacerange and endcodespacerange) specify 
how many bytes are extracted from the string for each successive character code. A codespace range shall be 
specified by a pair of codes of some particular length giving the lower and upper bounds of that range. A code 
shall be considered to match the range if it is the same length as the bounding codes and the value of each of 
its bytes lies between the corresponding bytes of the lower and upper bounds. The code length shall not be 
greater than 4. 

A sequence of one or more bytes shall be extracted from the string and matched against the codespace ranges 
in the CMap. That is, the first byte shall be matched against 1-byte codespace ranges; if no match is found, a 
second byte shall be extracted, and the 2-byte code shall be matched against 2-byte codespace ranges. This 
process continues for successively longer codes until a match is found or all codespace ranges have been 
tested. There will be at most one match because codespace ranges shall not overlap. 

The code extracted from the string shall be looked up in the character code mappings for codes of that length. 
(These are the mappings defined by beginbfchar, endbfchar, begincidchar, endcidchar, and corresponding 
operators for ranges.) Failing that, it shall be looked up in the notdef mappings, as described in the next sub-
clause. 

The results of the CMap mapping algorithm are a font number and a character selector. The font number shall 
be used as an index into the Type 0 font’s DescendantFonts array to select a CIDFont. In PDF, the font 
number shall be 0 and the character selector shall be a CID; this is the only case described here. The CID shall 
then be used to select a glyph in the CIDFont. If the CIDFont contains no glyph for that CID, the notdef 
mappings shall be consulted, as described in 9.7.6.3, "Handling Undefined Characters". 

9.7.6.3 Handling Undefined Characters

A CMap mapping operation can fail to select a glyph for a variety of reasons. This sub-clause describes those 
reasons and what happens when they occur. 

If a code maps to a CID for which no such glyph exists in the descendant CIDFont, the notdef mappings in the 
CMap shall be consulted to obtain a substitute character selector. These mappings are delimited by the 

DescendantFonts array (Required) A one-element array specifying the CIDFont dictionary that 
is the descendant of this Type 0 font. 

ToUnicode stream (Optional) A stream containing a CMap file that maps character codes 
to Unicode values (see 9.10, "Extraction of Text Content"). 

Table 121 –  Entries in a Type 0 font dictionary  (continued)

Key Type Value
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例このサンプルコードが示すタイプ0フォント。 14 0 OBJ << /タイプ/フォント/サブタイプ/ TYPE0 / BASEFONT / HeiseiMin-W5-90ms-RKSJ-H /エンコーディング/ 90msの-RKSJ-H / DescendantFonts [15 0 R] >> endobj

9.7.6.2 CMapのマッピング

タイプの符号化エントリ0フォント辞書指定A CMapの現在のフォントの種類、フォント0である場合、テキスト表示（例えばTjのような）演算子は、文字列のバイトを解釈しなければならない方法を指定が表示されるようになります。このサブ句は文字列の文字をデコードし、PDFにいつものCIDある文字セレクタ、にマップされなければならない方法を説明します。

1バイト以上のシーケンスは、文字列から抽出されたCMapにコードスペース範囲と照合しなければなりません。すなわち、最初のバイトは、1バイトのコードスペースの範囲と照合しなければならない、です。一致が見つからない場合には、第2バイトは、抽出されなければならない、及び2バイトのコードを2バイトのコードスペースの範囲と照合しなければなりません。一致するものが見つかるか、すべてのコードスペースの範囲が試験されるまで、このプロセスは、連続的に長いコードを続けています。コードスペースの範囲が重複してはならないので、多くても1つの試合でがあります。

文字列から抽出されたコードは、その長さのコードのための文字コードのマッピングで検索されなければなりません。 （これらはbeginbfchar、endbfchar、begincidchar、endcidchar、および範囲のための演算子を対応させて定義されたマッピングである。）次の副節で説明したように、それは、マッピングnotdefで調べなければならない、ことを失敗します。

CMapのマッピングアルゴリズムの結果は、フォント番号と文字セレクタです。フォント番号はCIDFontを選択するタイプ0フォントのDescendantFonts配列へのインデックスとして使用しなければなりません。 PDFには、フォントの数は0でなければならず、文字セレクタはCIDでなければなりません。これは、ここで説明する唯一のケースです。 CIDは、CIDFontでグリフを選択するために使用されなければなりません。 CIDFontは、そのCIDのためのグリフが含まれていない場合は9.7.6.3で説明したように、マッピングnotdef「未定義文字の処理」、相談されなければなりません。

未定義の文字の処理9.7.6.3

コードは、そのようなグリフが子孫CIDFontに存在しないためCIDにマッピングする場合、CMapの中にマッピングnotdef代替文字セレクタを得るために調べなければなりません。これらのマッピングは、で区切られます

ToUnicodestream（オプション）Unicode値に文字コードをマッピングしたCMapファイルを含むストリーム（「テキストコンテンツの抽出」、9.10を参照してください）。

表121  - タイプ0フォント辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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operators beginnotdefchar, endnotdefchar, beginnotdefrange, and endnotdefrange within an embedded 
CMap file. They shall always map to a CID. If a matching notdef mapping is found, the CID selects a glyph in 
the associated descendant, which shall be a CIDFont. If no glyph exists for that CID, the glyph for CID 0 (which 
shall be present) shall be substituted. 

NOTE 5 The notdef mappings are similar to the . notdef character mechanism in simple fonts.

If the CMap does not contain either a character mapping or a notdef mapping for the code, descendant 0 shall 
be selected and the glyph for CID 0 shall be substituted from the associated CIDFont. 

If the code is invalid—that is, the bytes extracted from the string to be shown do not match any codespace 
range in the CMap—a substitute glyph is chosen as just described. The character mapping algorithm shall be 
reset to its original position in the string, and a modified mapping algorithm chooses the best partially matching 
codespace range: 

a) If the first byte extracted from the string to be shown does not match the first byte of any codespace range, 
the range having the shortest codes shall be chosen. 

b) Otherwise (that is, if there is a partial match), for each additional byte extracted, the code accumulated so 
far shall be matched against the beginnings of all longer codespace ranges until the longest such partial 
match has been found. If multiple codespace ranges have partial matches of the same length, the one 
having the shortest codes shall be chosen. 

The length of the codes in the chosen codespace range determines the total number of bytes to consume from 
the string for the current mapping operation. 

9.8 Font Descriptors

9.8.1 General

A font descriptor specifies metrics and other attributes of a simple font or a CIDFont as a whole, as distinct from 
the metrics of individual glyphs. These font metrics provide information that enables a conforming reader to 
synthesize a substitute font or select a similar font when the font program is unavailable. The font descriptor 
may also be used to embed the font program in the PDF file. 

Font descriptors shall not be used with Type 0 fonts. Beginning with PDF 1.5, font descriptors may be used with 
Type 3 fonts. 

A font descriptor is a dictionary whose entries specify various font attributes. The entries common to all font 
descriptors—for both simple fonts and CIDFonts—are listed in Table 122. Additional entries in the font 
descriptor for a CIDFont are described in 9.8.3, "Font Descriptors for CIDFonts". All integer values shall be 
units in glyph space. The conversion from glyph space to text space is described in 9.2.4, "Glyph Positioning 
and Metrics". 

Table 122 –  Entries common to all font descriptors  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall 
be FontDescriptor for a font descriptor. 

FontName name (Required) The PostScript name of the font. This name shall be the 
same as the value of BaseFont in the font or CIDFont dictionary that 
refers to this font descriptor. 

FontFamily byte string (Optional; PDF 1.5; should be used for Type 3 fonts in Tagged PDF 
documents) A byte string specifying the preferred font family name. 
EXAMPLE 1 For the font Times Bold Italic, the FontFamily is 

Times. 
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演算子beginnotdefchar、endnotdefchar、beginnotdefrange、および組み込みのCMapファイル内endnotdefrange。彼らはいつもCIDにマッピングするものとします。マッピングnotdef一致が見つかった場合、CIDはCIDFontでなければならない関連する子孫にグリフを選択します。グリフは、そのCIDのために存在しない場合、（存在しなければならない）CID 0のグリフは置換されていなければなりません。

注5 notdefマッピングがに似ています。シンプルなフォントの文字メカニズムnotdef。

CMapの文字マッピングまたはコードのnotdefマッピングのいずれかが含まれていない場合、子孫0が選択されなければならないとCID 0のグリフは、関連CIDFontから置換しなければなりません。

コードが無効、すなわち、CMapの代用グリフの任意のコードスペースの範囲と一致しない表示される文字列から抽出されたバイトである場合にだけ記載されるように選択されます。文字マッピングアルゴリズムは、文字列内の元の位置にリセットされなければならない、および修飾マッピングアルゴリズムは、最良の部分的に一致するコードスペースの範囲を選択します。

A）示される文字列から抽出された最初のバイトは、任意のコードスペース領域の最初のバイトに一致しない場合、最短のコードを有する範囲が選択されなければなりません。

B）最長のそのような部分的一致が見つかるまで、それ以外の場合（部分一致がある場合には、である）、抽出された追加の各バイトに対して、これまでに蓄積されたコードは、すべての長いコードスペースの範囲の始まりと照合しなければなりません。複数のコードスペース範囲は、同じ長さの部分的な一致がある場合、最短のコードを有するものが選択されなければなりません。

9.8フォントの記述

9.8.1一般的な

フォント記述子が指定するメトリックと、個々のグリフのメトリックは異なるような単純なフォントや全体としてCIDFontの他の属性、。これらのフォントメトリックは、代替フォントを合成フォントプログラムが利用できない場合、同様のフォントを選択するように適合リーダーを可能にする情報を提供します。フォント記述子は、PDFファイル内のフォントプログラムを埋め込むために使用することができます。

フォント記述子がタイプ0フォントで使用してはなりません。 PDF 1.5以降では、フォント記述子がタイプ3フォントを使用することができます。

フォント記述子は、そのエントリは、さまざまなフォント属性を指定した辞書です。すべてのフォントへのエントリの共通記述子は、両方のために、単純なフォントとCIDFonts-されている「CIDFontsのフォント記述子」、CIDFontのフォント記述子で122の追加エントリは9.8.3で説明されている表に記載されています。すべての整数値は、グリフ空間の単位でなければなりません。テキストスペースへのグリフ空間からの変換は9.2.4、「グリフ位置決めおよびメトリクス」に記載されています。

キータイプ値

FontFamilybyte列優先フォントファミリ名を指定するバイト文字列（オプション; PDF 1.5には、タグ付きPDF文書内のType 3フォントを使用する必要があります）。例1Forフォントタイムズ太字斜体は、のfontFamilyタイムズです。
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FontStretch name (Optional; PDF 1.5; should be used for Type 3 fonts in Tagged PDF 
documents) The font stretch value. It shall be one of these names 
(ordered from narrowest to widest): UltraCondensed, 
ExtraCondensed, Condensed, SemiCondensed, Normal, 
SemiExpanded, Expanded, ExtraExpanded or UltraExpanded. 
The specific interpretation of these values varies from font to font. 
EXAMPLE 2 Condensed in one font may appear most similar to 

Normal in another.

FontWeight number (Optional; PDF 1.5; should be used for Type 3 fonts in Tagged PDF 
documents) The weight (thickness) component of the fully-qualified 
font name or font specifier. The possible values shall be 100, 200, 300, 
400, 500, 600, 700, 800, or 900, where each number indicates a 
weight that is at least as dark as its predecessor. A value of 400 shall 
indicate a normal weight; 700 shall indicate bold.
The specific interpretation of these values varies from font to font. 
EXAMPLE 3 300 in one font may appear most similar to 500 in 

another.

Flags integer (Required) A collection of flags defining various characteristics of the 
font (see 9.8.2, "Font Descriptor Flags"). 

FontBBox rectangle (Required, except for Type 3 fonts) A rectangle (see 7.9.5, 
"Rectangles"), expressed in the glyph coordinate system, that shall 
specify the font bounding box. This should be the smallest rectangle 
enclosing the shape that would result if all of the glyphs of the font 
were placed with their origins coincident and then filled. 

ItalicAngle number (Required) The angle, expressed in degrees counterclockwise from 
the vertical, of the dominant vertical strokes of the font. 
EXAMPLE 4 The 9-o’clock position is 90 degrees, and the 3-

o’clock position is –90 degrees. 

The value shall be negative for fonts that slope to the right, as almost 
all italic fonts do.

Ascent number (Required, except for Type 3 fonts) The maximum height above the 
baseline reached by glyphs in this font. The height of glyphs for 
accented characters shall be excluded. 

Descent number (Required, except for Type 3 fonts) The maximum depth below the 
baseline reached by glyphs in this font. The value shall be a negative 
number. 

Leading number (Optional) The spacing between baselines of consecutive lines of text. 
Default value: 0. 

CapHeight number (Required for fonts that have Latin characters, except for Type 3 fonts)
The vertical coordinate of the top of flat capital letters, measured from 
the baseline. 

XHeight number (Optional) The font’s x height: the vertical coordinate of the top of flat 
nonascending lowercase letters (like the letter x), measured from the 
baseline, in fonts that have Latin characters. Default value: 0. 

StemV number (Required, except for Type 3 fonts) The thickness, measured 
horizontally, of the dominant vertical stems of glyphs in the font. 

StemH number (Optional) The thickness, measured vertically, of the dominant 
horizontal stems of glyphs in the font. Default value: 0. 

Table 122 –  Entries common to all font descriptors  (continued)

Key Type Value
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FontStretchname（オプション; PDF 1.5、タグ付きPDF文書にType 3フォントを使用する必要があります）フォントストレッチ値。 UltraCondensed、ExtraCondensed、要約、SemiCondensed、通常、SemiExpanded、拡張、ExtraExpandedまたはUltraExpanded：それは（狭いから最も広いに注文した）これらの名前のいずれかでなければなりません。これらの値の具体的な解釈は、フォントにフォントによって異なります。 1つのフォントでの実施例2の凝縮は別でノーマルに最も類似表示される場合があります。

FontWeightnumber完全修飾フォント名またはフォント指定の重量（厚さ）コンポーネント（オプション; PDF 1.5は、タグ付きPDF文書内のType 3フォントを使用する必要があります）。可能な値は、各番号は、その前身のような暗いとして少なくともある量を示し、100、200、300、400、500、600、700、800、または900でなければなりません。 400の値は、正常な体重を示さなければなりません。 700は、これらの値のbold.The特定の解釈は、フォント、フォントの変化を示しているものとします。実施例1つのフォントで3 300は、別の500に最も類似して見えることがあります。

Flagsinteger（必須）フォントの様々な特性を定義するフラグの集合（9.8.2、「フォント記述子フラグ」を参照）。

グリフで発現FontBBoxrectangle（タイプ3フォントを除く必須）矩形は（7.9.5、「四角形」を参照）、座標系、すなわちフォントバウンディングボックスを指定しなければなりません。これは、フォントのグリフの全ては、それらの起源と一致して配置され、次いで、充填した場合に生じる形状を囲む最小の矩形であるべきです。

度で表さItalicAnglenumber（必須）の角度は、フォントの支配的な垂直ストロークで、垂直から反時計回り。実施例4〜9時の位置は90度であり、3時の位置は-90°です。

値が右に傾きが、ほぼすべてのイタリック体のフォントが行うことをフォントの負のものでなければなりません。

Ascentnumber（必須、タイプ3フォントを除く）このフォントにグリフが到達したベースラインより上の最大高さ。アクセント文字のグリフの高さは除外されなければなりません。

Descentnumber（タイプ3フォントを除く必須）このフォントにおけるグリフが到達基準以下の最大深度。値が負の数でなければなりません。

CapHeightnumberは、縦がベースラインから測定フラット大文字のトップ、の座標（Type 3フォントを除き、ラテン文字を持っているフォントに必要です）。

XHeightnumber（オプション）フォントのx高さ：縦はラテン文字を持っているフォントで、ベースラインから測定（文字xのような）フラットnonascending小文字の手紙、の上の座標。デフォルト値：0。

支配的な垂直のStemVnumber（タイプ3フォントを除く必須）厚さ、水平測定は、フォントにグリフのステム。

StemHnumber（オプション）支配的な水平の垂直に測定された厚さは、フォントにグリフのステム。デフォルト値：0。

表122  - すべてのフォント記述子エントリ共通（続き）

キータイプ値



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 283

PDF 32000-1:2008

At most, only one of the FontFile, FontFile2, and FontFile3 entries shall be present.

9.8.2 Font Descriptor Flags

The value of the Flags entry in a font descriptor shall be an unsigned 32-bit integer containing flags specifying 
various characteristics of the font. Bit positions within the flag word are numbered from 1 (low-order) to 32 
(high-order). Table 123 shows the meanings of the flags; all undefined flag bits are reserved and shall be set to 
0 by conforming writers. Figure 48 shows examples of fonts with these characteristics. 

AvgWidth number (Optional) The average width of glyphs in the font. Default value: 0. 

MaxWidth number (Optional) The maximum width of glyphs in the font. Default value: 0. 

MissingWidth number (Optional) The width to use for character codes whose widths are not 
specified in a font dictionary’s Widths array. This shall have a 
predictable effect only if all such codes map to glyphs whose actual 
widths are the same as the value of the MissingWidth entry. Default 
value: 0. 

FontFile stream (Optional) A stream containing a Type 1 font program (see 9.9, 
"Embedded Font Programs"). 

FontFile2 stream (Optional; PDF 1.1) A stream containing a TrueType font program (see 
9.9, "Embedded Font Programs"). 

FontFile3 stream (Optional; PDF 1.2) A stream containing a font program whose format 
is specified by the Subtype entry in the stream dictionary (see 
Table 126). 

CharSet ASCII string 
or byte 
string

(Optional; meaningful only in Type 1 fonts; PDF 1.1) A string listing the 
character names defined in a font subset. The names in this string 
shall be in PDF syntax—that is, each name preceded by a slash (/). 
The names may appear in any order. The name . notdef shall be 
omitted; it shall exist in the font subset. If this entry is absent, the only 
indication of a font subset shall be the subset tag in the FontName
entry (see 9.6.4, "Font Subsets"). 

Table 123 –  Font flags  

Bit position Name Meaning

1 FixedPitch All glyphs have the same width (as opposed to proportional or 
variable-pitch fonts, which have different widths). 

2 Serif Glyphs have serifs, which are short strokes drawn at an angle on the 
top and bottom of glyph stems. (Sans serif fonts do not have serifs.) 

3 Symbolic Font contains glyphs outside the Adobe standard Latin character set. 
This flag and the Nonsymbolic flag shall not both be set or both be 
clear. 

4 Script Glyphs resemble cursive handwriting. 

6 Nonsymbolic Font uses the Adobe standard Latin character set or a subset of it. 

7 Italic Glyphs have dominant vertical strokes that are slanted. 

17 AllCap Font contains no lowercase letters; typically used for display purposes, 
such as for titles or headlines. 

Table 122 –  Entries common to all font descriptors  (continued)

Key Type Value
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せいぜい、FontFile、FontFile2、およびFontFile3エントリの一方のみが存在しなければなりません。

9.8.2フォント記述子のフラグ

FontFilestream（オプション）Type 1フォントプログラムを含むストリーム（「埋め込みフォントプログラム」、9.9を参照してください）。

FontFile2stream（オプション; PDF 1.1）TrueTypeフォントプログラムを含むストリーム（9.9、 "埋め込まれたフォントプログラム" を参照）。

CharSetASCII文字列またはバイト文字列

（オプション;唯一のType 1フォントで意味のある、PDF 1.1）フォントサブセットで定義された文字の名前をリストする文字列。この文字列内の名前はPDF構文-、スラッシュ（/）を付け、それぞれの名前であるものでなければなりません。名前は、任意の順序で表示されることがあります。名前 。 notdef省略しなければなりません。それは、フォントのサブセットに存在するものとします。このエントリが存在しない場合、フォントサブセットの唯一の指標は（9.6.4、「フォントサブセット」を参照）FontNameentryにおけるサブセットタグでなければなりません。

ビット位置名意味

（異なる幅を有する比例又は可変ピッチフォントとは対照的に）1つのFixedPitchすべてのグリフが同じ幅を有します。

2つのセリフグリフは、グリフの上下にある角度で描かれた短いストロークであるセリフを有するステム。 （サンセリフのフォントがセリフを持っていません。）

17 AllCapフォントには小文字が含まれていません。通常、このようなタイトルや見出し用などの表示目的で使用。

表122  - すべてのフォント記述子エントリ共通（続き）

キータイプ値
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The Nonsymbolic flag (bit 6 in the Flags entry) indicates that the font’s character set is the Adobe standard 
Latin character set (or a subset of it) and that it uses the standard names for those glyphs. This character set is 
shown in D.2, "Latin Character Set and Encodings". If the font contains any glyphs outside this set, the 
Symbolic flag shall be set and the Nonsymbolic flag shall be clear. In other words, any font whose character set 
is not a subset of the Adobe standard character set shall be considered to be symbolic. This influences the 
font’s implicit base encoding and may affect a conforming reader’s font substitution strategies. 

Figure 48 –  Characteristics represented in the Flags entry of a font descriptor

NOTE 1 This classification of nonsymbolic and symbolic fonts is peculiar to PDF. A font may contain additional 
characters that are used in Latin writing systems but are outside the Adobe standard Latin character set; PDF 
considers such a font to be symbolic. The use of two flags to represent a single binary choice is a historical 
accident. 

The ForceBold flag (bit 19) shall determine whether bold glyphs shall be painted with extra pixels even at very 
small text sizes by a conforming reader. If the ForceBold flag is set, features of bold glyphs may be thickened at 
small text sizes. 

NOTE 2 Typically, when glyphs are painted at small sizes on very low-resolution devices such as display screens, 
features of bold glyphs may appear only 1 pixel wide. Because this is the minimum feature width on a pixel-
based device, ordinary (nonbold) glyphs also appear with 1-pixel-wide features and therefore cannot be 
distinguished from bold glyphs. 

18 SmallCap Font contains both uppercase and lowercase letters. The uppercase 
letters are similar to those in the regular version of the same typeface 
family. The glyphs for the lowercase letters have the same shapes as 
the corresponding uppercase letters, but they are sized and their 
proportions adjusted so that they have the same size and stroke 
weight as lowercase glyphs in the same typeface family. 

19 ForceBold See description after Note 1 in this sub-clause. 

Table 123 –  Font flags  (continued)

Bit position Name Meaning

The quick brown fox jumped.

The quick brown fox jumped.

The quick brown fox jumped.

✴❈❅ ❑◆❉❃❋ ❂❒❏◗■ ❆❏❘ ❊◆❍❐❅❄✎

The quick brown fox jumped.

The quick brown fox jumped.

The quick brown fox jumped

The quick brown fox jumped.

Fixed-pitch font

Serif font

Sans serif font

Symbolic font

Script font

Italic font

All-cap font

Small-cap font
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Nonsymbolicフラッグ（旗エントリ内のビット6）は、フォントの文字セットは、Adobe標準ラテン文字セット（またはその一部）であることを示し、それはそれらのグリフのための標準的な名前を使用します。この文字セットは「ラテン文字セットとエンコーディング」、D.2に示されています。フォントがこのセット外のグリフが含まれている場合は、シンボリックフラグが設定されなければならないとNonsymbolicフラグが明確でなければなりません。言い換えれば、その文字セットのAdobe標準文字セットのサブセットではありません任意のフォントが象徴的であることを考慮しなければなりません。これは、フォントの暗黙のベースエンコーディングに影響を与えると合致読者のフォント置換戦略に影響を与える可能性があります。

図48  - フォント記述子のFlagsエントリで表現特性

ForceBoldフラグ（ビット19）は、太字のグリフも適合リーダによる非常に小さなテキストサイズで、余分なピクセルで塗装しなければならないかどうかを決定しなければなりません。 ForceBoldフラグが設定されている場合、大胆なグリフの特徴は小さなテキストサイズで厚くすることができます。

グリフは、ディスプレイ画面のような非常に低解像度のデバイス上の小さなサイズで描かれている場合注2典型的に、大胆なグリフの特徴は、1ピクセル幅現れ得ます。このピクセルベースのデバイス上の最小特徴幅であるため、通常の（太字以外の）グリフはまた、1ピクセル幅の機能と表示され、したがって、太字グリフと区別することはできません。

18 SmallCapFontは、大文字と小文字の両方が含まれています。大文字は同じ書体ファミリーの正規版と同様です。小文字のためのグリフは、対応する大文字と同じ形状を有するが、それらは同じ書体ファミリーの小文字グリフと同じ大きさとストローク量を有するように、それらはサイズであり、その比率が調整されます。

表123  - フォントフラグ（続き）

ビット位置名意味

迅速な茶色のキツネは跳ね上がりました。

迅速な茶色のキツネは跳ね上がりました。

迅速な茶色のキツネは跳ね上がりました。

✴❈❅❑◆❉❃❋❂❒❏◗■❆❏|❊◆❍❐❅❄✎The速い茶色のキツネが跳ね上がりました。

迅速な茶色のキツネは跳ね上がりました。

速い茶色のキツネが跳ね上がっ

迅速な茶色のキツネは跳ね上がりました。

固定ピッチフォント

セリフフォント

サンセリフフォント

シンボリックフォント

Scriptフォント

斜体フォント

すべてのキャップフォント

小型株のフォント
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EXAMPLE This code sample illustrates a font descriptor whose Flags entry has the Serif, Nonsymbolic, and 
ForceBold flags (bits 2, 6, and 19) set.  
 
7 0 obj 

<<  /Type /FontDescriptor 
 /FontName /AGaramond-Semibold 
 /Flags 262178 % Bits 2, 6, and 19 
 /FontBBox [ −177 −269 1123 866 ] 
 /MissingWidth 255 
 /StemV 105 
 /StemH 45 
 /CapHeight 660 
 /XHeight 394 
 /Ascent 720 
 /Descent −270 
 /Leading 83 
 /MaxWidth 1212 
 /AvgWidth 478 
 /ItalicAngle 0 

>> 
endobj

9.8.3 Font Descriptors for CIDFonts

9.8.3.1 General

In addition to the entries in Table 122, the FontDescriptor dictionaries of CIDFonts may contain the entries 
listed in Table 124. 

9.8.3.2 Style

The Style dictionary contains entries that define style attributes and values for the CIDFont. Only the Panose
entry is defined. The value of Panose shall be a 12-byte string consisting of these elements: 

Table 124 –  Additional font descriptor entries for CIDFonts  

Key Type Value

Style dictionary (Optional) A dictionary containing entries that describe the style of the glyphs in 
the font (see 9.8.3.2, "Style"). 

Lang name (Optional; PDF 1.5) A name specifying the language of the font, which may be 
used for encodings where the language is not implied by the encoding itself. 
The value shall be one of the codes defined by Internet RFC 3066, Tags for the 
Identification of Languages or (PDF 1.0) 2-character language codes defined 
by ISO 639 (see the Bibliography). If this entry is absent, the language shall be 
considered to be unknown.

FD dictionary (Optional) A dictionary whose keys identify a class of glyphs in a CIDFont. 
Each value shall be a dictionary containing entries that shall override the 
corresponding values in the main font descriptor dictionary for that class of 
glyphs (see 9.8.3.3, "FD"). 

CIDSet stream (Optional) A stream identifying which CIDs are present in the CIDFont file. If 
this entry is present, the CIDFont shall contain only a subset of the glyphs in 
the character collection defined by the CIDSystemInfo dictionary. If it is 
absent, the only indication of a CIDFont subset shall be the subset tag in the 
FontName entry (see 9.6.4, "Font Subsets"). 
The stream’s data shall be organized as a table of bits indexed by CID. The bits 
shall be stored in bytes with the high-order bit first. Each bit shall correspond to 
a CID. The most significant bit of the first byte shall correspond to CID 0, the 
next bit to CID 1, and so on. 
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例このサンプルコードは、そのフラグエントリセリフ、Nonsymbolic、及びForceBoldフラグ（ビット2,6、および19）セットを持つフォント記述を示します。 7 0 OBJ << /タイプ/ FontDescriptor /のFontName / AGaramond-Semibold /フラグ262178%ビット2,6、および19 / FontBBox [-177 -269 1123 866] / MissingWidth 255 / StemV 105 / StemH 45 / CAPHEIGHT 660 / XHeight 394 /アセント720 /ディセント-270 /大手83 / MaxWidthの1212 / AvgWidth 478 /れるItalicAngle 0 >> endobj

CIDFonts用9.8.3フォントの記述

9.8.3.1一般的な

テーブル122内のエントリに加えて、CIDFontsのFontDescriptor辞書は、表124に列挙された項目を含んでいてもよいです。

9.8.3.2スタイル

キータイプ値

Styledictionary（オプション）フォント内のグリフのスタイルを記述したエントリを含む辞書（9.8.3.2、「スタイル」を参照してください）。

Langname（オプション、PDF 1.5）言語自体をコードによって暗示されていない符号化に使用することができるフォントの言語を指定する名前。値は、インターネットRFC 3066で定義されたコードのいずれかでなければならない、言語識別のためのタグや（PDF 1.0）ISO 639で定義された2文字の言語コードは、（参考文献を参照します）。このエントリが存在しない場合は、言語が不明であることを考慮しなければなりません。

FDdictionary（オプション）、そのキーCIDFontのグリフのクラスを識別辞書。各値は、グリフのそのクラスの主フォント記述子辞書に対応する値をオーバーライドしなければならないエントリを（9.8.3.3、「FD」を参照）を含む辞書でなければなりません。

CIDSetstream（オプション）CIDFontファイル内に存在するCIDを識別するストリーム。このエントリが存在する場合、CIDFontはCIDSystemInfo辞書で定義されている文字集合内のグリフのサブセットのみを含まなければなりません。それが存在しない場合、CIDFontサブセットの唯一の指標は（9.6.4、「フォントサブセット」を参照）のFontNameエントリのサブセットタグでなければなりません。ストリームのデータは、CIDによってインデックス付けビットのテーブルとして組織されなければなりません。上位の最初のビットとのビットがバイト単位で格納されなければなりません。各ビットはCIDに対応しなければなりません。最初のバイトの最上位ビットはCID 0、CID 1の次のビットに対応し、そうでなければなりません。
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• The font family class and subclass ID bytes, given in the sFamilyClass field of the “OS/2” table in a 
TrueType font. This field is documented in Microsoft’s TrueType 1.0 Font Files Technical Specification. 

• Ten bytes for the PANOSE classification number for the font. The PANOSE classification system is 
documented in Hewlett-Packard Company’s PANOSE Classification Metrics Guide. 

See the Bibliography for more information about these documents. 

EXAMPLE This is an example of a Style entry in the font descriptor:  
 
/Style << /Panose < 01 05 02 02 03 00 00 00 00 00 00 00 > >>

9.8.3.3 FD

A CIDFont may be made up of different classes of glyphs, each class requiring different sets of the font-wide 
attributes that appear in font descriptors.

EXAMPLE 1 Latin glyphs, for example, may require different attributes than kanji glyphs. 

The font descriptor shall define a set of default attributes that apply to all glyphs in the CIDFont. The FD entry in 
the font descriptor shall contain exceptions to these defaults. 

The key for each entry in an FD dictionary shall be the name of a class of glyphs—that is, a particular subset of 
the CIDFont’s character collection. The entry’s value shall be a font descriptor whose contents shall override 
the font-wide attributes for that class only. This font descriptor shall contain entries for metric information only; it 
shall not include FontFile, FontFile2, FontFile3, or any of the entries listed in Table 122. 

The FD dictionary should contain at least the metrics for the proportional Latin glyphs. With the information for 
these glyphs, a more accurate substitution font can be created. 

The names of the glyph classes depend on the character collection, as identified by the Registry, Ordering, 
and Supplement entries in the CIDSystemInfo dictionary. Table 125 lists the valid keys for the Adobe-GB1, 
Adobe-CNS1, Adobe-Japan1, Adobe-Japan2, and Adobe-Korea1 character collections.
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•TrueTypeフォントで「OS / 2」テーブルのsFamilyClassフィールドで指定したフォントファミリのクラスとサブクラスIDバイト、。このフィールドは、MicrosoftののTrueTypeフォントファイル1.0技術仕様書に記載されています。

例このフォント記述子のスタイルエントリの例である：/スタイル<< /パノース<01 05 02 02 03 00 00 00 00 00 00 00> >>

9.8.3.3 FD

A CIDFontは、グリフの異なるクラスのフォント記述子に表示されたフォント全体の属性の異なるセットを必要とする各クラスを構成してもよいです。

【実施例1ラテングリフは、例えば、漢字のグリフとは異なる属性を必要とするかもしれません。

FD辞書の各エントリのキーは、CIDFontの文字コレクションの特定のサブセットであるグリフ-のクラスの名前でなければなりません。エントリの値はその内容だけで、そのクラスのフォント全体の属性を上書きするものとフォント記述しなければなりません。このフォント記述子は唯一のメトリック情報のエントリを含まなければなりません。それはFontFile、FontFile2、FontFile3、又は表122に列挙されたエントリのいずれかを含んではなりません。

FD辞書は比例ラテンのグリフのための少なくともメトリックが含まれている必要があります。これらのグリフのための情報を使用して、より正確な置換フォントを作成することができます。

CIDSystemInfo辞書に登録、注文、およびサプリメントのエントリによって識別されるグリフクラスの名前は、文字コレクションに依存します。表125のリストはAdobe-GB1、アドビCNS1は、Adobe-Japan1、アドビ-Japan2、およびAdobe-Korea1文字のコレクションのための有効なキー。
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Table 125 –  Glyph classes in CJK fonts  

Character Collection Class Glyphs in Class

Adobe-GB1 Alphabetic
Dingbats
Generic
Hanzi
HRoman
HRomanRot
Kana
Proportional
ProportionalRot

Full-width Latin, Greek, and Cyrillic glyphs
Special symbols
Typeface-independent glyphs, such as line-drawing 
Full-width hanzi (Chinese) glyphs 
Half-width Latin glyphs 
Same as HRoman but rotated for use in vertical writing 
Japanese kana (katakana and hiragana) glyphs 
Proportional Latin glyphs 
Same as Proportional but rotated for use in vertical 
writing 

Adobe-CNS1 Alphabetic
Dingbats
Generic
Hanzi
HRoman
HRomanRot
Kana
Proportional
ProportionalRot

Full-width Latin, Greek, and Cyrillic glyphs 
Special symbols 
Typeface-independent glyphs, such as line-drawing 
Full-width hanzi (Chinese) glyphs 
Half-width Latin glyphs 
Same as HRoman but rotated for use in vertical writing 
Japanese kana (katakana and hiragana) glyphs 
Proportional Latin glyphs 
Same as Proportional but rotated for use in vertical 
writing 

Adobe-Japan1 Alphabetic
AlphaNum
Dingbats
DingbatsRot
Generic
GenericRot
HKana
HKanaRot
HRoman
HRomanRot
Kana
Kanji
Proportional
ProportionalRot

Ruby

Full-width Latin, Greek, and Cyrillic glyphs 
Numeric glyphs 
Special symbols 
Same as Dingbats but rotated for use in vertical writing 
Typeface-independent glyphs, such as line-drawing 
Same as Generic but rotated for use in vertical writing 
Half-width kana (katakana and hiragana) glyphs 
Same as HKana but rotated for use in vertical writing 
Half-width Latin glyphs 
Same as HRoman but rotated for use in vertical writing 
Full-width kana (katakana and hiragana) glyphs 
Full-width kanji (Chinese) glyphs 
Proportional Latin glyphs 
Same as Proportional but rotated for use in vertical 
writing 
Glyphs used for setting ruby (small glyphs that serve to 
annotate other glyphs with meanings or readings) 

Adobe-Japan2 Alphabetic
Dingbats
HojoKanji

Full-width Latin, Greek, and Cyrillic glyphs 
Special symbols 
Full-width kanji glyphs 
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クラスでの文字のコレクションクラスグリフ

アドビGB1AlphabeticDingbatsGenericHanziHRomanHRomanRotKanaProportionalProportionalRot

全角ラテン語、ギリシャ語、および線画全角漢字（中国語）HRomanと同じ半角ラテングリフをグリフが、縦書き、日本の仮名（カタカナとひらがな）で使用するために回転させるなどのキリルglyphsSpecial symbolsTypefaceに依存しないグリフ、グリフ比例ラテン語は比例と同じグリフが、縦書きで使用するために回転させます

アドビCNS1AlphabeticDingbatsGenericHanziHRomanHRomanRotKanaProportionalProportionalRot

全角ラテン語、ギリシャ語、およびキリル文字のグリフ特殊記号書体に依存しないように半角ラテンのグリフHRomanと同じですが、縦書きかなで使用するために回転線画全角漢字（中国語）グリフとしてのグリフ、（カタカナとひらがな）比例と同じ比例ラテンのグリフをグリフが、縦書きで使用するために回転させます

アドビJapan1AlphabeticAlphaNumDingbatsDingbatsRotGenericGenericRotHKanaHKanaRot

HRomanHRomanRotKanaKanjiProportionalProportionalRot

ルビー

全角ラテン語、ギリシャ語、およびキリル文字のグリフ数値グリフ特別ばかだと同じ記号が、のような、縦書き書体に依存しないグリフで使用するために回転線画ジェネリックと同じですが、縦書き半角カナでの使用のために回転（カタカナひらがな）がHKanaと同じグリフが、縦書きで使用するために回転させます

アドビJapan2AlphabeticDingbatsHojoKanji

全角ラテン語、ギリシャ語、およびキリル文字のグリフ特殊記号全角漢字グリフ



PDF 32000-1:2008

288 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

EXAMPLE 2 This example illustrates an FD dictionary containing two entries.  
 
/FD  <<  /Proportional 25 0 R 

    /HKana 26 0 R 
  >> 

 
25 0 obj 

<<  /Type /FontDescriptor 
 /FontName /HeiseiMin-W3-Proportional 
 /Flags 2 
 /AvgWidth 478 
 /MaxWidth 1212 
 /MissingWidth 250 
 /StemV 105 
 /StemH 45 
 /CapHeight 660 
 /XHeight 394 
 /Ascent 720 
 /Descent −270 
 /Leading 83 

>> 
endobj 
 
26 0 obj 

<<  /Type /FontDescriptor 
 /FontName /HeiseiMin-W3-HKana 
 /Flags 3 
 /AvgWidth 500 
 /MaxWidth 500 
 /MissingWidth 500 
 /StemV 50 
 /StemH 75 
 /Ascent 720 
 /Descent 0 
 /Leading 83 

>> 
endobj

9.9 Embedded Font Programs

A font program may be embedded in a PDF file as data contained in a PDF stream object. 

NOTE 1 Such a stream object is also called a font file by analogy with font programs that are available from sources 
external to the conforming writer. 

 Adobe-Korea1  Alphabetic
Dingbats
Generic
Hangul
Hanja
HRoman
HRomanRot
Kana
Proportional
ProportionalRot

Full-width Latin, Greek, and Cyrillic glyphs 
Special symbols 
Typeface-independent glyphs, such as line-drawing 
Hangul and jamo glyphs 
Full-width hanja (Chinese) glyphs 
Half-width Latin glyphs 
Same as HRoman but rotated for use in vertical writing 
Japanese kana (katakana and hiragana) glyphs 
Proportional Latin glyphs 
Same as Proportional but rotated for use in vertical 
writing 

Table 125 –  Glyph classes in CJK fonts  (continued)

Character Collection Class Glyphs in Class
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実施例2Thisの例は、2つのエントリを含むFD辞書を示します。 / FD << /プロポーショナル25 0 R / HKana 26 0 R >> 25 0 OBJ << /タイプ/ FontDescriptor /のFontName / HeiseiMin-W3比例/フラグ2 / AvgWidth 478 / MaxWidthの1212 / MissingWidth 250 / StemV 105 / StemH 45 / CAPHEIGHT 660 / XHeight 394 /アセント720 /降下-270 /リーディング83 >> endobj 26 0 OBJ << /タイプ/ FontDescriptor /のFontName / HeiseiMin-W3-HKana /フラグ3 / AvgWidth 500 / MaxWidthの500 / MissingWidth 500 / StemV 50 / StemH 75 /アセント720 /ディセント0 /大手83 >> endobj

9.9組込みフォントプログラム

このようHRomanと同じ線画ハングルとJAMOグリフ全角漢字（中国語）グリフ半角ラテンのグリフとしてではなく、フル幅ラテン語、ギリシャ語、およびキリル文字のグリフ特殊記号書体に依存しないグリフは、縦書きの日本語での使用のために回転しましたカナ（カタカナとひらがな）は比例と同じ比例ラテンのグリフをグリフが、縦書きで使用するために回転させます

表125  -  CJKフォントでグリフクラス（続き）

クラスでの文字のコレクションクラスグリフ
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Font programs are subject to copyright, and the copyright owner may impose conditions under which a font 
program may be used. These permissions are recorded either in the font program or as part of a separate 
license. One of the conditions may be that the font program cannot be embedded, in which case it should not 
be incorporated into a PDF file. A font program may allow embedding for the sole purpose of viewing and 
printing the document but not for creating new or modified text that uses the font (in either the same document 
or other documents). The latter operation would require the user performing the operation to have a licensed 
copy of the font program, not a copy extracted from the PDF file. In the absence of explicit information to the 
contrary, embedded font programs shall be used only to view and print the document and not for any other 
purposes. 

Table 126 summarizes the ways in which font programs shall be embedded in a PDF file, depending on the 
representation of the font program. The key shall be the name used in the font descriptor to refer to the font file 
stream; the subtype shall be the value of the Subtype key, if present, in the font file stream dictionary. Further 
details of specific font program representations are given below. 

Table 126 –  Embedded font organization for various font types  

Key Subtype Description

FontFile — Type 1 font program, in the original (noncompact) format described 
in Adobe Type 1 Font Format. This entry may appear in the font 
descriptor for a Type1 or MMType1 font dictionary. 

FontFile2 — (PDF 1.1) TrueType font program, as described in the TrueType 
Reference Manual. This entry may appear in the font descriptor for 
a TrueType font dictionary or (PDF 1.3) for a CIDFontType2
CIDFont dictionary. 

FontFile3 Type1C (PDF 1.2) Type 1–equivalent font program represented in the 
Compact Font Format (CFF), as described in Adobe Technical Note 
#5176, The Compact Font Format Specification. This entry may 
appear in the font descriptor for a Type1 or MMType1 font 
dictionary. 

FontFile3 CIDFontType0C (PDF 1.3) Type 0 CIDFont program represented in the Compact 
Font Format (CFF), as described in Adobe Technical Note #5176, 
The Compact Font Format Specification. This entry may appear in 
the font descriptor for a CIDFontType0 CIDFont dictionary. 
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フォントプログラムは、著作権の対象であり、著作権所有者は、フォントプログラムを使用することができる条件を課すことができます。これらの権限は、フォントプログラム、あるいは個別のライセンスの一部として記録されています。条件の一つは、PDFファイルに組み込まれるべきでない場合には、フォントプログラムを埋め込むことができないということかもしれません。フォントプログラムが文書を表示および印刷の唯一の目的のためではなく、（同じ文書または他の文書のいずれかで）フォントを使用して、新規または変更されたテキストを作成するために埋め込むことが可能になります。後者の操作は、フォントプログラムのライセンスコピーを持っている操作を実行しているユーザーではなく、PDFファイルから抽出されたコピーが必要になります。反対に明示的な情報がない場合には、埋め込みフォントプログラムは、他の目的のための文書ではなくを表示して印刷するためにのみ使用されなければなりません。

表126は、フォントプログラムは、PDFファイルに埋め込まれたフォントプログラムの表現に依存するものとする方法をまとめたものです。キーは、フォントファイルストリームを参照するために、フォント記述子で使用した名前でなければなりません。存在する場合、サブタイプは、フォントファイルストリーム辞書に、サブタイプキーの値でなければなりません。特定のフォントプログラム表現の更なる詳細を以下に示します。

主なサブタイプの説明

FontFile-タイプ1フォントプログラムは、元の（非コンパクト）形式でのAdobe Type 1フォント形式で記述しました。このエントリは、タイプ1またはMMType1フォント辞書のフォント記述子に表示される場合があります。

FontFile2-（PDF 1.1）のTrueTypeフォントプログラム、マニュアルのTrueTypeリファレンスで説明したように。このエントリはCIDFontType2CIDFont辞書用のTrueTypeフォント辞書や（PDF 1.3）用のフォント記述子に表示されることがあります。

FontFile3 Type1C（PDF 1.2）は、アドビテクニカルノート＃5176、コンパクトフォントフォーマット仕様で説明したように、コンパクトフォントフォーマット（CFF）で表さ1相当のフォントプログラムを入力します。このエントリは、タイプ1またはMMType1フォント辞書のフォント記述子に表示される場合があります。

FontFile3 CIDFontType0C（PDF 1.3）は、アドビテクニカルノート＃5176、コンパクトフォントフォーマット仕様で説明したように、コンパクトフォントフォーマット（CFF）で表さ0 CIDFontプログラムを入力します。このエントリはCIDFontType0 CIDFont辞書用のフォント記述子に表示される場合があります。
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The stream dictionary for a font file shall contain the normal entries for a stream, such as Length and Filter
(listed in Table 5), plus the additional entries listed in Table 127. 

NOTE 2 A standard Type 1 font program, as described in the Adobe Type 1 Font Format specification, consists of three 
parts: a clear-text portion (written using PostScript syntax), an encrypted portion, and a fixed-content portion. 
The fixed-content portion contains 512 ASCII zeros followed by a cleartomark operator, and perhaps followed 

FontFile3 OpenType (PDF 1.6) OpenType® font program, as described in the OpenType 
Specification v.1.4 (see the Bibliography). OpenType is an 
extension of TrueType that allows inclusion of font programs that 
use the Compact Font Format (CFF). 
A FontFile3 entry with an OpenType subtype may appear in the 
font descriptor for these types of font dictionaries:
• A TrueType font dictionary or a CIDFontType2 CIDFont 

dictionary, if the embedded font program contains a “glyf” table. 
In addition to the “glyf” table, the font program must include 
these tables: “head”, “hhea”, “hmtx”, “loca”, and “maxp”. The 
“cvt ” (notice the trailing SPACE), “fpgm”, and “prep” tables must 
also be included if they are required by the font instructions.

• A CIDFontType0 CIDFont dictionary, if the embedded font 
program contains a “CFF ” table (notice the trailing SPACE) with 
a Top DICT that uses CIDFont operators (this is equivalent to 
subtype CIDFontType0C). In addition to the “CFF ” table, the 
font program must include the “cmap” table.

• A Type1 font dictionary or CIDFontType0 CIDFont dictionary, if 
the embedded font program contains a “CFF ” table without 
CIDFont operators. In addition to the “CFF ” table, the font 
program must include the “cmap” table.

The OpenType Specification describes a set of required tables; 
however, not all tables are required in the font file, as described for 
each type of font dictionary that can include this entry. 
NOTE The absence of some optional tables (such as those 

used for advanced line layout) may prevent editing of 
text containing the font.

Table 127 –  Additional entries in an embedded font stream dictionary  

Key Type Value

Length1 integer (Required for Type 1 and TrueType fonts) The length in bytes of the clear-text 
portion of the Type 1 font program, or the entire TrueType font program, after it has 
been decoded using the filters specified by the stream’s Filter entry, if any. 

Length2 integer (Required for Type 1 fonts) The length in bytes of the encrypted portion of the Type 
1 font program after it has been decoded using the filters specified by the stream’s 
Filter entry. 

Length3 integer (Required for Type 1 fonts) The length in bytes of the fixed-content portion of the 
Type 1 font program after it has been decoded using the filters specified by the 
stream’s Filter entry. If Length3 is 0, it indicates that the 512 zeros and 
cleartomark have not been included in the FontFile font program and shall be 
added by the conforming reader. 

Subtype name (Required if referenced from FontFile3; PDF 1.2) A name specifying the format of 
the embedded font program. The name shall be Type1C for Type 1 compact fonts, 
CIDFontType0C for Type 0 compact CIDFonts, or OpenType for OpenType fonts. 

Metadata stream (Optional; PDF 1.4) A metadata stream containing metadata for the embedded font 
program (see 14.3.2, "Metadata Streams"). 

Table 126 –  Embedded font organization for various font types  (continued)

Key Subtype Description

PDF 32000-1：2008

290©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

フォントファイルのストリーム辞書は、（表5に列挙された）長さとフィルタとしてストリームの通常のエントリに加えて、表127に列挙された追加のエントリを含まなければなりません。

注2 A標準タイプ1フォントプログラムは、Adobe Type 1フォント形式仕様に記載されているように、3つの部分から構成：（ポストスクリプト構文を使用して書かれた）クリアテキスト部分、暗号化された部分、および固定コンテンツ部分。固定コンテンツ部分はcleartomarkオペレータ続い512個のASCIIゼロを含み、おそらく続きます

FontFile3のOpenType OpenTypeの仕様v1.4にで説明したように（PDF 1.6）のOpenType®フォントプログラム、（参考文献を参照）。 OpenTypeのコンパクトフォントフォーマット（CFF）を使用するフォントプログラムの包含を可能にするのTrueTypeの拡張です。埋め込みフォントプログラムは「glyf」テーブルが含まれている場合、•AのTrueTypeフォント辞書やCIDFontType2 CIDFont辞書：OpenTypeのサブタイプとA FontFile3エントリは、フォント辞書のこれらの種類のフォント記述子に表示される場合があります。 「頭」、「hhea」、「hmtx」、「ロカ」、および「をmaxP」：「glyf」テーブルに加えて、フォントプログラムは、これらのテーブルを含める必要があります。それらは、フォントの指示により必要とされている場合は、「CVT」（予告末尾のSPACE）、「FPGM」、および「準備」の表も含まれている必要があります。•A CIDFontType0 CIDFont辞書、埋め込みフォントプログラムは「CFF」テーブルが含まれている場合CIDFont演算子を使用してトップDICT（これはサブタイプCIDFontType0Cに相当する）と（通知末尾のスペース）。埋め込みフォントプログラムがCIDFont事業者なし「CFF」テーブルが含まれている場合、「CFF」テーブルに加えて、フォントプログラムは、「CMAP」テーブル。•AのType1フォント辞書やCIDFontType0 CIDFont辞書を含める必要があります。 「CFF」テーブルに加えて、フォント・プログラム「とは、CMAP」table.The OpenTypeの仕様は、必要なテーブルのセットを記述を含まなければなりません。このエントリーを含むことができ、フォント辞書の種類ごとに説明したようしかし、いないすべてのテーブルは、フォントファイルに必要とされています。 NOTE（高度なラインレイアウトに使用されるもののような）いくつかのオプションのテーブルが存在しないフォントを含むテキストの編集を防止することができます。

キータイプ値

Length1integer（タイプ1とTrueTypeフォントのための必須）Type 1フォントプログラムのクリアテキストの一部、または全体のTrueTypeフォントプログラムのバイト単位の長さ、それはフィルターを使用してデコードされた後は、次の場合、ストリームのフィルタエントリで指定されましたどれか。

Length3integer（Type 1フォントは必須）Type 1フォントプログラムの固定コンテンツ部分のバイト単位の長さ、それがストリームのフィルタエントリで指定されたフィルタを用いて復号された後。 Length3が0である場合、それは512ゼロとcleartomarkがFontFileフォントプログラムに含まれていないと適合リーダによって追加されなければならないことを示しています。

Subtypename（FontFile3から参照する場合は必須です。PDF 1.2）埋め込みフォントプログラムの形式を指定する名前。名前は、タイプ1のコンパクトフォント、OpenTypeフォントのためのタイプ0のコンパクトCIDFonts、またはOpenTypeのためのCIDFontType0CためType1Cしなければなりません。

Metadatastream（オプション; PDF 1.4）埋め込みフォントプログラムのメタデータを含むメタデータストリーム（14.3.2、「メタデータストリーム」を参照）。

表126  - さまざまなフォントのタイプの埋め込みフォント組織（続き）

主なサブタイプの説明
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by additional data. Although the encrypted portion of a standard Type 1 font may be in binary or ASCII 
hexadecimal format, PDF supports only the binary format. However, the entire font program may be encoded 
using any filters. 

EXAMPLE This code shows the structure of an embedded standard Type 1 font.  
 
12 0 obj 

<<  /Filter /ASCII85Decode 
 /Length 41116 
 /Length1 2526 
 /Length2 32393 
 /Length3 570 

>> 
stream 
,p>`rDKJj'E+LaU0eP.@+AH9dBOu$hFD55nC 
… Omitted data … 
JJQ&Nt')<=^p&mGf(%:%h1%9c//K(/*o=.C>UXkbVGTrr~> 
endstream 
endobj

As noted in Table 126, a Type 1–equivalent font program or a Type 0 CIDFont program may be represented in 
the Compact Font Format (CFF). The Length1, Length2, and Length3 entries are not needed in that case and 
shall not be present. Although CFF enables multiple font or CIDFont programs to be bundled together in a 
single file, an embedded CFF font file in PDF shall consist of exactly one font or CIDFont (as appropriate for the 
associated font dictionary). 

According to the Adobe Type 1 Font Format specification, a Type 1 font program may contain a PaintType
entry specifying whether the glyphs’ outlines are to be filled or stroked. For fonts embedded in a PDF file, this 
entry shall be ignored; the decision whether to fill or stroke glyph outlines is entirely determined by the PDF text 
rendering mode parameter (see 9.3.6, "Text Rendering Mode"). This shall also applies to Type 1 compact fonts 
and Type 0 compact CIDFonts. 

A TrueType font program may be used as part of either a font or a CIDFont. Although the basic font file format 
is the same in both cases, there are different requirements for what information shall be present in the font 
program. These TrueType tables shall always be present if present in the original TrueType font program: 
“head”, “hhea”, “loca”, “maxp”, “cvt”, “prep”, “glyf”, “hmtx”, and “fpgm”. If used with a simple font dictionary, the 
font program shall additionally contain a cmap table defining one or more encodings, as discussed in 9.6.6.4, 
"Encodings for TrueType Fonts". If used with a CIDFont dictionary, the cmap table is not needed and shall not 
be present, since the mapping from character codes to glyph descriptions is provided separately. 

The “vhea” and “vmtx” tables that specify vertical metrics shall never be used by a conforming reader. The only 
way to specify vertical metrics in PDF shall be by means of the DW2 and W2 entries in a CIDFont dictionary. 

NOTE 3 Beginning with PDF 1.6, font programs may be embedded using the OpenType format, which is an extension 
of the TrueType format that allows inclusion of font programs using the Compact Font Format (CFF). It also 
allows inclusion of data to describe glyph substitutions, kerning, and baseline adjustments. In addition to 
rendering glyphs, conforming readers may use the data in OpenType fonts to do advanced line layout, 
automatically substitute ligatures, provide selections of alternate glyphs to users, and handle complex writing 
scripts.

The process of finding glyph descriptions in OpenType fonts by a conforming reader shall be the following: 

• For Type 1 fonts using “CFF” tables, the process shall be as described in 9.6.6.2, "Encodings for Type 1 
Fonts".

• For TrueType fonts using “glyf” tables, the process shall be as described in 9.6.6.4, "Encodings for 
TrueType Fonts". Since this process sometimes produces ambiguous results, conforming writers, instead 
of using a simple font, shall use a Type 0 font with an Identity-H encoding and use the glyph indices as 
character codes, as described following Table 118.
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追加のデータによる。標準タイプ1フォントの暗号化された部分は、バイナリまたはASCII 16進数、PDFのサポートのみ、バイナリ形式であってもよいです。しかし、全体のフォントプログラムは、任意のフィルタを使用して符号化することができます。

実施例このコードは、埋め込まれた標準タイプ1フォントの構造を示しています。 12 0 OBJ << /フィルター/ ASCII85Decode /長41116 /長さ1 2526 / LENGTH2 32393 / Length3 570 >>ストリーム、P> `rDKJj'E + LaU0eP。@ + AH9dBOu $ hFD55nC ...中略データ... JJQ＆Ntの '）<= ^ P＆MGF （％：％H1％9C // K（/ * O = .C> UXkbVGTrr〜> endstream endobj

表126で述べたように、タイプ1相当フォントプログラムまたはタイプ0 CIDFontプログラムは、コンパクトフォントフォーマット（CFF）で表すことができます。長さ1、LENGTH2、およびLength3エントリは、その場合に必要とされず、存在してはなりません。 CFFは、複数のフォントやCIDFontプログラムが単一のファイルにまとめることを可能にするが、PDFの埋め込みCFFフォントファイルは、1つのフォントまたは（関連フォント辞書に応じて）CIDFontで構成します。

アドビタイプ1フォントフォーマットの仕様によると、Type 1フォントプログラムは、グリフアウトラインを埋めたりストロークするかどうかを指定するPaintTypeentryが含まれていてもよいです。 PDFファイルに埋め込まれたフォントの場合、このエントリは無視されなければなりません。塗りまたは線のグリフのアウトラインを完全にPDFのテキストレンダリングモードパラメータによって決定されているかどうかの決定は（9.3.6、「テキストのレンダリングモード」を参照してください）。また、これは1コンパクトフォントを入力し、0コンパクトCIDFontsを入力するために適用されるものとします。

TrueTypeフォントプログラムは、フォントまたはCIDFontのいずれかの一部として使用することができます。基本的なフォントファイル形式はどちらの場合も同じですが、情報は、フォントプログラム中に存在しなければならない何のためのさまざまな要件があります。これらのTrueTypeテーブルは常に存在しなければならない場合は、元のTrueTypeフォントプログラムに存在する：「頭」、「hhea」、「ロカ」、「をmaxP」、「CVT」、「準備」、「glyf」、「hmtx」、および「 FPGM」。単純なフォント辞書で使用される場合9.6.6.4で論じたように、フォントプログラムは、さらに、「TrueTypeフォントのためのエンコーディング」、1つ以上の符号化を定義するCMAPテーブルを含まなければなりません。 CIDFont辞書で使用する場合は、CMAPテーブルが必要とされていないとグリフの説明に文字コードのマッピングを別々に設けられているため、存在しないものとします。

PDF 1.6以降で注3、フォントプログラムは、コンパクトフォントフォーマット（CFF）を使用して、フォントプログラムの包含を可能にするのTrueTypeフォーマットの拡張であり、OpenType形式を使用して埋め込むことができます。それはまた、グリフ置換、カーニング、ベースライン調整を説明するためのデータを含めることを可能にします。グリフの描画に加えて、準拠する読者は、先進的なラインのレイアウトを行うためにOpenTypeフォントのデータを使用し、自動的に代替の合字、ユーザーへの代替グリフの選択を提供し、複雑な書き込みスクリプトを処理することができます。

•9.6.6.2で説明したように「CFF」テーブルを使用してType 1フォントの場合は、プロセスがしなければならない、「Type 1フォントのためのエンコーディング」。

•「glyf」テーブルを使用してTrueTypeフォントの場合、プロセスは9.6.6.4で説明するように、「TrueTypeフォントのためのエンコーディング」。このプロセスは時々代わりに、単純なフォントを使用する、ライター適合、あいまいな結果を生じるので、アイデンティティ-Hエンコーディングでタイプ0フォントを使用しなければならないし、表118以下の記載のように、文字コードとしてグリフインデックスを使用します。
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• For CIDFontType0 fonts using “CFF” tables, the process shall be as described in the discussion of 
embedded Type 0 CIDFonts in 9.7.4.2, "Glyph Selection in CIDFonts".

• For CIDFontType2 fonts using “glyf” tables, the process shall be as described in the discussion of 
embedded Type 2 CIDFonts in 9.7.4.2, "Glyph Selection in CIDFonts". 

As discussed in 9.6.4, "Font Subsets", an embedded font program may contain only the subset of glyphs that 
are used in the PDF document. This may be indicated by the presence of a CharSet or CIDSet entry in the font 
descriptor that refers to the font file. 

9.10 Extraction of Text Content

9.10.1 General

The preceding sub-clauses describe all the facilities for showing text and causing glyphs to be painted on the 
page. In addition to displaying text, conforming readers sometimes need to determine the information content 
of text—that is, its meaning according to some standard character identification as opposed to its rendered 
appearance. This need arises during operations such as searching, indexing, and exporting of text to other file 
formats. 

The Unicode standard defines a system for numbering all of the common characters used in a large number of 
languages. It is a suitable scheme for representing the information content of text, but not its appearance, since 
Unicode values identify characters, not glyphs. For information about Unicode, see the Unicode Standard by 
the Unicode Consortium (see the Bibliography). 

When extracting character content, a conforming reader can easily convert text to Unicode values if a font’s 
characters are identified according to a standard character set that is known to the conforming reader. This 
character identification can occur if either the font uses a standard named encoding or the characters in the 
font are identified by standard character names or CIDs in a well-known collection. 9.10.2, "Mapping Character 
Codes to Unicode Values", describes in detail the overall algorithm for mapping character codes to Unicode 
values. 

If a font is not defined in one of these ways, the glyphs can still be shown, but the characters cannot be 
converted to Unicode values without additional information:

• This information can be provided as an optional ToUnicode entry in the font dictionary (PDF 1.2; see 
9.10.3, "ToUnicode CMaps"), whose value shall be a stream object containing a special kind of CMap file 
that maps character codes to Unicode values. 

• An ActualText entry for a structure element or marked-content sequence (see 14.9.4, "Replacement 
Text") may be used to specify the text content directly.

9.10.2 Mapping Character Codes to Unicode Values

A conforming reader can use these methods, in the priority given, to map a character code to a Unicode value. 
Tagged PDF documents, in particular, shall provide at least one of these methods (see 14.8.2.4.2, "Unicode 
Mapping in Tagged PDF"):

• If the font dictionary contains a ToUnicode CMap (see 9.10.3, "ToUnicode CMaps"), use that CMap to 
convert the character code to Unicode. 

• If the font is a simple font that uses one of the predefined encodings MacRomanEncoding, 
MacExpertEncoding, or WinAnsiEncoding, or that has an encoding whose Differences array includes 
only character names taken from the Adobe standard Latin character set and the set of named characters 
in the Symbol font (see Annex D): 

a) Map the character code to a character name according to Table D.1 and the font’s Differences
array. 
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•「CFF」テーブルを使用してCIDFontType0フォントの場合、プロセスは9.7.4.2に埋め込むタイプ0 CIDFontsの議論に説明するように、「グリフ選択CIDFontsで」。

•「CIDFontsでグリフの選択」、9.7.4.2に埋め込むタイプ2 CIDFontsの議論で説明したように「glyf」テーブルを使用してCIDFontType2フォントの場合は、プロセスがしなければなりません。

9.6.4で説明したように、「フォントサブセット」、埋め込みフォントプログラムは、PDF文書に使用されるグリフのサブセットのみを含んでいてもよいです。これは、フォントファイルを参照するフォント記述のcharsetまたはCIDSetエントリの存在によって示されてもよいです。

テキストコンテンツの9.10抽出

9.10.1一般的な

前のサブ句は、テキストを表示し、グリフは、ページ上でペイントさせるためのすべての設備を説明します。読者に適合する、テキストを表示することに加えて、時にはテキスト、そのレンダリングされた外観とは対照的に、いくつかの標準的な文字の識別に応じて、その意味での情報の内容を決定する必要があります。この必要性は、そのような検索、インデックス、および他のファイル形式へのテキストのエクスポートなどの操作中に生じます。

ユニコード規格は、言語の多くで使用される一般的な文字の全ての番号付けするためのシステムを定義します。 Unicode値は文字ではなく、グリフを識別するので、それは、適切なテキストの情報量を表現する方式ではなく、その外観です。 Unicodeの詳細については、ユニコードコンソーシアム（参考文献を参照）でUnicode規格を参照。

文字コンテンツを抽出する場合、フォントの文字が合致読者に知られている標準文字セットに応じて特定された場合、準拠読者は簡単にUnicode値をテキストに変換することができます。フォントのいずれかが標準という名前のエンコーディングを使用したり、フォントの文字は、周知のコレクションに標準文字の名前またはのCIDによって識別された場合、この文字識別が発生する可能性があります。 9.10.2、「Unicode値へのマッピング文字コード」には、詳細にUnicode値に文字コードをマッピングするための全体的なアルゴリズムを説明しています。

フォントは次のいずれかの方法で定義されていない場合、グリフはまだ表示することができますが、文字は、追加情報なしUnicode値に変換することはできません。

•この情報は、フォント辞書内のオプションのToUnicodeエントリ（PDF 1.2; 9.10.3、「のToUnicode CMapを」を参照）として提供することができ、その値はUnicodeに文字コードをマッピングしたCMapファイルの特別な種類を含むストリームオブジェクトでなければなりません、値。

構造要素またはマーク・コンテンツのシーケンスのための•アンActualTextエントリ（14.9.4を参照してください、「置換テキスト」）は、直接テキストの内容を指定するために使用することができます。

Unicode値に9.10.2マッピング文字コード

適合リーダーは、Unicode値に文字コードをマッピングするために、所定の優先順位では、これらの方法を使用することができます。タグ付きPDF文書は、特に、（「タグ付きPDFのUnicodeマッピング」、14.8.2.4.2を参照）、これらの方法の少なくとも一つを提供しなければなりません。

•フォント辞書は（9.10.3、「のToUnicode CMapを」を参照）のToUnicode CMapのが含まれている場合は、使用したCMapは、Unicodeの文字コードを変換すること。

•フォントは、単純なフォントの定義済みエンコーディングMacRomanEncoding、MacExpertEncoding、またはWinAnsiEncodingのその用途1、または配列の違いは、Adobe標準ラテン文字セットとの名前付き文字のセットから取られただけで文字の名前が含まれてエンコーディングを持っている場合記号フォント（附属書D参照）。
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b) Look up the character name in the Adobe Glyph List (see the Bibliography) to obtain the 
corresponding Unicode value. 

• If the font is a composite font that uses one of the predefined CMaps listed in Table 118 (except Identity–H 
and Identity–V) or whose descendant CIDFont uses the Adobe-GB1, Adobe-CNS1, Adobe-Japan1, or 
Adobe-Korea1 character collection: 

a) Map the character code to a character identifier (CID) according to the font’s CMap. 

b) Obtain the registry and ordering of the character collection used by the font’s CMap (for example, 
Adobe and Japan1) from its CIDSystemInfo dictionary. 

c) Construct a second CMap name by concatenating the registry and ordering obtained in step (b) in 
the format registry–ordering–UCS2 (for example, Adobe–Japan1–UCS2). 

d) Obtain the CMap with the name constructed in step (c) (available from the ASN Web site; see the 
Bibliography). 

e) Map the CID obtained in step (a) according to the CMap obtained in step (d), producing a 
Unicode value. 

NOTE Type 0 fonts whose descendant CIDFonts use the Adobe-GB1, Adobe-CNS1, Adobe-Japan1, or Adobe-
Korea1 character collection (as specified in the CIDSystemInfo dictionary) shall have a supplement number 
corresponding to the version of PDF supported by the conforming reader. See Table 3 for a list of the character 
collections corresponding to a given PDF version. (Other supplements of these character collections can be 
used, but if the supplement is higher-numbered than the one corresponding to the supported PDF version, 
only the CIDs in the latter supplement are considered to be standard CIDs.) 

If these methods fail to produce a Unicode value, there is no way to determine what the character code 
represents in which case a conforming reader may choose a character code of their choosing.

9.10.3 ToUnicode CMaps

The CMap defined in the ToUnicode entry of the font dictionary shall follow the syntax for CMaps introduced in 
9.7.5, "CMaps" and fully documented in Adobe Technical Note #5014, Adobe CMap and CIDFont Files 
Specification. Additional guidance regarding the CMap defined in this entry is provided in Adobe Technical Note 
#5411, ToUnicode Mapping File Tutorial. This CMap differs from an ordinary one in these ways: 

• The only pertinent entry in the CMap stream dictionary (see Table 120) is UseCMap, which may be used if 
the CMap is based on another ToUnicode CMap. 

• The CMap file shall contain begincodespacerange and endcodespacerange operators that are 
consistent with the encoding that the font uses. In particular, for a simple font, the codespace shall be one 
byte long. 

• It shall use the beginbfchar, endbfchar, beginbfrange, and endbfrange operators to define the mapping 
from character codes to Unicode character sequences expressed in UTF-16BE encoding.

EXAMPLE 1 This example illustrates a Type 0 font that uses the Identity-H CMap to map from character codes to CIDs 
and whose descendant CIDFont uses the Identity mapping from CIDs to TrueType glyph indices. Text 
strings shown using this font simply use a 2-byte glyph index for each glyph. In the absence of a 
ToUnicode entry, no information would be available about what the glyphs mean.  
 
14 0 obj 

<<  /Type /Font 
 /Subtype /Type0  
 /BaseFont /Ryumin−Light  
 /Encoding /Identity−H 
 /DescendantFonts [ 15 0 R ]  
 /ToUnicode 16 0 R 
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•フォントは複合フォントすなわち、表118に列挙された事前定義されたCMapをを用いたもの（アイデンティティ-HとIdentity-Vを除く）またはその子孫CIDFontアドビ-GB1、アドビCNS1は、Adobe-Japan1、又はAdobe-を使用する場合Korea1文字コレクション：

b）はそのCIDSystemInfo辞書からフォントのCMapの（例えば、AdobeおよびJapan1）で使用される文字集合のレジストリと順序を取得します。

C）フォーマットレジストリ順序付け-UCS2（例えば、アドビJapan1-UCS2）工程（B）で得られたレジストリおよび順序を連結することにより、第2のCMap名を構築します。

E）地図のCMapに係るステップ（）で得られたCIDは、Unicode値を生成する、工程（d）を得ました。

その子孫CIDFontsのAdobe-GB1を使用するノート型0フォントは、アドビCNS1は、Adobe-Japan1、またはAdobe-Korea1文字コレクションは、（CIDSystemInfo辞書に指定されている）準拠でサポートされているPDFのバージョンに対応した補助番号を持たなければなりません読者。与えられたPDFのバージョンに対応する文字集合のリストについては、表3を参照してください。 （これらの文字のコレクションの他のサプリメントを使用することができるが、サプリメントはサポートPDFのバージョンに対応するものよりも高い番号されている場合、後者のサプリメントで唯一のCIDは、標準のCIDと見なされます。）

これらのメソッドは、Unicode値を生成するために失敗した場合、文字コードが適合し、読者が自分の選択した文字コードを選択することもでき、その場合には何を表すのかを判断する方法はありません。

9.10.3のToUnicode CMapを

フォント辞書ののToUnicodeエントリで定義されたCMapは9.7.5、「CMapを」に導入され、完全にはAdobeテクニカルノート＃5014、アドビシステムズ社のCMapおよびCIDFontファイル仕様書に記載さCMapをするための構文に従うものとします。このエントリで定義されたCMapに関する追加のガイダンスは、アドビテクニカルノート＃5411、のToUnicodeマッピングファイルチュートリアルで提供されています。このCMapのは、これらの方法で、通常のものと異なります。

•CMapのストリーム辞書にのみ該当エントリ（表120参照）のCMapが別のToUnicode cmapを基づいている場合に使用されてもよいUseCMapです。

•のCMapファイルは、フォント使用しているエンコーディングと一致しているbegincodespacerangeとendcodespacerange演算子を含まなければなりません。具体的には、シンプルなフォントのために、コードスペースは、1バイト長でなければなりません。

•これは、UTF-16BEエンコーディングで表現Unicode文字列に文字コードからマッピングを定義するbeginbfchar、endbfchar、beginbfrange、およびendbfrange演算子を使用しなければなりません。

例1この例は、Identity-HのCMapは、その子孫CIDFontのTrueTypeグリフインデックスへのCIDからIDマッピングを使用したCIDとの文字コードからマッピングするために使用するタイプ0フォントを示します。このフォントを使用して示したテキスト文字列は、単純に各グリフのために2バイトのグリフインデックスを使用します。 ToUnicodeエントリが存在しない場合には、何の情報は、グリフが何を意味するかについて利用可能にないだろう。 14 0 OBJ << /タイプ/フォント/サブタイプ/ TYPE0 / BASEFONT /リューミン-ライト/エンコーディング/アイデンティティ-H / DescendantFonts [15 0 R] /のToUnicode 16 0 R
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>> 
endobj 
 
15 0 obj 

<<  /Type /Font 
 /Subtype /CIDFontType2 
 /BaseFont /Ryumin−Light 
 /CIDSystemInfo 17 0 R 
 /FontDescriptor 18 0 R 
 /CIDToGIDMap /Identity 

>> 
endobj

EXAMPLE 2 In this example, the value of the ToUnicode entry is a stream object that contains the definition of the 
CMap. 
 
The begincodespacerange and endcodespacerange operators define the source character code range 
to be the 2-byte character codes from < 00 00 > to < FF FF >. The specific mappings for several of the 
character codes are shown.  
 
16 0 obj 

<< /Length 433 >> 
stream 
/CIDInit /ProcSet findresource begin 
12 dict begin 
begincmap 
/CIDSystemInfo 
<< /Registry ( Adobe ) 
/Ordering ( UCS ) 
/Supplement 0 
>> def 
/CMapName /Adobe−Identity−UCS def 
/CMapType 2 def 
1 begincodespacerange 
< 0000 > < FFFF > 
endcodespacerange 
2 beginbfrange 
< 0000 > < 005E > < 0020 > 
< 005F > < 0061 > [ < 00660066 > < 00660069 > < 00660066006C > ] 
endbfrange 
1 beginbfchar 
<3A51> <D840DC3E> 
endbfchar 
endcmap 
CMapName currentdict /CMap defineresource pop 
end 
end 
endstream 
endobj 
< 00 00 > to < 00 5E > are mapped to the Unicode values U+0020 to U+007E This is followed by the 
definition of a mapping where each character code represents more than one Unicode value:  
 

< 005F > < 0061 > [ < 00660066 > < 00660069 > < 00660066006C > ] 
 
In this case, the original character codes are the glyph indices for the ligatures ff, fi, and ffl. The entry 
defines the mapping from the character codes < 00 5F >, < 00 60 >, and < 00 61 > to the strings of Unicode 
values with a Unicode scalar value for each character in the ligature: U+0066 U+0066 are the Unicode 
values for the character sequence f f, U+0066 U+0069 for f i, and U+0066 U+0066 U+006c for f f l.  
 
Finally, the character code < 3A 51> is mapped to the Unicode value U+2003E, which is expressed by the 
byte sequence <D840DC3E> in UTF-16BE encoding.
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>> endobj 15 0 OBJ << /タイプ/フォント/サブタイプ/ CIDFontType2 / BASEFONT /リューミン-ライト/ CIDSystemInfo 17 0 R / FontDescriptor 18 0 R / CIDToGIDMap /アイデンティティ>> endobj

実施例2本体この例では、のToUnicodeエントリの値は、CMapの定義が含まれているストリームオブジェクトです。 begincodespacerangeとendcodespacerangeオペレータが<00>から<FF FF>から2バイト文字コードするソース文字コードの範囲を定義します。文字コードのいくつかのための具体的なマッピングが表示されます。 16 0 OBJ << /長さ433 >>ストリーム/ CIDInit / ProcSetにfindResource開始12 dictの開始begincmap / CIDSystemInfo << /レジストリ（アドビシステムズ社）/注文（UCS）/サプリメント0 >> DEF / CMapName /アドビ・アイデンティティ-UCSデフ/ CMapType 2 DEF 1 begincodespacerange <0000> <FFFF> endcodespacerange 2 beginbfrange <0000> <005E> <0020> <005F> <0061> [<00660066> <00660069> <00660066006C>] endbfrange 1 beginbfchar <3A51> <D840DC3E> endbfchar endcmap CMapName currentdict / CMapのdefineresourceポップ端端endstream endobj <00>から<00 5E>はユニコードU + 007Eこれは、各文字コードが以上を表すマッピングの定義が続くとU + 0020の値にマッピングされます1つのUnicode値：<005F> <0061> [<00660066> <00660069> <00660066006C>この場合、元の文字コードは、結紮糸のFFは、FI、およびFFLのグリフインデックスです。 U + 0066であるU + 0066：エントリが結紮内の各文字のUnicodeスカラー値とUnicode値の文字列に文字コードからマッピング<00 5F>、<00 60>、及び<00 61>定義しますユニコードFiのための文字列のFFの値、U + 0066 U + 0069、およびFFリットル用U + 0066 U + 0066 U + 006Cの。最後に、文字コード<3A 51> UTF-16BEエンコーディングのバイト配列<D840DC3E>で表されるUnicode値U + 2003E、にマッピングされます。
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EXAMPLE 2 in this sub-clause illustrates several extensions to the way destination values may be defined. To 
support mappings from a source code to a string of destination codes, this extension has been made to the 
ranges defined after a beginbfchar operator:

n beginbfchar 
srcCode dstString 
endbfchar

where dstString may be a string of up to 512 bytes. Likewise, mappings after the beginbfrange operator may 
be defined as:

n beginbfrange 
srcCode1 srcCode2 dstString 
endbfrange

In this case, the last byte of the string shall be incremented for each consecutive code in the source code 
range. 

When defining ranges of this type, the value of the last byte in the string shall be less than or equal to 255 −
 (srcCode2 − srcCode1). This ensures that the last byte of the string shall not be incremented past 255; 
otherwise, the result of mapping is undefined. 

To support more compact representations of mappings from a range of source character codes to a 
discontiguous range of destination codes, the CMaps used for the ToUnicode entry may use this syntax for the 
mappings following a beginbfrange definition.

n beginbfrange 
srcCode1 srcCode2 [ dstString1 dstString2 … dstStringm ]  
endbfrange

Consecutive codes starting with srcCode1 and ending with srcCode2 shall be mapped to the destination strings 
in the array starting with dstString1 and ending with dstStringm . The value of dstString can be a string of up to 
512 bytes. The value of m represents the number of continuous character codes in the source character code 
range.

m = srcCode2 - srcCode1 + 1
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このサブ句の実施例2は、宛先値を定義することができるようにいくつかの拡張を示します。宛先コードの文字列にソースコードからマッピングをサポートするために、この拡張はbeginbfchar演算後定義された範囲に対して行われました。

nはbeginbfchar srcCode dstString endbfchar

dstStringは、最大512バイトの文字列であってもよいです。同様に、beginbfrange演算子後のマッピングは、以下のように定義することができます。

nはbeginbfrange srcCode1 srcCode2 dstString endbfrange

この場合、文字列の最後のバイトは、ソースコードの範囲内の各連続コード毎にインクリメントされなければなりません。

（srcCode2  -   -  srcCode1）このタイプの範囲を定義するとき、文字列の最後のバイトの値未満又は255に等しくなければなりません。文字列の最後のバイトが255を超えてインクリメントされるものではないことをこの性を保証。そうでない場合は、マッピングの結果は定義されません。

宛先コードの不連続範囲にソース文字コードの範囲からマッピングのよりコンパクトな表現をサポートするために、のToUnicodeエントリのために使用さCMapをbeginbfrangeは定義次のマッピングのために、この構文を使用してもよいです。

nはbeginbfrange srcCode1 srcCode2 [dstString1 dstString2 ... dstStringm] endbfrange

srcCode1始まるとsrcCode2で終わる連続したコードは、アレイ内の宛先ストリングdstString1で始まりdstStringmで終わるにマッピングされなければなりません。 dstStringの値は、512バイトまでの文字列とすることができます。 mの値は、ソース文字コードの範囲内の連続文字コードの数を表します。

M = srcCode2  -  srcCode1 + 1
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10 Rendering

10.1 General

Nearly all of the rendering facilities that are under the control of a PDF file pertain to the reproduction of colour. 
Colours shall be rendered by a conforming reader using the following multiple-step process outlined. 

NOTE 1 The PDF imaging model separates graphics (the specification of shapes and colours) from rendering 
(controlling a raster output device). Figures 20 and 21 in 8.6.3, "Colour Space Families" illustrate this division. 
8, "Graphics" describes the facilities for specifying the appearance of pages in a device-independent way. This 
clause describes the facilities for controlling how shapes and colours are rendered on the raster output device. 
All of the facilities discussed here depend on the specific characteristics of the output device. PDF files that are 
intended to be device-independent should limit themselves to the general graphics facilities described in 8, 
"Graphics".

Depending on the current colour space and on the characteristics of the device, it is not always necessary to 
perform every step.

a) If a colour has been specified in a CIE-based colour space (see 8.6.5, "CIE-Based Colour Spaces"), it shall 
first be transformed to the native colour space of the raster output device (also called its process colour 
model). 

b) If a colour has been specified in a device colour space that is inappropriate for the output device (for 
example, RGB colour with a CMYK or grayscale device), a colour conversion function shall be invoked. 

c) The device colour values shall now be mapped through transfer functions, one for each colour component. 

NOTE 2 The transfer functions compensate for peculiarities of the output device, such as nonlinear gray-level 
response. This step is sometimes called gamma correction. 

d) If the device cannot reproduce continuous tones, but only certain discrete colours such as black and white 
pixels, a halftone function shall be invoked, which approximates the desired colours by means of patterns 
of pixels. 

e) Finally, scan conversion shall be performed to mark the appropriate pixels of the raster output device with 
the requested colours. 

Once these operations have been performed for all graphics objects on the page, the resulting raster data shall 
be used to mark the physical output medium, such as pixels on a display or ink on a printed page. A PDF file 
may specify very little about the properties of the physical medium on which the output will be produced; that 
information may be obtained from the following sources by a conforming reader: 

• The media box and a few other entries in the page dictionary (see 14.11.2, "Page Boundaries"). 

• An interactive dialogue conducted when the user requests viewing or printing. 

• A job ticket, either embedded in the PDF file or provided separately, that may specify detailed instructions 
for imposing PDF pages onto media and for controlling special features of the output device. Various 
standards exist for the format of job tickets. Two of them, JDF (Job Definition Format) and PJTF (Portable 
Job Ticket Format), are described in the CIP4 document JDF Specification and in Adobe Technical Note 
#5620, Portable Job Ticket Format (see the Bibliography), respectively. 

Table 58 in 8.4.5, "Graphics State Parameter Dictionaries" lists the various device-dependent graphics state 
parameters that may be used to control certain aspects of rendering. To invoke these parameters, the gs
operator shall be used.
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10レンダリング

10.1一般的な

注1 PDFイメージングモデルは、（ラスタ出力装置を制御する）レンダリングからグラフィック（形状や色の指定）を分離します。図20および8.6.3で21、「カラースペースファミリ」は、この分割を示します。 8、「グラフィックス」は、デバイスに依存しない方法で、ページの外観を指定するための機能について説明します。この句は、形状や色がラスター出力装置上にレンダリングされる方法を制御する機能を説明しています。ここでの議論の施設のすべては、出力デバイスの特定の特性に依存します。デバイスに依存しないことが意図されているPDFファイルは8で説明した一般的なグラフィックス機能、「グラフィックス」に自分自身を制限する必要があります。

現在の色空間上で、デバイスの特性に応じて、すべてのステップを実行することは必ずしも必要ではありません。

色は（8.6.5、「CIEベースのカラースペース」を参照）、CIEベースの色空間で指定されている場合A）は、第一（また、そのプロセスと呼ばれるラスタ出力装置の固有の色空間に変換しなければなりませんカラーモデル）。

色が出力デバイスCMYKまたはグレースケールのデバイスと（例えば、RGB色）に不適切なデバイス色空間で指定されている場合b）に示すように、色変換関数が呼び出されなければなりません。

C）デバイスカラー値は、現在の伝達関数は、各色成分の一つを介してマッピングされなければなりません。

注記2伝達関数は、非線形の階調応答として出力デバイスの特殊性を補償します。このステップは時々、ガンマ補正と呼ばれています。

D）デバイスは、連続トーンを再生することはできないが、このような黒と白の画素としてのみ特定の離散色は、ハーフトーン関数は、ピクセルのパターンによって所望の色を近似する、呼び出されなければならない場合。

E）最後に、スキャン変換が要求された色でラスタ出力装置の適切なピクセルをマークするために行わなければなりません。

これらの操作は、ページ上のすべてのグラフィック・オブジェクトに対して実行された後、得られたラスタデータは、印刷ページ上の表示又はインクの画素として、物理的出力媒体をマークするために使用されなければなりません。 PDFファイルは、出力が生成される物理媒体の特性についてほとんどを指定することもできます。その情報は合致リーダによって次のソースから得ることができます。

•メディアは（14.11.2、「ページ境界」を参照）ボックスとページ辞書内のいくつかの他のエントリ。

•ジョブチケット、PDFファイルに埋め込まれているか別個に提供のいずれか、メディアにPDFのページを課すため、出力デバイスの特別な機能を制御するための詳細な指示を指定するかもしれません。様々な規格は、ジョブチケットのフォーマットのために存在します。そのうちの二つ、JDF（ジョブ定義フォーマット）とPJTF（ポータブルジョブチケットフォーマット）は、ポータブルジョブチケットフォーマットは、それぞれ、（参考文献を参照）、ノート＃5620 CIP4ドキュメントJDF仕様にし、Adobeの技術で説明されています。

8.4.5表58、「グラフィック状態パラメータ辞書」リストレンダリングの特定の局面を制御するために使用できる様々なデバイスに依存グラフィック状態パラメータ。これらのパラメータを呼び出すには、gsoperatorを使用しなければなりません。
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10.2 CIE-Based Colour to Device Colour

To render CIE-based colours on an output device, the conforming reader shall convert from the specified CIE-
based colour space to the device’s native colour space (typically DeviceGray, DeviceRGB, or DeviceCMYK), 
taking into account the known properties of the device. 

NOTE 1 As discussed in 8.6.5, "CIE-Based Colour Spaces" CIE-based colour is based on a model of human colour 
perception. The goal of CIE-based colour rendering is to produce output in the device’s native colour space 
that accurately reproduces the requested CIE-based colour values as perceived by a human observer. CIE-
based colour specification and rendering are a feature of PDF 1.1 (CalGray, CalRGB, and Lab) and PDF 1.3 
(ICCBased). 

NOTE 2 The conversion from CIE-based colour to device colour is complex, and the theory on which it is based is 
beyond the scope of this specification. The algorithm has many parameters, including an optional, full three-
dimensional colour lookup table. The colour fidelity of the output depends on having these parameters properly 
set, usually by a method that includes some form of calibration. The colours that a device can produce are 
characterized by a device profile, which is usually specified by an ICC profile associated with the device (and 
entirely separate from the profile that is specified in an ICCBased colour space). 

NOTE 3 PDF has no equivalent of the PostScript colour rendering dictionary. The means by which a device profile is 
associated with a conforming reader’s output device are implementation-dependent and not specified in a PDF 
file. Typically, this is done through a colour management system (CMS) that is provided by the operating 
system. Beginning with PDF 1.4, a PDF file can also specify one or more output intents providing possible 
profiles that may be used to process the file (see 14.11.5, "Output Intents"). 

Conversion from a CIE-based colour value to a device colour value requires two main operations: 

a) The CIE-based colour value shall be adjusted according to a CIE-based gamut mapping function. 

NOTE 4 A gamut is a subset of all possible colours in some colour space. A page description has a source gamut
consisting of all the colours it uses. An output device has a device gamut consisting of all the colours it can 
reproduce. This step transforms colours from the source gamut to the device gamut in a way that attempts to 
preserve colour appearance, visual contrast, or some other explicitly specified rendering intent (see 8.6.5.8, 
"Rendering Intents"). 

b) A corresponding device colour value shall be generated according to a CIE-based colour mapping 
function. For a given CIE-based colour value, this function shall compute a colour value in the device’s 
native colour space. 

The CIE-based gamut and colour mapping functions shall be applied only to colour values presented in a CIE-
based colour space. Colour values in device colour spaces directly control the device colour components 
though this may be altered by the DefaultGray, DefaultRGB, and DefaultCMYK colour space resources (see 
8.6.5.6, "Default Colour Spaces"). 

The source gamut shall be specified by the information contained in the definition of the CIE-based colour 
space when selected. This specification shall be device-independent. The corresponding properties of the 
output device shall be given in the device profile associated with the device. The gamut mapping and colour 
mapping functions are part of the implementation of the conforming reader. 

10.3 Conversions among Device Colour Spaces

10.3.1 General

Each raster output device has a native colour space, which typically is one of the standard device colour 
spaces (DeviceGray, DeviceRGB, or DeviceCMYK). In other words, most devices support reproduction of 
colours according to a grayscale (monochrome), RGB (red-green-blue), or CMYK (cyan-magenta-yellow-black) 
model. If the device supports continuous-tone output, reproduction shall occur directly. Otherwise, it shall be 
accomplished by means of halftoning. 
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デバイス色10.2 CIEベースのカラー

出力デバイス上のCIEベースの色をレンダリングするために、適合リーダは考慮デバイスの既知の特性を取って、デバイスの固有の色空間（典型的にはDeviceGray、DeviceRGBで、またはDeviceCMYK）に指定されたCIEベースの色空間へ変換しなければなりません。

8.6.5で説明したように注記1は、「CIEベースのカラースペース」CIEベースの色は、人間の色知覚のモデルに基づいています。 CIEベースのカラーレンダリングの目標は、正確に人間の観察者によって知覚される要求されたCIEベースのカラー値を再現することにデバイスのネイティブ色空間で出力を生成することです。 CIEベースの色指定とレンダリングPDF 1.1（CalGray、CalRGB、および研究室）とPDF 1.3（ICCBased）の機能です。

デバイス色にCIEベースの色から注2The変換が複雑であり、それが基づいている理論は、本明細書の範囲外です。アルゴリズムは、オプション、完全な三次元カラールックアップテーブルを含む、多くのパラメータを有しています。出力の色の忠実度は、通常、キャリブレーションのいくつかのフォームを含む方法によって、これらのパラメータが正しく設定有するに依存します。デバイスが生成することができる色は、通常、デバイス（およびICCBased色空間で指定されたプロファイルから完全に分離）に関連付けられたICCプロファイルで指定されたデバイスプロファイル、によって特徴付けられます。

注3PDFは、PostScriptカラーレンダリング辞書のない相当するものはありません。デバイスプロファイルが準拠する読者の出力デバイスに関連付けされる手段は実装依存であり、PDFファイルで指定されていません。典型的には、これは、オペレーティングシステムによって提供される色管理システム（CMS）を介して行われます。 PDF 1.4以降では、PDFファイルも（14.11.5、「出力インテント」を参照）ファイルを処理するために使用される可能性のプロファイルを提供する1つの以上の出力インテントを指定することができます。

注4 A色域は、いくつかの色空間内のすべての可能な色のサブセットです。ページ記述は、それが使用するすべての色のソースgamutconsistingを持っています。出力デバイスは、それが再現できるすべての色からなるデバイスの色域を持っています。試みは色の見え、視覚コントラスト、またはいくつかを維持するような方法でデバイス色域にソース色域から、このステップ変換カラー他の明示的に意図レンダリング指定された（8.6.5.8を参照して、「レンダリングインテント」）。

B）対応するデバイスカラー値は、CIEベースのカラーマッピング関数に従って生成されなければなりません。所与のCIEベースのカラー値のために、この機能は、デバイスのネイティブ色空間における色値を計算しなければなりません。

CIEベースの色域と色マッピング関数は、CIEベースの色空間で提示色値に適用されなければなりません。これはDefaultGray、DefaultRGB、及びDefaultCMYK色空間リソースによって変更することができるものの、デバイス色空間における色値を直接（「色空間をデフォルト」、8.6.5.6を参照）、デバイスの色成分を制御します。

デバイス色空間のうち10.3コンバージョン

10.3.1一般的な

各ラスタ出力装置は、典型的には、標準的なデバイス色空間（DeviceGray、DeviceRGBで、又はDeviceCMYK）の一つである固有の色空間を有しています。換言すれば、ほとんどのデバイスは、グレースケール（モノクロ）、RGB（赤 - 緑 - 青）、またはCMYK（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）モデルに従って色の再生をサポート。デバイスが連続トーン出力をサポートしている場合、再生が直接発生するものとします。それ以外の場合は、ハーフトーンの手段によって達成されなければなりません。
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A device’s native colour space is also called its process colour model. Process colours are ones that are 
produced by combinations of one or more standard process colorants. Colours specified in any device or CIE-
based colour space shall be rendered as process colours. A device may also support additional spot colorants, 
which shall be painted only by means of Separation or DeviceN colour spaces. They shall not be involved in 
the rendering of device or CIE-based colour spaces, nor shall they be subject to the conversions described in 
the Note. 

NOTE Some devices provide a native colour space that is not one of the three named previously but consists of a 
different combination of colorants. In that case, conversion from the standard device colour spaces to the 
device’s native colour space may be performed by the conforming reader in a manner of its own choosing. 

Knowing the native colour space and other output capabilities of the device, the conforming reader shall 
automatically convert the colour values specified in a file to those appropriate for the device’s native colour 
space. If the file specifies colours directly in the device’s native colour space, no conversions shall be 
performed. 

EXAMPLE If a file specifies colours in the DeviceRGB colour space but the device supports grayscale (such as a 
monochrome display) or CMYK (such as a colour printer), the conforming reader shall perform the 
necessary conversions.

The algorithms used to convert among device colour spaces are very simple. As perceived by a human viewer, 
these conversions produce only crude approximations of the original colours. More sophisticated control over 
colour conversion may be achieved by means of CIE-based colour specification and rendering. Additionally, 
device colour spaces may be remapped into CIE-based colour spaces (see 8.6.5.6, "Default Colour Spaces"). 

10.3.2 Conversion between DeviceGray and DeviceRGB

Black, white, and intermediate shades of gray can be considered special cases of RGB colour. A grayscale 
value shall be described by a single number: 0.0 corresponds to black, 1.0 to white, and intermediate values to 
different gray levels. 

A gray level shall be equivalent to an RGB value with all three components the same. In other words, the RGB
colour value equivalent to a specific gray value shall be

The gray value for a given RGB value shall be computed according to the NTSC video standard, which 
determines how a colour television signal is rendered on a black-and-white television set: 

10.3.3 Conversion between DeviceGray and DeviceCMYK

Nominally, a gray level is the complement of the black component of CMYK. Therefore, the CMYK colour value 
equivalent to a specific gray level shall be 

To obtain the equivalent gray level for a given CMYK value, the contributions of all components shall be taken 
into account: 

red gray=
green gray=

blue gray=

gray 0.3 red× 0.59 green× 0.11 blu×+ +=

cyan 0.0=
magenta 0.0=

yellow 0.0=
black 1.0 gray–=

gray 1.0 min(1.0· 0.3 cyan× 0.59 magenta× 0.11 yellow× black+ + +,–=
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デバイスのネイティブカラースペースは、そのプロセスカラーモデルと呼ばれています。プロセスカラーは、1つまたは複数の標準プロセスの着色剤の組み合わせによって製造されるものです。任意のデバイスまたはCIEベースの色空間で指定された色は、プロセスカラーとしてレンダリングされなければなりません。デバイスはまた、唯一の分離またはDeviceNの色空間を用いて塗装しなければならない追加のスポットの着色剤を、サポートすることができます。彼らは、デバイスまたはCIEベースの色空間のレンダリングに関与してはならない、また彼らは、注記に記載の変換を受けなければなりません。

NOTE一部のデバイスは、以前という3つの一つではなく、着色剤の異なる組み合わせで構成され、ネイティブ色空間を提供しています。その場合には、デバイスの固有の色空間への標準的なデバイス色空間の変換は、それ自身の選択した方法に準拠したリーダによって実行されてもよいです。

ネイティブ色空間とデバイスの他の出力機能を知って、準拠リーダーは自動的にデバイスのネイティブカラースペースのため、これらの適切にファイルに指定された色の値を変換するものとします。ファイルには、デバイスのネイティブ色空間で直接色を指定した場合、変換は行われてはなりません。

ファイル指定DeviceRGBで色空間内の色が、デバイスがサポートする（例えば、モノクロディスプレイなど）グレースケールまたは（例えば、カラープリンタなど）CMYK場合の例では、適合リーダは必要な変換を実行しなければなりません。

デバイス色空間の間で変換するために使用されるアルゴリズムは非常に簡単です。人間の観察者によって知覚されるように、これらの変換は、元の色の唯一の粗近似を生成します。色変換をより高度な制御は、CIEベースの色指定とレンダリングの手段によって達成することができます。さらに、デバイス色空間はCIEベースの色空間に再マッピングすることができる（「色空間をデフォルト」、8.6.5.6を参照）。

DeviceGrayとDeviceRGBでの間の変換10.3.2

グレー、黒、白、および中間の色合いがRGB色の特別な場合と考えることができます。異なるグレーレベルに0.0黒に相当し、白に1.0、および中間値：階調値は、単一の番号で説明します。

グレーレベルは、同じ3つのすべてのコンポーネントとRGB値と同等でなければなりません。換言すれば、特定のグレー値に相当RGBcolour値でなければなりません

指定されたRGB値のグレー値は、カラーテレビジョン信号が白黒テレビセット上にレンダリングする方法を決定NTSCビデオ規格に従って計算しなければなりません。

DeviceGrayとDeviceCMYKの間の変換10.3.3

名目上、グレーレベルは、CMYKの黒成分の補数です。したがって、特定のグレーレベルにCMYKカラー値と同等でなければなりません

指定されたCMYK値と同等のグレーレベルを得るために、全ての成分の寄与を考慮に入れなければなりません。

赤灰色=緑灰色=青灰色=

gray0.3red×0.59green×0.11blu×+ + =

cyan0.0 = magenta0.0 = yellow0.0 = black1.0gray- =

gray1.0の分（1.0・0.3cyan×0.59magenta×0.11yellow×+ + +黒、 -  =
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The interactions between the black component and the other three are elaborated in 10.3.4. 

10.3.4 Conversion from DeviceRGB to DeviceCMYK

Conversion of a colour value from RGB to CMYK is a two-step process. The first step shall be to convert the 
red-green-blue value to equivalent cyan, magenta, and yellow components. The second step shall be to 
generate a black component and alter the other components to produce a better approximation of the original 
colour. 

NOTE 1 The subtractive colour primaries cyan, magenta, and yellow are the complements of the additive primaries red, 
green, and blue. 

EXAMPLE A cyan ink subtracts the red component of white light. In theory, the conversion is very simple: 
 

 

 
A colour that is 0.2 red, 0.7 green, and 0.4 blue can also be expressed as 1.0 − 0.2 = 0.8 cyan, 1.0 −
 0.7 = 0.3 magenta, and 1.0 − 0.4 = 0.6 yellow. 

NOTE 2 Logically, only cyan, magenta, and yellow are needed to generate a printing colour. An equal level of cyan, 
magenta, and yellow should create the equivalent level of black. In practice, however, coloured printing inks do 
not mix perfectly; such combinations often form dark brown shades instead of true black. To obtain a truer 
colour rendition on a printer, true black ink is often substituted for the mixed-black portion of a colour. Most 
colour printers support a black component (the K component of CMYK). Computing the quantity of this 
component requires some additional steps:  
 
Black generation calculates the amount of black to be used when trying to reproduce a particular colour.  
 
Undercolor removal reduces the amounts of the cyan, magenta, and yellow components to compensate for the 
amount of black that was added by black generation. 

The complete conversion from RGB to CMYK shall be as follows, where BG (k) and UCR (k) are invocations of 
the black-generation and undercolor-removal functions, respectively: 

The black-generation and undercolor-removal functions shall be defined as PDF function dictionaries (see 
7.10, "Functions") that are parameters in the graphics state. They shall be specified as the values of the BG
and UCR (or BG2 and UCR2) entries in a graphics state parameter dictionary (see Table 58). Each function 
shall be called with a single numeric operand and shall return a single numeric result. 

The input of both the black-generation and undercolor-removal functions shall be k, the minimum of the 
intermediate c, m, and y values that have been computed by subtracting the original red, green, and blue
components from 1.0. 

NOTE 3 Nominally, k is the amount of black that can be removed from the cyan, magenta, and yellow components and 
substituted as a separate black component. 

cyan 1.0 red–=
magenta 1.0 green–=

yellow 1.0 blue–=

c 1.0 red–=
m 1.0 green–=
y 1.0 blue–=
k min c m y, ,( )=

cyan min 1.0 max 0.0 c UCR k( )–,( ), )(=
magenta min 1.0 max 0.0 m UCR k( )–,( ), )(=

yellow min 1.0 max 0.0 y UCR k( )–,( ), )(=
black min 1.0 max 0.0 BG k( ),( ), )(=
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DeviceRGBでからDeviceCMYKに10.3.4Conversion

RGBからCMYKへの色値の変換は、2段階のプロセスです。最初のステップは、同等のシアン、マゼンタ、イエロー成分に赤 - 緑 - 青の値に変換するものでなければなりません。第二のステップは、黒成分を生成し、元の色のより良い近似値を生成するために他の成分を変化させるためにしなければなりません。

注1減法原色のシアン、マゼンタ、イエローは、加法原色の相補体が赤、緑、青です。

EXAMPLEAシアンインクは、白色光の赤色成分を減算します。理論的には、変換は非常に簡単です：

 0.2 = 0.8シアン、1.0  -   -  0.7 = 0.3マゼンタ、および1.0  -  0.4 = 0.6黄赤色0.2、0.7、緑、及び0.4青である色も1.0として表すことができます。

唯一のシアン、マゼンタ、及びイエロー注記2論理的には、印刷色を生成するために必要とされます。シアン、マゼンタ、及びイエローの等しいレベルは、黒の等価レベルを作成する必要があります。しかし実際には、カラー印刷用インクは完全に混在させることはできません。このような組み合わせは、多くの場合、代わりに真の黒のダークブラウンの色合いを形成します。プリンタのツルーア演色を得るために、真の黒インクは、多くの場合、色の混合黒色部分に置換されます。ほとんどのカラープリンタは、ブラック成分（CMYKのK成分）をサポートします。この成分の量を計算することは、いくつかの追加のステップを必要とする：黒生成は、特定の色を再現しようとするときに使用する黒の量を算出します。下色除去は、黒生成により添加したブラックの量を補償するために、シアン、マゼンタ、イエロー成分の量を減少させます。

BG（k）とUCR（k）は、それぞれ、黒生成および下色除去機能の呼び出しである場合、次のようにRGBからCMYKへの完全な変換をしなければなりません。

黒生成および下色除去機能は、グラフィックス状態のパラメータである（7.10、「関数」を参照）PDF関数の辞書として定義されなければなりません。それらはBGand UCR（又はBG2とUCR2）グラフィック状態パラメータ辞書内のエントリの値として指定されなければならない（表58参照）。各機能は、単一の数値オペランドと呼ぶことにすると、単一の数値結果を返します。

両方の入力は、黒生成および下色除去機能はK、中間体Cの最小値、M、および1.0から元の赤、緑、及びbluecomponentsを減算することにより計算されたyの値でなければなりません。

注3は、名目上、kは、シアン、マゼンタ、及びイエローの成分から除去され、別個の黒色成分として置換することができるブラックの量です。

cyan1.0red- = magenta1.0green- = yellow1.0blue- =

c1.0red- = m1.0green- = y1.0blue- = KminをC、M、Y、（）=

cyanmin 1.0最大0.0のCuCrのK（） - 、（））（= magentamin 1.0最大0.0 mUCRのK（） - 、（））（= yellowmin 1.0最大0.0 yUCRのK（） - 、（））（= blackmin 1.0最大0.0 BGのK（）（））（=
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The black-generation function shall compute the black component as a function of the nominal k value. It may 
simply return its k operand unchanged, or it may return a larger value for extra black, a smaller value for less 
black, or 0.0 for no black at all. 

The undercolor-removal function shall compute the amount to subtract from each of the intermediate c, m, and 
y values to produce the final cyan, magenta, and yellow components. It may simply return its k operand 
unchanged, or it may return 0.0 (so that no colour is removed), some fraction of the black amount, or even a 
negative amount, thereby adding to the total amount of colorant. 

The final component values that result after applying black generation and undercolor removal should be in the 
range 0.0 to 1.0. If a value falls outside this range, the nearest valid value shall be substituted automatically 
without error indication. 

NOTE 4 This substitution is indicated explicitly by the min and max operations in the preceding formulas. 

The correct choice of black-generation and undercolor-removal functions depends on the characteristics of the 
output device. Each device shall be configured with default values that are appropriate for that device. 

NOTE 5 See 11.7.5, "Rendering Parameters and Transparency" and, in particular, 11.7.5.3, "Rendering Intent and 
Colour Conversions" for further discussion of the role of black-generation and undercolor-removal functions in 
the transparent imaging model. 

10.3.5 Conversion from DeviceCMYK to DeviceRGB

Conversion of a colour value from CMYK to RGB is a simple operation that does not involve black generation 
or undercolour removal: 

The black component shall be added to each of the other components, which shall then be converted to their 
complementary colours by subtracting them each from 1.0. 

10.4 Transfer Functions

In the sequence of steps for processing colours, the conforming reader shall apply the transfer function after
performing any needed conversions between colour spaces, but before applying a halftone function, if 
necessary. Each colour component shall have its own separate transfer function; there shall not be interaction 
between components. 

NOTE 1 Starting with PDF 1.2, a transfer function may be used to adjust the values of colour components to 
compensate for nonlinear response in an output device and in the human eye. Each component of a device 
colour space—for example, the red component of the DeviceRGB space—is intended to represent the 
perceived lightness or intensity of that colour component in proportion to the component’s numeric value. 

NOTE 2 Many devices do not actually behave this way, however; the purpose of a transfer function is to compensate for 
the device’s actual behaviour. This operation is sometimes called gamma correction (not to be confused with 
the CIE-based gamut mapping function performed as part of CIE-based colour rendering). 

Transfer functions shall always operate in the native colour space of the output device, regardless of the colour 
space in which colours were originally specified. (For example, for a CMYK device, the transfer functions apply 
to the device’s cyan, magenta, yellow, and black colour components, even if the colours were originally 
specified in, for example, a DeviceRGB or CalRGB colour space.) The transfer function shall be called with a 
numeric operand in the range 0.0 to 1.0 and shall return a number in the same range. The input shall be the 
value of a colour component in the device’s native colour space, either specified directly or produced by 
conversion from some other colour space. The output shall be the transformed component value to be 
transmitted to the device (after halftoning, if necessary).

red 1.0 min 1.0 cyan black+, )(–=
green 1.0 min 1.0 magenta black+, )(–=

blue 1.0 min 1.0 yellow black+, )(–=

PDF 32000-1：2008

300©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

黒生成機能は、公称のk値の関数として黒成分を計算しなければなりません。これは単にオペランド不変そのKを返すことがあり、またはそれは余分な黒色のため大きな値を返すことがあり、小さい方の値を以下ブラック用、または全くブラック0.0。

下色除去機能は、最終的なシアン、マゼンタ、及びイエロー成分を生成するために中間体C、M、Yの値の各々から減算する量を計算しなければなりません。これは単にオペランド不変そのKを返すことができる、又はそれは着色剤の合計量に対して0.0（これは色が除去されていないこと）、ブラック量、あるいは負の量のいくつかの画分が、それによって追加を返すことができます。

黒生成下色除去を適用した後の結果の最終成分値が1.0の範囲0.0であるべきです。値がこの範囲外である場合は、最も近い有効な値は、エラー表示なしに自動的に置換しなければなりません。

注5を参照11.7.5、「レンダリングパラメータと透明」と、具体的には、11.7.5.3、透明なイメージングモデルにおける黒生成および下色除去機能の役割のさらなる議論については、「インテントと色変換レンダリング」。

DeviceCMYKからDeviceRGBでの10.3.5の変換

黒成分は、その後、1.0からそれら各々を減算することにより、それらの補色に変換されなければならない他の構成要素の各々に添加しなければなりません。

10.4伝達関数

色を処理するための一連のステップにおいて、適合リーダは、しかし必要であれば、ハーフトーン関数を適用する前に、色空間の間の任意の必要な変換をafterperforming伝達関数を適用しなければなりません。各色成分は、それ自体の別個の伝達関数を有するものとします。コンポーネント間の相互作用があってはなりません。

注1 PDF 1.2以降では、伝達関数は、出力デバイスにおける人間の目における非線形応答を補償するために、色成分の値を調整するために使用することができます。デバイス色空間のための一例の各構成要素は、DeviceRGBでの赤色成分、コンポーネントの数値に比例して、その色成分の知覚される明るさまたは強度を表すことを意図空間が-れます。

NOTE 2Manyデバイスが実際にしかし、このように動作しません。伝達関数の目的は、デバイスの実際の動作を補償することです。この操作は、時にはガンマ補正（CIEベースのカラーレンダリングの一部として実行CIEベースの色域写像関数と混同しない）と呼ばれます。

伝達関数は関係なく、常に色が最初に指定された色空間の、出力デバイスのネイティブ色空間で動作しなければなりません。 （例えば、CMYKデバイスに対して、伝達関数は、色が最初に、例えば、DeviceRGBで又はCalRGB色空間で指定された場合でも、デバイスのシアン、マゼンタ、イエロー、及びブラックの色成分に適用される。）の伝達関数を1.0の範囲0.0の数値オペランドと呼ばれるものと同じ範囲の数を返します。入力は、直接指定するか、またはいくつかの他の色空間から変換された、デバイスのネイティブ色空間における色成分の値でなければなりません。出力は、（必要に応じて、ハーフトーン処理後の）形質転換成分値をデバイスに送信するものでなければなりません。

red1.0の分1.0 cyanblack +）（ -  = green1.0分1.0 magentablack +）（ -  = blue1.0分1.0 yellowblack +）（ -  =
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Both the input and the output of a transfer function shall always be interpreted as if the corresponding colour 
component were additive (red, green, blue, or gray): the greater the numeric value, the lighter the colour. If the 
component is subtractive (cyan, magenta, yellow, black, or a spot colour), it shall be converted to additive form 
by subtracting it from 1.0 before it is passed to the transfer function. The output of the function shall always be 
in additive form and shall be passed on to the halftone function in that form. 

Starting with PDF 1.2, transfer functions shall be defined as PDF function objects (see 7.10, "Functions"). 
There are two ways to specify transfer functions: 

• The current transfer function parameter in the graphics state shall consist of either a single transfer 
function or an array of four separate transfer functions, one each for red, green, blue, and gray or their 
complements cyan, magenta, yellow, and black. If only a single function is specified, it shall apply to all 
components. An RGB device shall use the first three, a monochrome device shall use the gray transfer 
function only, and a CMYK device shall use all four. The current transfer function may be specified as the 
value of the TR or TR2 entry in a graphics state parameter dictionary; see Table 58. 

• The current halftone parameter in the graphics state may specify transfer functions as optional entries in 
halftone dictionaries (see 10.5.5, "Halftone Dictionaries"). This is the only way to set transfer functions for 
nonprimary colour components or for any component in devices whose native colour space uses 
components other than the ones listed previously. A transfer function specified in a halftone dictionary shall 
override the corresponding one specified by the current transfer function parameter in the graphics state. 

In addition to their intended use for gamma correction, transfer functions may be used to produce a variety of 
special, device-dependent effects. Because transfer functions produce device-dependent effects, a page 
description that is intended to be device-independent shall not alter them. 

When the current colour space is DeviceGray and the output device’s native colour space is DeviceCMYK, a 
conforming reader shall use only the gray transfer function. The normal conversion from DeviceGray to 
DeviceCMYK produces 0.0 for the cyan, magenta, and yellow components. These components shall not be 
passed through their respective transfer functions but are rendered directly, producing output containing no 
coloured inks. This special case exists for compatibility with existing conforming readers that use a transfer 
function to obtain special effects on monochrome devices, and shall apply only to colours specified in the 
DeviceGray colour space. 

NOTE 3 See 11.7.5, "Rendering Parameters and Transparency" and, in particular, 11.7.5.2, "Halftone and Transfer 
Function" for further discussion of the role of transfer functions in the transparent imaging model. 

10.5 Halftones

10.5.1 General

Halftoning is a process by which continuous-tone colours are approximated on an output device that can 
achieve only a limited number of discrete colours. Colours that the device cannot produce directly are 
simulated by using patterns of pixels in the colours available. 

NOTE 1 Perhaps the most familiar example is the rendering of gray tones with black and white pixels, as in a 
newspaper photograph. 

Some output devices can reproduce continuous-tone colours directly. Halftoning is not required for such 
devices; after gamma correction by the transfer functions, the colour components shall be transmitted directly 
to the device. On devices that do require halftoning, it shall occur after all colour components have been 
transformed by the applicable transfer functions. The input to the halftone function shall consist of continuous-
tone, gamma-corrected colour components in the device’s native colour space. Its output shall consist of pixels 
in colours the device can reproduce. 

PDF provides a high degree of control over details of the halftoning process. 

NOTE 2 When rendering on low-resolution displays, fine control over halftone patterns is needed to achieve the best 
approximations of gray levels or colours and to minimize visual artifacts. 
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入力伝達関数の出力の両方は、常に、対応する色成分かのように解釈されなければならない（赤、緑、青、または灰色）添加した：大きな数値、明るい色。成分（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、またはスポットカラー）減法である場合、それは、それが伝達関数に渡される前に1.0からそれを減算することにより、添加剤形に変換しなければなりません。関数の出力は、常に添加剤の形でなければならないし、そのフォームでハーフトーン関数に渡されなければなりません。

PDF 1.2以降では、伝達関数は（7.10、「関数」を参照してください）PDF関数オブジェクトとして定義されなければなりません。伝達関数を指定する方法は2つあります。

•グラフィックス状態の電流伝達関数パラメータは、単一の伝達関数又は4つの別個の伝達関数、赤、緑、青、グレーまたはそれらの相補シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのための1つのそれぞれの配列のいずれかから構成されなければなりません。唯一つの関数が指定されている場合、それはすべてのコンポーネントに適用しなければなりません。 RGBデバイスは、最初の三つは、モノクロデバイスのみ灰色の伝達関数を使用するものと使用しなければならない、とCMYKデバイスは、すべての4つを使用しなければなりません。電流伝達関数は、グラフィックス状態パラメータ辞書にTRまたはTR2エントリの値として指定されてもよいです。表58を参照してください。

•グラフィックス状態の現在のハーフトーンパラメータが（「ハーフトーン辞書」、10.5.5を参照）、ハーフトーン辞書に任意のエントリとして伝達関数を指定することができます。これは、非プライマリ色成分またはネイティブ色空間の使用以前に記載されているもの以外の成分を装置内の任意のコンポーネントの集合の伝達関数への唯一の方法です。ハーフトーン・ディクショナリに指定された転送機能は、グラフィックス状態の電流伝達関数パラメータで指定され、対応するものを上書きしなければなりません。

ガンマ補正のためのそれらの使用目的に加えて、伝達関数は、特別な、デバイスに依存する様々な効果を生成するために使用されてもよいです。伝達関数は、デバイスに依存効果を生成するので、デバイスに依存しないことを意図しているページ記述は、それらを変更してはなりません。

現在の色空間がDeviceGrayであり、出力デバイスのネイティブ色空間がDeviceCMYKである場合、適合リーダのみ灰色の伝達関数を使用しなければなりません。 DeviceGrayからDeviceCMYKの通常の変換は、シアン、マゼンタ、及びイエロー成分に対して0.0を生成します。これらのコンポーネントは、それぞれの伝達関数を通過してはならないが、無着色インクを含む出力を生成する、直接レンダリングされます。この特殊なケースは、モノクロデバイスに特殊効果を得るために、伝達関数を使用する既存の適合リーダとの互換性のために存在し、DeviceGray色空間で指定された色にのみ適用されなければなりません。

透明イメージングモデルにおける伝達関数の役割についてのさらなる議論のための注3を参照してください11.7.5、「レンダリングパラメータと透明性」と、具体的には、11.7.5.2、「ハーフトーンと伝達関数」。

10.5ハーフトーン

10.5.1一般的な

注記1おそらく最も身近な例は、新聞の写真のように、黒と白の画素のグレートーンのレンダリングです。

いくつかの出力デバイスは、直接連続階調の色を再現することができます。ハーフトーンは、このようなデバイスのために必要とされていません。伝達関数によるガンマ補正後の色成分がデバイスに直接伝達されなければなりません。全ての色成分が該当する伝達関数によって変換された後、ハーフトーンを必要としないデバイスでは、それが発生するものとします。ハーフトーン関数への入力は、連続トーン、デバイスのネイティブ色空間のガンマ補正の色成分で構成されなければなりません。その出力は、デバイスが再現できる色のピクセルで構成されなければなりません。

注2低解像度のディスプレイ上でレンダリング、ハーフトーンパターンを細かく制御は、グレーレベルや色の最良の近似値を達成し、視覚的なアーティファクトを最小化するために必要とされます。
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NOTE 3 In colour printing, independent halftone screens can be specified for each of several colorants.

NOTE 4 Remember that everything pertaining to halftones is, by definition, device-dependent. In general, when a PDF 
file provides its own halftone specifications, it sacrifices portability. Associated with every output device is a 
default halftone definition that is appropriate for most purposes. Only relatively sophisticated files need to 
define their own halftones to achieve special effects. For correct results, a PDF file that defines a new halftone 
depends on certain assumptions about the resolution and orientation of device space. The best choice of 
halftone parameters often depends on specific physical properties of the output device, such as pixel shape, 
overlap between pixels, and the effects of electronic or mechanical noise. 

All halftones are defined in device space, and shall be unaffected by the current transformation matrix. 

10.5.2 Halftone Screens

In general, halftoning methods are based on the notion of a halftone screen, which divides the array of device 
pixels into cells that may be modified to produce the desired halftone effects. A screen is defined by 
conceptually laying a uniform rectangular grid over the device pixel array. Each pixel belongs to one cell of the 
grid; a single cell typically contains many pixels. The screen grid shall be defined entirely in device space and 
shall be unaffected by modifications to the current transformation matrix. 

NOTE This property is essential to ensure that adjacent areas coloured by halftones are properly stitched together 
without visible seams. 

On a bilevel (black-and-white) device, each cell of a screen may be made to approximate a shade of gray by 
painting some of the cell’s pixels black and some white. Numerically, the gray level produced within a cell shall 
be the ratio of white pixels to the total number of pixels in the cell. A cell containing n pixels can render n + 1 
different gray levels, ranging from all pixels black to all pixels white. A gray value g in the range 0.0 to 1.0 shall 
be produced by making i pixels white, where i = floor (g × n). 

The foregoing description also applies to colour output devices whose pixels consist of primary colours that are 
either completely on or completely off. Most colour printers, but not colour displays, work this way. Halftoning 
shall be applied to each colour component independently, producing shades of that colour. 

Colour components shall be presented to the halftoning machinery in additive form, regardless of whether they 
were originally specified additively (RGB or gray) or subtractively (CMYK or tint). Larger values of a colour 
component represent lighter colours—greater intensity in an additive device such as a display or less ink in a 
subtractive device such as a printer. Transfer functions produce colour values in additive form; see 10.4, 
"Transfer Functions". 

10.5.3 Spot Functions

A common way of defining a halftone screen is by specifying a frequency, angle, and spot function. The 
frequency indicates the number of halftone cells per inch; the angle indicates the orientation of the grid lines 
relative to the device coordinate system. As a cell’s desired gray level varies from black to white, individual 
pixels within the cell change from black to white in a well-defined sequence: if a particular gray level includes 
certain white pixels, lighter grays will include the same white pixels along with some additional ones. The order 
in which pixels change from black to white for increasing gray levels shall be determined by a spot function, 
which specifies that order in an indirect way that minimizes interactions with the screen frequency and angle. 

Consider a halftone cell to have its own coordinate system: the centre of the cell is the origin and the corners 
are at coordinates ±1.0 horizontally and vertically. Each pixel in the cell is centred at horizontal and vertical 
coordinates that both lie in the range −1.0 to +1.0. For each pixel, the spot function shall be invoked with the 
pixel’s coordinates as input and shall return a single number in the range −1.0 to +1.0, defining the pixel’s 
position in the whitening order. 

The specific values the spot function returns are not significant; all that matters are the relative values returned 
for different pixels. As a cell’s gray level varies from black to white, the first pixel whitened shall be the one for 
which the spot function returns the lowest value, the next pixel shall be the one with the next higher spot 
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注記3カラー印刷では、独立したハーフトーンスクリーンは、いくつかの着色剤のそれぞれについて指定することができます。

注4は、中間調に関係するすべてが、定義によって、デバイス依存であることを忘れないでください。 PDFファイルは、独自のハーフトーン仕様を提供する場合、一般的に、それは移植性を犠牲に。すべての出力デバイスに関連付けられていることはほとんどの目的のために適切なデフォルトのハーフトーンの定義です。比較的洗練されたファイルには、特別な効果を達成するために、独自のハーフトーンを定義する必要があります。正しい結果を得るために、新しいハーフトーンを定義してPDFファイルには、デバイス空間の解像度と方向について一定の仮定に依存します。ハーフトーン・パラメータの最良の選択は、多くの場合、このような画素形状、画素間のオーバーラップ、および電子的または機械的なノイズの影響などの出力デバイスの特定の物理的性質に依存します。

全てのハーフトーンは、デバイス空間で定義され、そして現在の変換行列によって影響を受けなければなりません。

10.5.2ハーフトーンスクリーン

一般に、ハーフトーン処理の方法は、所望のハーフトーン効果を産生するように改変することができる細胞内にデバイスピクセルのアレイを分割するハーフトーンスクリーンの概念に基づいています。画面は、概念的デバイスピクセルアレイにわたって均一な長方形のグリッドを置くことによって定義されます。各ピクセルは、グリッドの一方のセルに属しています。単一のセルは、通常、多くのピクセルを含みます。スクリーングリッドは、装置のスペースに完全に定義されなければならないと現在の変換行列の変更による影響を受けないものでなければなりません。

（白黒）バイレベル装置に、画面の各セルは黒といくつかの白血球の画素の一部を描くことにより、灰色の陰影を近似させることができます。数値的に、細胞内で産生さグレーレベルは、セル内の総画素数に対する白画素の割合でなければなりません。細胞を含むn個の画素が白全画素黒全ての画素に至るまで、N + 1個の異なるグレーレベルをレンダリングすることができます。範囲0.0から1.0のグレー値gは、（G×N）iは床=ここで、iは白画素にすることによって製造されなければなりません。

前述の説明はまた、そのピクセルが完全に、または完全にオフのいずれかである原色から成るカラーの出力装置に適用されます。ほとんどのカラープリンタではなく、カラーディスプレイは、このように動作します。ハーフトーン処理は、その色の色合いを生成、独立各色成分に適用されなければなりません。

色成分にかかわらず、それらが元々付加的に指定されたかどうかの、添加剤形のハーフトーン機械に提示されなければならない（RGBまたはグレー）又は減算（CMYKまたは色合い）。色成分のより大きな値は、プリンタなどの減法装置の表示以下、インクなどの添加装置に明るい色、より大きな強度を表します。伝達関数は、添加剤形における色値を生成します。 10.4、「伝達関数」を参照してください。

10.5.3スポット機能

ハーフトーンスクリーンを定義する一般的な方法は、周波数、角度、及びスポット関数を指定することによってです。周波数は、インチあたりのハーフトーン・セルの数を示します。角度は、デバイス座標系に対するグリッド線の方向を示しています。セルの所望のグレーレベルは、明確に定義された配列における黒から白へのセル変更中白、各画素に黒から変化する：特定のグレーレベルは、特定の白画素を含む場合、軽い灰色は、いくつかと一緒に同じ白のピクセルを含むであろう追加のもの。グレーレベルを増加させるための黒から白への変化を画素順序は、スクリーン周波数及び角度に最小限の相互作用、その間接的な方法でその順序を指定スポット関数によって決定されなければなりません。

独自の座標系を有するようにハーフトーンセルを考える：セルの中心が原点であり、隅座標±1.0水平方向および垂直方向です。範囲内にある両方-1.0 +1.0にそのセル内の各画素は、水平および垂直座標を中心とします。画素毎に、スポット関数は、入力としてピクセルの座標で呼び出さなければならないと白化順に画素の位置を規定する、+1.0の範囲-1.0に単一の数値を返します。

具体的には、スポット関数のリターンは重要ではありません値。すべてのその事項が異なる画素に対して返さ相対的な値です。セルの階調が黒から白に変化するように、スポット関数が最小値を返すための一つでなければならない白化最初のピクセルは、次のピクセルは、次に高いスポットと、ワンでなければなりません
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function value, and so on. If two pixels have the same spot function value, their relative order shall be chosen 
arbitrarily. 

PDF provides built-in definitions for many of the most commonly used spot functions that a conforming reader 
shall implement. A halftone may simply specify any of these predefined spot functions by name instead of 
giving an explicit function definition. 

EXAMPLE The name SimpleDot designates a spot function whose value is inversely related to a pixel’s distance 
from the center of the halftone cell. This produces a “dot screen” in which the black pixels are clustered 
within a circle whose area is inversely proportional to the gray level. The name Line designates a spot 
function whose value is the distance from a given pixel to a line through the center of the cell, producing a 
“line screen” in which the white pixels grow away from that line. 

Table 128 shows the predefined spot functions. The table gives the mathematical definition of each function 
along with the corresponding PostScript language code as it would be defined in a PostScript calculator 
function (see 7.10.5, "Type 4 (PostScript Calculator) Functions"). The image accompanying each function 
shows how the relative values of the function are distributed over the halftone cell, indicating the approximate 
order in which pixels are whitened. Pixels corresponding to darker points in the image are whitened later than 
those corresponding to lighter points. 

Table 128 –  Predefined spot functions  

Name  Appearance Definition

SimpleDot 1 − (x 2 + y 2 )
{ dup mul exch dup mul add 1 exch sub } 
 
 

InvertedSimpleDot x 2  + y 2 − 1
{ dup mul exch dup mul add 1 sub } 
 
 

DoubleDot
 

{ 360 mul sin 2 div exch 360 mul sin 2 div add } 
 

InvertedDoubleDot
 

{ 360 mul sin 2 div exch 360 mul sin 2 div add neg } 
 

360 x×( )sin
2

------------------------------ 360 y×( )sin
2

------------------------------+

360 x×( )sin
2

------------------------------ 360 y×( )sin
2

------------------------------+⎝
⎛– ⎠

⎞
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関数値、および上そう。二つの画素が同じスポット関数値を持っている場合は、それらの相対的な順序は任意に選択されなければなりません。

実施例名SimpleDotは、その値が逆ハーフトーン・セルの中心からの画素の距離に関連するスポット関数を指定します。これは、黒画素がその領域のグレーレベルに反比例する円内にクラスタ化された「ドットスクリーン」を生成します。名前ライン白画素がそのラインから離れて成長する「ラインスクリーン」を生成し、その値がセルの中心を通る線に対して所定の画素からの距離であり、スポット関数を指定します。

テーブル128が示す予め定義されたスポット関数。テーブルは、それがポストスクリプト電卓機能に定義されるように、対応するポストスクリプト言語コードと共に、各関数の数学的定義を与える（「4（PostScriptの計算）機能を入力」、7.10.5を参照）。画像は、関数の相対値は、ハーフトーンセルにわたって分散されている方法を各機能ショーを伴う画素が白色化されたおおよその順序を示します。画像内の暗い点に対応する画素については、後でより軽い点に対応するものよりも白化しています。

名称外観の定義

360X×（）SIN2 ------------------------------ 360Y×（）SIN2 ---------- -------------------- +

360X×（）SIN2 ------------------------------ 360Y×（）SIN2 ---------- -------------------- +⎝⎛-⎠⎞
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CosineDot
 

{ 180 mul cos exch 180 mul cos add 2 div } 
 

Double

 

 

{ 360 mul sin 2 div exch 2 div 360 mul sin 2 div add } 

InvertedDouble

 

 
 

{ 360 mul sin 2 div exch 2 div 360 mul sin 2 
div add neg }

Line − | y |
{ exch pop abs neg } 
 
 
 

LineX x
{ pop } 
 
 
 

LineY y
{ exch pop } 
 
 
 

Table 128 –  Predefined spot functions  (continued)

Name  Appearance Definition

180 x×( )cos
2

------------------------------- 180 y×( )cos
2

-------------------------------+

360 x
2
---×⎝ ⎠

⎛ ⎞sin

2
------------------------------- 360 y×( )sin

2
------------------------------+

360 x
2
---×⎝ ⎠

⎛ ⎞sin

2
------------------------------- 360 y×( )sin

2
------------------------------+

⎠
⎟
⎟
⎟
⎞

⎝
⎜
⎜
⎜
⎛

–
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ダブル

InvertedDouble

{360 MUL罪2 DIV EXCH 2 DIV 360 MUL罪2のdiv追加NEG}

表128  - 事前定義されたスポット関数（続き）

名称外観の定義

180X×（）COS2 ------------------------------- 180Y×（）COS2 --------- ---------------------- +

360x2 ---×⎝⎠⎛⎞sin

2 ------------------------------- 360Y×（）SIN2 ------------- ----------------- +

360x2 ---×⎝⎠⎛⎞sin

2 ------------------------------- 360Y×（）SIN2 ------------- ----------------- +

⎠⎟⎟⎟⎞

⎝⎜⎜⎜⎛

 - 
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Round if | x | + | y |  ≤ 1 then 1 − (x 2 + y 2) 
else ( | x | − 1) 2 + ( | y |  − 1) 2 − 1
{ abs exch abs 
  2 copy add 1 le 

{ dup mul exch dup mul add 1 exch sub } 
{ 1 sub dup mul exch 1 sub dup mul add 1 
sub }

ifelse }

Ellipse let w = (3 × | x | ) + (4 × | y |) − 3 

if w < 0 then  

 

else if w > 1 then  

 
else 0.5 − w
{ abs exch abs 2 copy 3 mul exch 4 mul add 3 
sub dup 0 lt

{ pop dup mul exch 0.75 div dup mul add 
  4 div 1 exch sub } 
{ dup 1 gt

{ pop 1 exch sub dup mul  
  exch 1 exch sub 0.75 div dup 
mul add 
  4 div 1 sub } 
{ 0.5 exch sub exch pop exch pop }

ifelse }
ifelse }

EllipseA 1 − (x 2 + 0.9 × y 2 )
{ dup mul 0.9 mul exch dup mul add 1 exch sub } 
 
 

InvertedEllipseA x 2 + 0.9 × y 2 − 1
{ dup mul 0.9 mul exch dup mul add 1 sub } 
 
 

Table 128 –  Predefined spot functions  (continued)

Name  Appearance Definition

1
x2 y

0.75
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+

4
------------------------------–

1 x–( )2 1 y–
0.75

---------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

+

4
------------------------------------------------------ 1–
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Roundif | X | + | Y | ≤1、次いで1  - （X 2 + Y 2）そうでなければ（| X |  -  1）2 +（| Y |  -  1）2  -  1 {ABS EXCH ABS 2 {DUP MUL EXCH DUP MUL 1 EXCHを追加ル1を追加コピーサブ} 1つのサブ追加MUL MUL EXCH 1サブDUP DUP {1つのサブ}} ifelse

表128  - 事前定義されたスポット関数（続き）

名称外観の定義

1x2y0.75 ----------⎝⎠⎛⎞2+

4 ------------------------------  - 

1X（ - ）21Y-0.75 ---------------⎝⎠⎛⎞2+

4 ------------------------------------------------- -----の1-
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EllipseB
 

 

{ dup 5 mul 8 div mul exch dup mul exch add sqrt 
  1 exch sub }

EllipseC 1 − (0.9 × x2 + y2 )
{ dup mul exch dup mul 0.9 mul add 1 exch sub } 
 
 

InvertedEllipseC 0.9 × x 2 + y 2 − 1
{ dup mul exch dup mul 0.9 mul add 1 sub } 
 
 

Square −max ( | x | , | y | )
{ abs exch abs 2 copy lt 
{ exch } 
if 
  pop neg }

Cross −min ( | x | , | y | )
{ abs exch abs 2 copy gt 
{ exch } 
if 
  pop neg }

Rhomboid

{ abs exch abs 0.9 mul add 2 div } 
 

Table 128 –  Predefined spot functions  (continued)

Name  Appearance Definition

1 x2 5
8
--- y2×+–

0.9 x× y+
2

---------------------------------
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{DUP 5 MUL 8 DIV MUL EXCH DUP MUL EXCH追加SQRT 1 EXCH副}

正方形-MAX（| X |、| Y |）{ABS EXCH ABS 2コピーLT {EXCH}ポップNEG場合}

クロス分（| X |、| Y |）{ABS EXCH ABS 2コピーGT {EXCH}ポップNEG場合}

菱形

表128  - 事前定義されたスポット関数（続き）

名称外観の定義

1x258 --- Y2×+  - 

0.9X×Y + 2 ---------------------------------
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Figure 49 illustrates the effects of some of the predefined spot functions. 

Figure 49 –  Various halftoning effects

10.5.4 Threshold Arrays

Another way to define a halftone screen is with a threshold array that directly controls individual device pixels in 
a halftone cell. This technique provides a high degree of control over halftone rendering. It also permits halftone 
cells to be arbitrary rectangles, whereas those controlled by a spot function are always square. 

A threshold array is much like a sampled image—a rectangular array of pixel values—but shall be defined 
entirely in device space. Depending on the halftone type, the threshold values occupy 8 or 16 bits each. 
Threshold values nominally represent gray levels in the usual way, from 0 for black up to the maximum (255 or 
65,535) for white. The threshold array shall be replicated to tile the entire device space: each pixel in device 
space shall be mapped to a particular sample in the threshold array. On a bilevel device, where each pixel is 
either black or white, halftoning with a threshold array shall proceed as follows: 

a) For each device pixel that is to be painted with some gray level, consult the corresponding threshold value 
from the threshold array. 

b) If the requested gray level is less than the threshold value, paint the device pixel black; otherwise, paint it 
white. Gray levels in the range 0.0 to 1.0 correspond to threshold values from 0 to the maximum available 
(255 or 65,535). 

Diamond if | x | + | y | ≤ 0.75 then 1 − (x 2 + y 2) 
else if | x | + | y | ≤ 1.23 then 1 − (0.85 × | x | + | y | ) 
else ( | x | − 1) 2 + ( | y | − 1) 2 − 1
{ abs exch abs 2 copy add 0.75 le

{ dup mul exch dup mul add 1 exch sub } 
{ 2 copy add 1.23 le

{ 0.85 mul add 1 exch sub } 
{ 1 sub dup mul exch 1 sub du 
mul add 1 sub }

ifelse }
ifelse }

Table 128 –  Predefined spot functions  (continued)

Name  Appearance Definition

150 per inch at 45 
Round dot screen

100 per inch at 45 
Round dot screen

50 per inch at 45 
Round dot screen

75 per inch at 45 
Line screen
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図49  - 様々なハーフトーンの効果

10.5.4しきい値の配列

ハーフトーンスクリーンを定義する別の方法は、直接ハーフトーンセル内の個々のデバイスの画素を制御する閾値配列です。この技術は、ハーフトーンレンダリングを高度に制御を提供します。スポット関数によって制御ものは常に正方形であるのに対し、それはまた、任意の矩形であることをハーフトーンセルを可能にします。

しきい値アレイは、はるかに画素のサンプリングされた画像の矩形アレイのような値-が、完全デバイス空間で定義されるものです。ハーフトーンタイプに応じて、閾値は8ビットまたは16ビットそれぞれを占めます。閾値は公称白色の最大値（255または65,535）に黒まで、0から、通常の方法でグレーレベルを表します。しきい値アレイは、タイルに装置全体のスペースを複製しなければならない：デバイス空間内の各画素は、閾値アレイにおける特定のサンプルにマッピングされなければなりません。各画素は以下のように進行しなければならない閾値アレイとハーフトーン、黒または白であるバイレベル装置、に関する。

a）は、いくつかのグレーレベルで塗装される各デバイスの画素については、閾値アレイから対応する閾値を参照してください。

b）は、要求された階調レベルがしきい値未満である場合、デバイスピクセルブラックペイント。そうでない場合、それは白いペイント。範囲内の階調レベル0から利用可能な最大（255または65,535）に閾値を0.0から1.0に対応します。

Diamondif | X | + | Y | ≤0.75その後、1  - （X 2 + Y 2）それ以外の場合| X | + | Y | ≤1.23次いで、1  - （0.85×| X | + | Y |）他（| X |  -  1）2 +（| Y |  -  1）2  -  2コピーの追加0.75 ABS EXCH 1 {ABSル{DUP MUL EXCH DUP 1つのEXCHサブ追加MUL} {2コピーの追加1.23ル{0.85 1つのEXCHサブ追加MUL} {1つのサブDUP MUL EXCH 1つのサブMULアド1サブデュ} ifelse}} ifelse

表128  - 事前定義されたスポット関数（続き）

名称外観の定義

45行目の画面で45ラウンドドットscreen75あたりインチで45ラウンドドットscreen50あたりインチで45ラウンドドットscreen100あたりインチでインチあたり150
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A threshold value of 0 shall be treated as if it were 1; therefore, a gray level of 0.0 paints all pixels black, 
regardless of the values in the threshold array. 

This scheme easily generalizes to monochrome devices with multiple bits per pixel, where each pixel can 
directly represent intermediate gray levels in addition to black and white. For any device pixel that is specified 
with some in-between gray level, the halftoning algorithm shall consult the corresponding value in the threshold 
array to determine whether to use the next-lower or next-higher representable gray level. In this situation, the 
threshold values do not represent absolute gray levels, but rather gradations between any two adjacent 
representable gray levels. 

EXAMPLE If there are 2 bits per pixel, each pixel can directly represent one of four different gray levels: black, dark 
gray, light gray, or white, encoded as 0, 1, 2, and 3, respectively.

NOTE A halftone defined in this way can also be used with colour displays that have a limited number of values for 
each colour component. The red, green, and blue components are simply treated independently as gray 
levels, applying the appropriate threshold array to each. (This technique also works for a screen defined as a 
spot function, since the spot function is used to compute a threshold array internally.) 

10.5.5 Halftone Dictionaries

10.5.5.1 General

In PDF 1.2, the graphics state includes a current halftone parameter, which determines the halftoning process 
that a conforming reader shall use to perform painting operations. The current halftone may be specified as the 
value of the HT entry in a graphics state parameter dictionary; see Table 58. It may be defined by either a 
dictionary or a stream, depending on the type of halftone; the term halftone dictionary is used generically 
throughout this clause to refer to either a dictionary object or the dictionary portion of a stream object. (The 
halftones that are defined by streams are specifically identified as such in the descriptions of particular halftone 
types; unless otherwise stated, they are understood to be defined by simple dictionaries instead.) 

Every halftone dictionary shall have a HalftoneType entry whose value shall be an integer specifying the 
overall type of halftone definition. The remaining entries in the dictionary are interpreted according to this type. 
PDF supports the halftone types listed in Table 129. 

NOTE 1 The dictionaries representing these halftone types contain the same entries as the corresponding PostScript 
language halftone dictionaries (as described in Section 7.4 of the PostScript Language Reference, Third 
Edition), with the following exceptions:  
 

Table 129 –  PDF halftone types  

Type Meaning

1 Defines a single halftone screen by a frequency, angle, and spot 
function. 

5 Defines an arbitrary number of halftone screens, one for each colorant
or colour component (including both primary and spot colorants). The 
keys in this dictionary are names of colorants; the values are halftone 
dictionaries of other types, each defining the halftone screen for a single 
colorant. 

6 Defines a single halftone screen by a threshold array containing 8-bit 
sample values. 

10 Defines a single halftone screen by a threshold array containing 8-bit 
sample values, representing a halftone cell that may have a nonzero 
screen angle. 

16 (PDF 1.3) Defines a single halftone screen by a threshold array 
containing 16-bit sample values, representing a halftone cell that may 
have a nonzero screen angle. 
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それは1であるかのように0の閾値は、処理しなければなりません。従って、0.0塗料のグレーレベルは、すべてのかかわらず、スレッシュホールドアレイの値の、黒画素。

この方式は、簡単に各ピクセルが直接黒及び白に加えて中間階調を表現することができるピクセル当たり複数ビットで白黒デバイスに一般化します。インとの間のグレーレベル一部で指定された任意のデバイスの画素に対して、ハーフトーン処理アルゴリズムは、低次または次のより高い表現のグレーレベルを使用するかどうかを決定するための閾値配列に対応する値を協議しなければなりません。この状況では、閾値は、絶対的なグレーレベルを表すものではない、むしろ、隣接する2つの表現のグレーレベルとの間の階調。

実施例ピクセル当たり2ビットがある場合、各ピクセルは、直接四つの異なるグレーレベルの1つを表すことができる：それぞれ、黒、ダークグレー、ライトグレー、又は白、0、1、2、および3としてエンコードします。

このように定義されたNOTEAハーフトーンは、各色成分の値の数が限られているカラーディスプレイと共に使用することができます。赤、緑、青の成分は、単にそれぞれに適切な閾値アレイを適用すること、グレーレベルとして独立して扱われます。 （スポット関数が内部スレッシュホールドアレイを計算するために使用されるので、この技術は、スポット関数として定義される画面のために働きます）。

10.5.5ハーフトーン辞書

10.5.5.1一般的な

PDF 1.2では、グラフィックス状態が適合読者が塗装操作を実行するために使用しなければならないことをハーフトーン処理を決定する現在のハーフトーンパラメータを含みます。現在のハーフトーンは、グラフィックス状態パラメータ辞書におけるHTエントリの値として指定することができます。これは、ハーフトーンの種類に応じて、辞書またはストリームのいずれかによって定義することができる。表58参照。用語ハーフトーン辞書は、辞書オブジェクトやストリームオブジェクトの辞書部分のいずれかを参照するために、この節の全体にわたって一般的に使用されます。 （ストリームによって定義されるハーフトーンは、具体的には、特定のハーフトーンタイプの記述においてそのようなものとして識別され、特に明記しない限り、それらは代わりに、単純な辞書によって定義されることが理解されます。）

（ポストスクリプト言語リファレンス第3版のセクション7.4に記載されているように）、これらのハーフトーン・タイプを表す注記1の辞書には、以下の例外を除いて、対応するポストスクリプト言語網辞書と同じエントリを含みます：

タイプ意味

1つの定義周波数、角度、及びスポット関数によって単一のハーフトーンスクリーン。

5つの定義（プライマリおよびスポットの着色剤を含む）、ハーフトーンスクリーンの任意の数、各colorantor色成分のための1つ。この辞書のキーは、着色剤の名前です。値は、それぞれが単一の着色剤のためのハーフトーンスクリーンを定義する、他のタイプのハーフトーン辞書です。

10の定義ゼロ以外のスクリーン角を有していてもよいハーフトーン・セルを表す8ビットのサンプル値を含む閾値アレイによって単一のハーフトーンスクリーン。

16（PDF 1.3）がゼロでないスクリーン角を有していてもよいハーフトーンセルを表す、16ビットのサンプル値を含む閾値アレイによって単一のハーフトーンスクリーンを定義します。
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The PDF dictionaries may contain a Type entry with the value Halftone, identifying the type of PDF object that 
the dictionary describes.  
 
Spot functions and transfer functions are represented by function objects instead of PostScript procedures.  
 
Threshold arrays are specified as streams instead of files.  
 
In type 5 halftone dictionaries, the keys for colorants shall be name objects; they may not be strings as they 
may in PostScript. 

Halftone dictionaries have an optional entry, HalftoneName, that identifies the halftone by name. In PDF 1.3, if 
this entry is present, all other entries, including HalftoneType, are optional. At rendering time, if the output 
device has a halftone with the specified name, that halftone shall be used, overriding any other halftone 
parameters specified in the dictionary. 

NOTE 2 This provides a way for PDF files to select the proprietary halftones supplied by some device manufacturers, 
which would not otherwise be accessible because they are not explicitly defined in PDF. 

If there is no HalftoneName entry, or if the requested halftone name does not exist on the device, the halftone’s 
parameters shall be defined by the other entries in the dictionary, if any. If no other entries are present, the 
default halftone shall be used. 

NOTE 3 See 11.7.5, "Rendering Parameters and Transparency" and, in particular, “Halftone and Transfer Function” in 
11.7.5.2 for further discussion of the role of halftones in the transparent imaging model. 

10.5.5.2 Type 1 Halftones

Table 130 describes the contents of a halftone dictionary of type 1, which defines a halftone screen in terms of 
its frequency, angle, and spot function. 

Table 130 –  Entries in a type 1 halftone dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; 
if present, shall be Halftone for a halftone dictionary. 

HalftoneType integer (Required) A code identifying the halftone type that this 
dictionary describes; shall be 1 for this type of halftone. 

HalftoneName byte string (Optional) The name of the halftone dictionary. 

Frequency number (Required) The screen frequency, measured in halftone cells per 
inch in device space. 

Angle number (Required) The screen angle, in degrees of rotation 
counterclockwise with respect to the device coordinate system. 
NOTE Most output devices have left-handed device 

spaces. On such devices, a counterclockwise angle 
in device space corresponds to a clockwise angle 
in default user space and on the physical medium. 

SpotFunction function or name (Required) A function object defining the order in which device 
pixels within a screen cell shall be adjusted for different gray 
levels, or the name of one of the predefined spot functions (see 
Table 128). 

AccurateScreens boolean (Optional) A flag specifying whether to invoke a special halftone 
algorithm that is extremely precise but computationally 
expensive; see Note 1 for further discussion. Default value: 
false. 
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PDF辞書は、辞書に記載されているPDFオブジェクトのタイプを識別する値ハーフトーンを持つタイプのエントリを含んでいてもよいです。スポット関数と伝達関数は、関数オブジェクトの代わりに、ポストスクリプト手順によって表されています。しきい値アレイは、ストリームの代わりに、ファイルとして指定されています。 5型の中間調辞書に、着色剤のためのキーは、名前オブジェクトでなければなりません。彼らがPostScriptに得るように、彼らは文字列ではないかもしれません。

ハーフトーンの辞書には、オプションのエントリ、HalftoneName、その識別名によって、ハーフトーンを持っています。このエントリが存在する場合は、PDF 1.3では、HalftoneTypeを含む他のすべてのエントリは、オプションです。出力デバイスが指定された名前を持つハーフトーンを持っている場合、レンダリング時には、そのハーフトーンは、辞書に指定されている他のハーフトーンパラメータをオーバーライドし、使用しなければなりません。

注2これは、PDFファイルは、彼らが明示的にPDFで定義されていないので、それ以外の場合はアクセスできなくなり、いくつかのデバイスメーカーによって供給独自のハーフトーンを選択するための方法を提供します。

そこにはHalftoneNameエントリーされていない、または要求されたハーフトーン名がデバイス上に存在しない場合があれば、ハーフトーンのパラメータは、辞書内の他のエントリによって定義されなければならない場合。他のエントリが存在しない場合、デフォルトのハーフトーンを使用しなければなりません。

注3を参照してください11.7.5、「レンダリングパラメータと透明性」と、11.7.5.2で特に、「ハーフトーン伝達関数」透明イメージングモデルにおけるハーフトーンの役割のさらなる議論のために。

10.5.5.2タイプ1ハーフトーン

テーブル130は、周波数、角度、及びスポット関数の観点からハーフトーンスクリーンを定義するタイプ1のハーフトーン辞書の内容を説明します。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、中間調辞書のためのハーフトーンをしなければなりません。

Frequencynumber（必須）デバイス空間の1インチあたりのハーフトーンセルで測定されたスクリーン周波数、。

Anglenumber（必須）デバイス座標系に対する回転反時計回りの度にスクリーン角、。 NOTEMost出力デバイスは、左利きのデバイスのスペースを持っています。このようなデバイスで、デフォルトユーザの空間と物理媒体上の時計回りの角度にデバイス空間相当の反時計回りの角度。

SpotFunctionfunctionまたは名前（必須）スクリーンセル内のデバイスの画素は異なるグレーレベルを調整しなければならない順序、または事前に定義されたスポット関数のいずれかの名前を（表128を参照）を定義する関数オブジェクト。
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If the AccurateScreens entry has a value of true, a highly precise halftoning algorithm shall be substituted in 
place of the standard one. If AccurateScreens is false or not present, ordinary halftoning shall be used. 

NOTE 1 Accurate halftoning achieves the requested screen frequency and angle with very high accuracy, whereas 
ordinary halftoning adjusts them so that a single screen cell is quantized to device pixels. High accuracy is 
important mainly for making colour separations on high-resolution devices. However, it may be computationally 
expensive and therefore is ordinarily disabled. 

NOTE 2 In principle, PDF permits the use of halftone screens with arbitrarily large cells—in other words, arbitrarily low 
frequencies. However, cells that are very large relative to the device resolution or that are oriented at 
unfavorable angles may exceed the capacity of available memory. If this happens, an error occurs. The 
AccurateScreens feature often requires very large amounts of memory to achieve the highest accuracy. 

EXAMPLE The following shows a halftone dictionary for a type 1 halftone.  
 
28 0 obj 

<< /Type /Halftone 
 /HalftoneType 1 
 /Frequency 120 
 /Angle 30 
 /SpotFunction /CosineDot 
 /TransferFunction /Identity 

>> 
endobj

10.5.5.3 Type 6 Halftones

A type 6 halftone defines a halftone screen with a threshold array. The halftone shall be represented as a 
stream containing the threshold values; the parameters defining the halftone shall be specified by entries in the 
stream dictionary. This dictionary may contain the entries shown in Table 131 in addition to the usual entries 
common to all streams (see Table 5). The Width and Height entries shall specify the dimensions of the 
threshold array in device pixels; the stream shall contain Width × Height bytes, each representing a single 
threshold value. Threshold values are defined in device space in the same order as image samples in image 
space (see Figure 34), with the first value at device coordinates (0, 0) and horizontal coordinates changing 
faster than vertical coordinates. 

TransferFunction function or name (Optional) A transfer function, which overrides the current 
transfer function in the graphics state for the same component. 
This entry shall be present if the dictionary is a component of a 
type 5 halftone (see “Type 5 Halftones” in 10.5.5.6) and 
represents either a nonprimary or nonstandard primary colour 
component (see 10.4, "Transfer Functions"). The name Identity
may be used to specify the identity function. 

Table 131 –  Additional entries specific to a type 6 halftone dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; 
if present, shall be Halftone for a halftone dictionary. 

HalftoneType integer (Required) A code identifying the halftone type that this 
dictionary describes; shall be 6 for this type of halftone. 

HalftoneName byte string (Optional) The name of the halftone dictionary. 

Width integer (Required) The width of the threshold array, in device pixels. 

Height integer (Required) The height of the threshold array, in device pixels. 

Table 130 –  Entries in a type 1 halftone dictionary  (continued)

Key Type Value
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AccurateScreensエントリが真の価値を持っている場合は、高精度なハーフトーン化アルゴリズムは、標準の1の代わりに置換されなければなりません。 AccurateScreensが存在虚偽かそうでない場合は、通常のハーフトーンを使用しなければなりません。

通常のハーフトーンは、単一のスクリーンセルは、装置の画素に量子化されるように、それらを調整する一方、注記1正確なハーフトーン処理は、非常に高い精度で要求されたスクリーン周波数および角度を達成します。高精度は、主に高解像度のデバイス上で色分解を行うために重要です。しかし、それは計算コストが高く、したがって、通常は無効になっているかもしれません。

注2本体原理は、PDFは、任意の大きさの細胞、言い換えれば、任意の低い周波数のハーフトーンスクリーンを使用することが可能になります。しかし、デバイスの分解能に非常に大きな相対的であるか、または不利な角度で配向される細胞は、利用可能なメモリの容量を超える可能性があります。この問題が発生した場合、エラーが発生します。 AccurateScreens機能は、多くの場合、最高の精度を達成するためにメモリの非常に大きな金額が必要です。

以下の例が示すタイプ1ハーフトーンに対するハーフトーン辞書。 28 0 OBJ << /タイプ/ハーフトーン/ HalftoneType 1 /周波数120 /角度30 /スポット関数/ CosineDot /伝達関数/アイデンティティ>> endobj

10.5.5.3タイプ6ハーフトーン

タイプ6のハーフトーンしきい値アレイとハーフトーンスクリーンを定義します。ハーフトーン閾値を含むストリームとして表現されなければなりません。ハーフトーンを定義するパラメータは、ストリーム辞書内のエントリで指定されなければなりません。この辞書は、（表5を参照）すべてのストリームに共通の通常のエントリに加えて、表131に示すエントリを含むことができます。幅と高さのエントリは、デバイスピクセルにおける閾値アレイの寸法を指定しなければなりません。ストリームは、それぞれが単一の閾値を表す、幅×高さのバイトを含まなければなりません。閾値は、デバイス座標（0、0）であり、横座標の最初の値が速く垂直座標よりも変化して、（図34を参照）は、画像空間における画像サンプルと同じ順序でデバイス空間で定義されています。

TransferFunctionfunctionまたは同じコンポーネントのグラフィックス状態の電流伝達関数をオーバーライド名前（任意）Aの伝達関数、。辞書は（10.4、「伝達関数」を参照）タイプ5網の構成要素である（10.5.5.6の「タイプ5ハーフトーン」を参照）、いずれかの非プライマリまたは非標準原色成分表す場合、このエントリが存在しなければなりません。名前は恒等関数を指定するために使用することがIdentitymay。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、中間調辞書のためのハーフトーンをしなければなりません。

Widthinteger（必須）デバイスピクセルにおける閾値アレイの幅、。

Heightinteger（必須）デバイスピクセルにおける閾値アレイの高さ。

表130  - タイプ1ハーフトーン辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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10.5.5.4 Type 10 Halftones

Type 6 halftones specify a threshold array with a zero screen angle; they make no provision for other angles. 
The type 10 halftone removes this restriction and allows the use of threshold arrays for halftones with nonzero 
screen angles as well. 

Halftone cells at nonzero angles can be difficult to specify because they may not line up well with scan lines 
and because it may be difficult to determine where a given sampled point goes. The type 10 halftone addresses 
these difficulties by dividing the halftone cell into a pair of squares that line up at zero angles with the output 
device’s pixel grid. The squares contain the same information as the original cell but are much easier to store 
and manipulate. In addition, they can be mapped easily into the internal representation used for all rendering. 

NOTE 1 Figure 50 shows a halftone cell with a frequency of 38.4 cells per inch and an angle of 50.2 degrees, 
represented graphically in device space at a resolution of 300 dots per inch. Each asterisk in the figure 
represents a location in device space that is mapped to a specific location in the threshold array. 

Figure 50 –  Halftone cell with a nonzero angle

NOTE 2 Figure 51 shows how the halftone cell can be divided into two squares. If the squares and the original cell are 
tiled across device space, the area to the right of the upper square maps exactly into the empty area of the 
lower square, and vice versa (see Figure 52). The last row in the first square is immediately adjacent to the first 
row in the second square and starts in the same column. 

TransferFunction function or name (Optional) A transfer function, which shall override the current 
transfer function in the graphics state for the same component. 
This entry shall be present if the dictionary is a component of a 
type 5 halftone (see “Type 5 Halftones” in 10.5.5.6) and 
represents either a nonprimary or nonstandard primary colour 
component (see 10.4, "Transfer Functions"). The name Identity
may be used to specify the identity function. 

Table 131 –  Additional entries specific to a type 6 halftone dictionary  (continued)

Key Type Value

* * * * * * * * * *
* * * * * * * *

* * * * * *
* * * *

* *

* * * * * * * * * *
* * * * * * * *

* * * * * *
* * * *

* *
*
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10.5.5.4タイプ10ハーフトーン

彼らはスキャンラインとよく整列し、与えられたサンプリング点がどこに行くかを決定することは困難であるためではない可能性があるため、非ゼロ角度でハーフトーンセルを特定することが困難であることができます。タイプ10のハーフトーンアドレス正方形の対にハーフトーンセルを分割することによって、これらの困難ラインアップ出力デバイスのピクセルグリッドとのゼロ角度です。四角は、元のセルと同じ情報が含まれているが、格納および操作する方がはるかに簡単です。加えて、それらはすべてのレンダリングに使用される内部表現に容易にマッピングすることができます。

注1図50示す38.4インチ当たりのセルと50.2度の角度の周波数のハーフトーン・セル、インチ当たり300個のドットの解像度でデバイス空間にグラフで表されます。図中の各アスタリスクは、閾値アレイ内の特定の位置にマッピングされたデバイス空間内の位置を表しています。

図50  - ゼロ以外の角度を有するハーフトーンセル

注記2図のハーフトーンセルは、2個の正方形に分割することができる方法51を示します。正方形と元の細胞がデバイス空間を横切ってタイル張りしている場合、上部正方形の右側の領域は、正確に低い正方形の空の領域にマッピングし、逆もまた同様（図52参照します）。最初の正方形の最後の行は、第二の正方形の最初の行にすぐ隣接し、同じ列に始まります。

同じコンポーネントのグラフィックス状態の電流伝達関数をオーバーライドしなければならないTransferFunctionfunctionまたは名前（任意）Aの伝達関数、。辞書は（10.4、「伝達関数」を参照）タイプ5網の構成要素である（10.5.5.6の「タイプ5ハーフトーン」を参照）、いずれかの非プライマリまたは非標準原色成分表す場合、このエントリが存在しなければなりません。名前は恒等関数を指定するために使用することがIdentitymay。

表131  - タイプ6ハーフトーン辞書に追加エントリの特定（続き）

キータイプ値

* * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * ** * * ** *

* * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * ** * * ** **
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Figure 51 –  Angled halftone cell divided into two squares

Figure 52 –  Halftone cell and two squares tiled across device space

NOTE 3 Any halftone cell can be divided in this way. The side of the upper square (X) is equal to the horizontal 
displacement from a point in one halftone cell to the corresponding point in the adjacent cell, such as those 
marked by asterisks in Figure 52. The side of the lower square (Y) is the vertical displacement between the 
same two points. The frequency of a halftone screen constructed from squares with sides X and Y is thus 
given by  
 

 

 
and the angle by  
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図51  - 角度付きハーフトーンセルは、二つの正方形に分割します

図52  - デバイスの空間を横切ってタイル状のハーフトーンセルと2つの正方形

注3任意のハーフトーン・セルは、このように分けることができます。上部正方形（X）の側面は、図52におけるアスタリスクでマークされたものより低い四角（Y）の側面として隣接セルに対応する点、1つのハーフトーンセル内の点からの水平変位に等しいです。同じ2つの点の間の垂直方向の変位です。辺XとYとの正方形から構成ハーフトーンスクリーンの周波数は、このようにすることによって与えられます。

* * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * ** * * ** *

* * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * ** * * ** **
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Like a type 6 halftone, a type 10 halftone shall be represented as a stream containing the threshold values, with 
the parameters defining the halftone specified by entries in the stream dictionary. This dictionary may contain 
the entries shown in Table 132 in addition to the usual entries common to all streams (see Table 5). The 
Xsquare and Ysquare entries replace the type 6 halftone’s Width and Height entries. 

The Xsquare and Ysquare entries shall specify the dimensions of the two squares in device pixels. The stream 
shall contain Xsquare 2 + Ysquare 2 bytes, each representing a single threshold value. The contents of square 
X shall be specified first, followed by those of square Y. Threshold values within each square shall be defined in 
device space in the same order as image samples in image space (see Figure 34), with the first value at device 
coordinates (0, 0) and horizontal coordinates changing faster than vertical coordinates. 

10.5.5.5 Type 16 Halftones

Like type 10, a type 16 halftone (PDF 1.3) defines a halftone screen with a threshold array and allows nonzero 
screen angles. In type 16, however, each element of the threshold array shall be 16 bits wide instead of 8. This 
allows the threshold array to distinguish 65,536 levels of colour rather than only 256 levels. The threshold array 
may consist of either one rectangle or two rectangles. If two rectangles are specified, they shall tile the device 
space as shown in Figure 53. The last row in the first rectangle shall be immediately adjacent to the first row in 
the second and shall start in the same column. 

Figure 53 –  Tiling of device space in a type 16 halftone

A type 16 halftone, like type 6 and type 10, shall be represented as a stream containing the threshold values, 
with the parameters defining the halftone specified by entries in the stream dictionary. This dictionary may 
contain the entries shown in Table 133 in addition to the usual entries common to all streams (see Table 5). The 

Table 132 –  Additional entries specific to a type 10 halftone dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Halftone for a halftone dictionary. 

HalftoneType integer (Required) A code identifying the halftone type that this dictionary 
describes; shall be 10 for this type of halftone. 

HalftoneName byte string (Optional) The name of the halftone dictionary. 

Xsquare integer (Required) The side of square X, in device pixels; see below. 

Ysquare integer (Required) The side of square Y, in device pixels; see below. 

TransferFunction function or 
name

(Optional) A transfer function, which shall override the current 
transfer function in the graphics state for the same component. 
This entry shall be present if the dictionary is a component of a type 
5 halftone (see “Type 5 Halftones” in 10.5.5.6) and represents 
either a nonprimary or nonstandard primary colour component (see 
10.4, "Transfer Functions"). The name Identity may be used to 
specify the identity function. 

Width ´ HeightHeight

Height2

Width

Width2 ´
Height2

Width2
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ハーフトーンを定義するパラメータは、ストリーム辞書内のエントリで指定してタイプ6のハーフトーンのように、型10のハーフトーンは、閾値を含むストリームとして表現されなければなりません。この辞書は、（表5を参照）すべてのストリームに共通の通常のエントリに加えて、表132に示すエントリを含むことができます。 XsquareとYsquareエントリはタイプ6ハーフトーンの幅と高さのエントリを交換してください。

XsquareとYsquareエントリは、装置の画素に2つの正方形の寸法を指定しなければなりません。ストリームは、それぞれが単一の閾値を表す、Xsquare 2 + Ysquare 2つのバイトを含まなければなりません。正方形Xの内容は、最初の指定された各正方形内の正方形Y.閾値のそれに続く画像空間における画像サンプルと同じ順序で、デバイス空間で定義されなければならないデバイスで最初の値と、（図34参照）されなければなりません座標（0、0）であり、横座標は、高速垂直座標より変えます。

10.5.5.5タイプ16ハーフトーン

タイプ10のように、タイプ16の中間調（PDF 1.3）が閾値アレイとハーフトーンスクリーンを定義し、非ゼロのスクリーン角を可能にします。型16には、しかし、閾値配列の各要素は、これがしきい値アレイは色の65,536レベルだけではなく、256レベルを区別することを可能にする代わりに、8から16ビット幅でなければなりません。しきい値アレイは、一つの矩形又は2つの矩形のいずれかからなることができます。 2つの矩形が指定されている場合、それらはタイルデバイス空間を者は、図53に示すように、第1の矩形の最後の行は、第二の最初の行に直ぐ隣接するものと同じ列に開始しなければなりません。

図53  -  16型ハーフトーンデバイス空間のタイリング

タイプ16のハーフトーンは、タイプ6及びタイプ10のように、パラメータは、ストリーム辞書内のエントリによって指定されたハーフトーンを定義して、閾値を含むストリームとして表現されなければなりません。この辞書は、（表5を参照）すべてのストリームに共通の通常のエントリに加えて、表133に示すエントリを含むことができます。ザ・

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、中間調辞書のためのハーフトーンをしなければなりません。

デバイスピクセルにおけるXsquareinteger（必須）平方X側、。下記参照。

デバイスピクセルにおけるYsquareinteger（必須）正方形Y側、。下記参照。

同じコンポーネントのグラフィックス状態の電流伝達関数をオーバーライドしなければならないTransferFunctionfunctionまたは名前（任意）Aの伝達関数、。辞書は（10.4、「伝達関数」を参照）タイプ5網の構成要素である（10.5.5.6の「タイプ5ハーフトーン」を参照）、いずれかの非プライマリまたは非標準原色成分表す場合、このエントリが存在しなければなりません。名前アイデンティティは恒等関数を指定するために使用することができます。

幅 "HeightHeight

身長2

幅

幅2'Height2

幅2
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dictionary’s Width and Height entries define the dimensions of the first (or only) rectangle. The dimensions of 
the second, optional rectangle are defined by the optional entries Width2 and Height2. Each threshold value 
shall be represented as 2 bytes, with the high-order byte first. The stream shall contain 2 × Width × Height
bytes if there is only one rectangle or 2 × (Width × Height + Width2 × Height2) bytes if there are two 
rectangles. The contents of the first rectangle are specified first, followed by those of the second rectangle. 
Threshold values within each rectangle shall be defined in device space in the same order as image samples in 
image space (see Figure 34), with the first value at device coordinates (0, 0) and horizontal coordinates 
changing faster than vertical coordinates. 

10.5.5.6 Type 5 Halftones

Some devices, particularly colour printers, require separate halftones for each individual colorant. Also, devices 
that can produce named separations may require individual halftones for each separation. Halftone dictionaries 
of type 5 allow individual halftones to be specified for an arbitrary number of colorants or colour components. 

A type 5 halftone dictionary (Table 134) is a composite dictionary containing independent halftone definitions 
for multiple colorants. Its keys shall be name objects representing the names of individual colorants or colour 
components. The values associated with these keys shall be other halftone dictionaries, each defining the 
halftone screen and transfer function for a single colorant or colour component. The component halftone 
dictionaries shall not be of halftone type 5.

Table 133 –  Additional entries specific to a type 16 halftone dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; 
if present, shall be Halftone for a halftone dictionary. 

HalftoneType integer (Required) A code identifying the halftone type that this 
dictionary describes; shall be 16 for this type of halftone. 

HalftoneName byte string (Optional) The name of the halftone dictionary. 

Width integer (Required) The width of the first (or only) rectangle in the 
threshold array, in device pixels. 

Height integer (Required) The height of the first (or only) rectangle in the 
threshold array, in device pixels. 

Width2 integer (Optional) The width of the optional second rectangle in the 
threshold array, in device pixels. If this entry is present, the 
Height2 entry shall be present as well. If this entry is absent, the 
Height2 entry shall also be absent, and the threshold array has 
only one rectangle. 

Height2 integer (Optional) The height of the optional second rectangle in the 
threshold array, in device pixels. 

TransferFunction function or name (Optional) A transfer function, which shall override the current 
transfer function in the graphics state for the same component. 
This entry shall be present if the dictionary is a component of a 
type 5 halftone (see 10.5.5.6, "Type 5 Halftones") and 
represents either a nonprimary or nonstandard primary colour 
component (see 10.4, "Transfer Functions"). The name Identity
may be used to specify the identity function. 
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辞書の幅と高さのエントリは、最初の（または唯一の）矩形の寸法を規定します。第二の、任意の矩形の寸法は、任意のエントリ幅2及び身長2によって定義されます。各閾値は、第一上位バイトと、2バイトで表現されなければなりません。唯一の長方形又は2×（幅×高さ+幅2×身長2）がある場合ストリームが2×横×Heightbytesを含まなければならない2つの矩形がある場合バイト。最初の矩形の内容は第二矩形のものに続いて、最初に指定されています。各矩形内の閾値は、デバイス座標（0、0）であり、横座標の最初の値が速く垂直座標よりも変化して、（図34を参照）は、画像空間における画像サンプルと同じ順序で、デバイス空間で定義されなければなりません。

10.5.5.6タイプ5ハーフトーン

一部のデバイス、特にカラープリンタは、各個々の着色剤について別々のハーフトーンを必要とします。また、名前の分離を作り出すことができるデバイスは、それぞれの分離のための個々のハーフトーンを必要とするかもしれません。 5型の中間調辞書は、個々のハーフトーンは、着色剤または色成分の任意の数のために指定されることを可能にします。

5型の中間調辞書（表134）は、複数の着色剤のための独立したハーフトーン定義を含む複合辞書です。その鍵は、個々の着色剤または色成分の名称を表す名前のオブジェクトでなければなりません。これらのキーに関連付けられた値は、それぞれが単一の着色剤または色成分のためのハーフトーンスクリーンと伝達関数を定義する、他のハーフトーン辞書でなければなりません。成分中間調辞書は、ハーフトーン型5であってはなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、中間調辞書のためのハーフトーンをしなければなりません。

Widthinteger（必須）デバイスピクセルにおける閾値配列の最初の（または唯一の）矩形の幅。

Heightinteger（必須）デバイスピクセルにおける閾値配列の最初の（または唯一の）矩形の高さ。

Width2integer（任意）デバイスピクセルにおける閾値配列における任意の第二矩形の幅。このエントリが存在する場合、身長2エントリも同様に存在しなければなりません。このエントリが存在しない場合、身長2エントリも存在しないものでなければならない、しきい値アレイは、唯一の矩形を有します。

Height2integer（任意）デバイスピクセルにおける閾値配列における任意の第二矩形の高さ。

同じコンポーネントのグラフィックス状態の電流伝達関数をオーバーライドしなければならないTransferFunctionfunctionまたは名前（任意）Aの伝達関数、。辞書はタイプ5のハーフトーンの成分（「5ハーフトーンを入力」、10.5.5.6を参照）であり、いずれかの非プライマリまたは非標準の原色成分を表す場合、このエントリは、（10.4、「伝達関数」を参照）が存在しなければなりません。名前は恒等関数を指定するために使用することがIdentitymay。
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The colorants or colour components represented in a type 5 halftone dictionary (aside from the Default entry) 
fall into two categories: 

• Primary colour components for the standard native device colour spaces (Gray for DeviceGray; Red, 
Green, and Blue for DeviceRGB; Cyan, Magenta, Yellow, and Black for DeviceCMYK;). 

• Nonstandard colour components for use as spot colorants in Separation and DeviceN colour spaces. 
Some of these may also be used as process colorants if the native colour space is nonstandard. 

When a halftone dictionary of some other type appears as the value of an entry in a type 5 halftone dictionary, 
it shall apply only to the single colorant or colour component named by that entry’s key. This is in contrast to 
such a dictionary’s being used as the current halftone parameter in the graphics state, which shall apply to all 
colour components. If nonprimary colorants are requested when the current halftone is defined by any means 
other than a type 5 halftone dictionary, the gray halftone screen and transfer function shall be used for all such 
colorants. 

EXAMPLE In this example, the halftone dictionaries for the colour components and for the default all use the same 
spot function. In this example, the halftone dictionaries for the colour components and for the default all 
use the same spot function. 
 
27 0 obj 

<< /Type /Halftone 
 /HalftoneType 5 
 /Cyan 31 0 R 
 /Magenta 32 0 R 
 /Yellow 33 0 R 
 /Black 34 0 R 
 /Default 35 0 R 

>> 
endobj 
 
31 0 obj 

<< /Type /Halftone 
 /HalftoneType 1 
 /Frequency 89.827 
 /Angle 15 
 /SpotFunction /Round 
 /AccurateScreens true 

>> 
endobj 
 
32 0 obj 

Table 134 –  Entries in a type 5 halftone dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Halftone for a halftone dictionary. 

HalftoneType number (Required) A code identifying the halftone type that this dictionary 
describes; shall be 5 for this type of halftone. 

HalftoneName byte string (Optional) The name of the halftone dictionary. 

any colorant
name

dictionary 
or stream

(Required, one per colorant) The halftone corresponding to the 
colorant or colour component named by the key. The halftone may be 
of any type other than 5. 

Default dictionary 
or stream

(Required) A halftone to be used for any colorant or colour component 
that does not have an entry of its own. The value shall not be 5. If there 
are any nonprimary colorants, the default halftone shall have a transfer 
function. 
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標準のネイティブのデバイス色空間のための•原色成分（DeviceGray用グレー、赤、緑、およびDeviceRGBでは青、シアン、マゼンタ、イエロー、及びDeviceCMYK用ブラック;）。

いくつかの他のタイプのハーフトーン辞書がタイプ5の中間調辞書のエントリの値として表示されたら、それはそのエントリのキーで指定された単一の着色剤または色のコンポーネントにのみ適用されます。これは、全ての色成分に適用されるものと、グラフィックス状態の現在のハーフトーンパラメータとして使われているような辞書とは対照的です。非プライマリ着色剤が要求された場合、現在のハーフトーンが5型の中間調辞書以外の任意の手段によって定義されている場合、グレーハーフトーンスクリーンと伝達関数は、すべてのそのような着色剤に使用されなければなりません。

例この例では、色成分やデフォルト用のハーフトーンの辞書はすべて同じスポット関数を使用します。この例では、色成分やデフォルト用のハーフトーンの辞書はすべて同じスポット関数を使用します。 27 0 OBJ << /タイプ/ハーフトーン/ HalftoneType 5 /シアン31 0 R /マゼンタ32 0 R /イエロー33 0 R /ブラック34 0 R / DEFAULT 35 0 R >> 31 0 OBJ << /タイプ/ハーフトーンをendobj / HalftoneType 1 /周波数89.827 /角度15 /スポット関数/ラウンド/真AccurateScreens >> endobj 32 0 OBJ

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、中間調辞書のためのハーフトーンをしなければなりません。

任意colorantnamedictionaryまたはストリーム（必須、着色剤1つ）のキーによって指定された着色剤の色成分に対応するハーフトーン。ハーフトーンが5以外の任意のタイプであってもよいです。

Defaultdictionaryまたはストリーム（必須）それ自身のエントリを持たない任意の着色剤または色成分に使用されるハーフトーン。値は、任意の非プライマリ着色剤が存在する場合、デフォルトのハーフトーンは、転送機能を持たなければならない5.であってはなりません。
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<< /Type /Halftone 
 /HalftoneType 1 
 /Frequency 89.827 
 /Angle 75 
 /SpotFunction /Round 
 /AccurateScreens true 

>> 
endobj 
 
33 0 obj 

<< /Type /Halftone 
 /HalftoneType 1 
 /Frequency 90.714 
 /Angle 0 
 /SpotFunction /Round 
 /AccurateScreens true 

>> 
endobj 
 
34 0 obj 

<< /Type /Halftone 
 /HalftoneType 1 
 /Frequency 89.803 
 /Angle 45 
 /SpotFunction /Round 
 /AccurateScreens true 

>> 
endobj 
 
35 0 obj 

<< /Type /Halftone 
 /HalftoneType 1 
 /Frequency 90.000 
 /Angle 45 
 /SpotFunction /Round 
 /AccurateScreens true 

>> 
endobj

10.6 Scan Conversion Details

10.6.1 General

The final step of rendering shall be scan conversion. The conforming reader executes a scan conversion 
algorithm to paint graphics, text, and images in the raster memory of the output device. 

NOTE The specifics of the scan conversion algorithm are not defined as part of PDF. Different implementations may 
perform scan conversion in different ways; techniques that are appropriate for one device may be 
inappropriate for another. Still, it is useful to have a general understanding of how scan conversion works, 
particularly when creating PDF files intended for viewing on a display. At the low resolutions typical of displays, 
variations of even one pixel’s width can have a noticeable effect on the appearance of painted shapes. 

Most scan conversion details are not under program control, but a few are; the parameters for controlling them 
are described here. 

10.6.2 Flatness Tolerance

The flatness tolerance controls the maximum permitted distance in device pixels between the mathematically 
correct path and an approximation constructed from straight line segments, as shown in Figure 54. Flatness 
may be specified as the operand of the i operator (see Table 57) or as the value of the FL entry in a graphics 
state parameter dictionary (see Table 58). It shall be a positive number.
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<< /タイプ/ハーフトーン/ HalftoneType 1 /周波数は、89.827 /アングル75 /スポット関数/ラウンド/真AccurateScreens >> 33 0 objが<< /タイプ/ハーフトーン/ HalftoneTypeは、1 /周波数90.714 /角度0 /スポット関数/ラウンド/真AccurateScreens endobj >> endobj 34 0 OBJ << /タイプ/ハーフトーン/ HalftoneType 1 /周波数89.803 /角度45 /スポット関数/ラウンド/真AccurateScreens >> 35 0 OBJ << /タイプ/ハーフトーン/ HalftoneType 1 /周波数90.000 /角度45 endobj /スポット関数/ラウンド/真AccurateScreens >> endobj

10.6スキャン変換詳細

10.6.1一般的な

レンダリングの最後のステップは、走査変換しなければなりません。適合読者は、出力デバイスのラスタ・メモリにグラフィック、テキスト、および画像を描画するためにスキャン変換アルゴリズムを実行します。

スキャン変換アルゴリズムの詳細は、PDFの一部として定義されていない注意してください。異なる実装は、様々な方法でスキャン変換を実行することができます。一つのデバイスに適した技術は、他のために不適切であってもよいです。ディスプレイ上で表示するために意図されたPDFファイルを作成する場合は特にそれでも、どのように走査変換作品の一般的な理解を持っていると便利です。典型的なディスプレイの低い解像度で、でも1つのピクセルの幅のバリエーションが塗ら形状の外観に顕著な効果を持つことができます。

ほとんどの走査変換の詳細は、プログラム制御の下ではありませんが、いくつかはあります。それらを制御するためのパラメータは、ここで説明されています。

10.6.2平面度公差

I演算子のオペランドとして指定されてもよい。図54に平坦に示されるように平坦度公差コントロールは最大で、数学的に正しいパスと直線セグメントから構築近似との間のデバイスの画素に距離を許可又は（表57を参照されたいです）グラフィック状態パラメータ辞書におけるFLエントリの値（表58参照）。これは、正の数でなければなりません。
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NOTE 1 Smaller values yield greater precision at the cost of more computation. 

NOTE 2 Although the figure exaggerates the difference between the curved and flattened paths for the sake of clarity, 
the purpose of the flatness tolerance is to control the precision of curve rendering, not to draw inscribed 
polygons. If the parameter’s value is large enough to cause visible straight line segments to appear, the result 
is unpredictable. 

Figure 54 –  Flatness tolerance

10.6.3 Smoothness Tolerance

The smoothness tolerance (PDF 1.3) controls the quality of smooth shading (type 2 patterns and the sh
operator) and thus indirectly controls the rendering performance. Smoothness is the allowable colour error 
between a shading approximated by piecewise linear interpolation and the true value of a (possibly nonlinear) 
shading function. The error shall be measured for each colour component, and the maximum independent error 
shall be used. The allowable error (or tolerance) shall be expressed as a fraction of the range of the colour 
component, from 0.0 to 1.0. Thus, a smoothness tolerance of 0.1 represents a tolerance of 10 percent in each 
colour component. Smoothness may be specified as the value of the SM entry in a graphics state parameter 
dictionary (see Table 58). 

EXAMPLE Each output device may have internal limits on the maximum and minimum tolerances attainable. setting 
smoothness to 1.0 may result in an internal smoothness of 0.5 on a high-quality colour device, while 
setting it to 0.0 on the same device may result in an internal smoothness of 0.01 if an error of that 
magnitude is imperceptible on the device. 

NOTE 1 The smoothness tolerance may also interact with the accuracy of colour conversion. In the case of a colour 
conversion defined by a sampled function, the conversion function is unknown. Thus the error may be sampled 
at too low a frequency, in which case the accuracy defined by the smoothness tolerance cannot be 
guaranteed. In most cases, however, where the conversion function is smooth and continuous, the accuracy 
should be within the specified tolerance. 

NOTE 2 The effect of the smoothness tolerance is similar to that of the flatness tolerance. However, that flatness is 
measured in device-dependent units of pixel width, whereas smoothness is measured as a fraction of colour 
component range. 

10.6.4 Scan Conversion Rules

The following rules determine which device pixels a painting operation affects. All references to coordinates 
and pixels are in device space. A shape is a path to be painted with the current colour or with an image. Its 
coordinates are mapped into device space but not rounded to device pixel boundaries. At this level, curves 
have been flattened to sequences of straight lines, and all “insideness” computations have been performed. 

Pixel boundaries always fall on integer coordinates in device space. A pixel is a square region identified by the 
location of its corner with minimum horizontal and vertical coordinates. The region is half-open, meaning that it 
includes its lower but not its upper boundaries. More precisely, for any point whose real-number coordinates 

Flatness error
tolerance
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図は、明瞭にするために湾曲して平坦化パスの間の差を誇張が注記2は、平面度公差の目的ではない内接多角形を描画するために、曲線のレンダリングの精度を制御することです。パラメータの値が表示されるように見える直線セグメントを引き起こすのに十分な大きさである場合、結果は予測できません。

図54  - 平面度の公差

10.6.3滑らかトレランス

滑らかトレランス（PDF 1.3）は、滑らかなシェーディングの品質を制御する（2パターンとshoperatorを入力し）、従って間接的なレンダリング性能を制御します。滑らか補間線形区分によって近似シェーディングおよび（おそらくは非線形）シェーディング関数の真の値との間の許容可能な色誤差です。エラーは、色成分毎に測定しなければならない、最大の独立した誤差を使用しなければなりません。許容誤差（または耐性）が0.0から1.0に、色成分の範囲の分数として表現されなければなりません。したがって、0.1の平滑度公差は、各色成分が10％の許容誤差を表します。滑らか（表58を参照）グラフィック状態パラメータ辞書におけるSMエントリの値として指定することができます。

実施例各出力デバイスは、最大および最小公差達成に内部限界を有していてもよいです。その大きさの誤差は、デバイス上で感知できない場合は0.01の内部平滑性をもたらす可能性が同じデバイス上に0.0に設定しながら1.0に滑らかさを設定すると、高品質のカラーデバイス上の0.5の内部平滑性をもたらすことができます。

色変換の精度を持つかもしれないまた、相互作用NOTE 1The滑らか許容範囲。サンプリングされた関数によって定義された色変換の場合、変換関数は未知です。したがって、エラーが滑らか許容範囲によって定義される精度が保証できない場合には低すぎるA周波数でサンプリングされてもよいです。しかし、ほとんどの場合、変換関数は滑らかで連続的であり、精度が指定された許容範囲内であるべきです。

滑らか公差のNOTE 2The効果は、平坦性の許容範囲と同様です。滑らかさ、色成分範囲の割合として測定されるのに対し、しかし、その平坦度は、ピクセル幅のデバイス依存の単位で測定されます。

10.6.4スキャン変換ルール

以下の規則は塗装動作が影響するデバイスピクセル決定します。座標とピクセルへのすべての参照は、デバイス空間です。形状は、現在の色またはイメージで塗装される経路です。その座標は、デバイス空間にマッピングが、デバイスのピクセル境界に丸められていません。このレベルでは、曲線は直線の配列をフラット化されており、すべての「内在」の計算が行われています。

ピクセル境界は、常にデバイス空間で整数座標に落ちます。ピクセルは、最小水平および垂直座標との隅の位置によって識別される正方形領域です。領域は、その下ではなく、その上側の境界が含まれていることを意味し、半分開いています。より正確には、その実数座標の任意のポイントについて

フラットネスerrortolerance
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are (x, y), let i = floor (x) and j = floor (y). The pixel that contains this point is the one identified as (i, j). The 
region belonging to that pixel is defined to be the set of points (x ′, y ′) such that i ≤ x ′ < i + 1 and j ≤ y ′ < j + 1. 
Like pixels, shapes to be painted by filling and stroking operations are also treated as half-open regions that 
include the boundaries along their “floor” sides, but not along their “ceiling” sides. 

A shape shall be scan-converted by painting any pixel whose square region intersects the shape, no matter 
how small the intersection is. This ensures that no shape ever disappears as a result of unfavourable 
placement relative to the device pixel grid, as might happen with other possible scan conversion rules. The 
area covered by painted pixels shall always be at least as large as the area of the original shape. This rule 
applies both to fill operations and to strokes with nonzero width. Zero-width strokes may be done in an 
implementation-defined manner that may include fewer pixels than the rule implies. 

NOTE 1 Normally, the intersection of two regions is defined as the intersection of their interiors. However, for purposes 
of scan conversion, a filling region is considered to intersect every pixel through which its boundary passes, 
even if the interior of the filling region is empty. 

EXAMPLE A zero-width or zero-height rectangle paints a line 1 pixel wide. 

The region of device space to be painted by a sampled image is determined similarly to that of a filled shape, 
though not identically. The conforming reader transforms the image’s source rectangle into device space and 
defines a half-open region, just as for fill operations. However, only those pixels whose centres lie within the 
region shall be painted. The position of the centre of such a pixel—in other words, the point whose coordinate 
values have fractional parts of one-half—shall be mapped back into source space to determine how to colour 
the pixel. There shall not be averaging over the pixel area; 

NOTE 2 If the resolution of the source image is higher than that of device space, some source samples may not be 
used. 

For clipping, the clipping region consists of the set of pixels that would be included by a fill operation. 
Subsequent painting operations shall affect a region that is the intersection of the set of pixels defined by the 
clipping region with the set of pixels for the region to be painted. 

Scan conversion of character glyphs may be performed by a different algorithm from the preceding one. 

NOTE 3 That font rendering algorithm uses hints in the glyph descriptions and techniques that are specialized to glyph 
rasterization. 

10.6.5 Automatic Stroke Adjustment

When a stroke is drawn along a path, the scan conversion algorithm may produce lines of nonuniform 
thickness because of rasterization effects. In general, the line width and the coordinates of the endpoints, 
transformed into device space, are arbitrary real numbers not quantized to device pixels. A line of a given width 
can intersect with different numbers of device pixels, depending on where it is positioned. Figure 55 illustrates 
this effect. 

For best results, it is important to compensate for the rasterization effects to produce strokes of uniform 
thickness. This is especially important in low-resolution display applications. To meet this need, PDF 1.2 
provides an optional automatic stroke adjustment feature. When stroke adjustment is enabled, the line width 
and the coordinates of a stroke shall automatically be adjusted as necessary to produce lines of uniform 
thickness. The thickness shall be as near as possible to the requested line width—no more than half a pixel 
different. 
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（X、Y）であり、iは、フロア（x）およびJ =フロア（y）を=ましょう。この点を含むピクセルは、（i、j）と同定されたものです。その画素に属する領域は、iが≤X '<I + 1とj≤Y' <J +ピクセル同様1.充填によって描かれるべき形状ように、点（X '、Y'）の集合であると定義されますそしてなでる操作も彼らの「床」の側面に沿って境界線を含めるハーフオープン領域として扱われますが、ではない彼らの「天井」の側面に沿っています。

形状は、スキャンコンバートその正方形領域の形状、交差点がいかに小さい関係なく交差する任意の画素をペイントすることによってでなければなりません。他の可能なスキャン変換規則で起こるかもしれないような形状はこれまで、デバイスピクセルグリッドに不利配置相対の結果として消失しないことをこれが保証されます。塗装ピクセルによって覆われた領域は、常に、少なくとも元の形状の領域として大きいようでなければなりません。この規則は、充填操作に非ゼロ幅のストロークの両方に適用されます。ゼロ幅のストロークは、ルールが示すよりも少ないピクセルを含むことができる実装定義の方法で行うことができます。

注記1通常、二つの領域の交点は、それらの内部の交点として定義されます。しかしながら、スキャン変換のために、充填領域は、充填領域の内部は空であっても、スルーその境界通過画素毎に交差するように考えられています。

サンプリングされた画像によって描かれるべきデバイス空間の領域ではないが同様に、充填された形状のものと同様に決定されます。準拠リーダーは、デバイス空間への画像のソース矩形を変換し、ちょうど充填操作のように、半開放領域を画定します。しかし、その中心が領域内にあるピクセルのみが塗られなければなりません。このような画素内の他の単語の中心の位置、その座標値の半分が、しなければならないピクセルを着色する方法を決定するためにバックソース空間にマッピングされるの小数部分を有している点。そこには、画素面積を平均してはなりません。

元画像の解像度がデバイス空間のそれよりも高い場合は2、いくつかのソースのサンプルを使用しなくてもよいです。

クリッピングは、クリッピング領域は、充填操作によって含まれることになる画素の集合から成ります。その後の塗装作業は、塗装されるべき領域について画素のセットとクリッピング領域により定義された画素の集合の交差領域に影響を与えなければなりません。

10.6.5自動ストローク調整

ストロークが経路に沿って描画されるとき、スキャン変換アルゴリズムがあるためラスタライズ効果の不均一な厚さのラインを生成することができます。一般に、デバイス空間に変換ライン幅とエンドポイントの座標は、装置の画素に量子化されない任意の実数です。所定の幅の線は、それが配置される場所に応じて、デバイスの画素数が異なると交差することができます。図55は、この効果を示しています。

最良の結果を得るために、均一な厚さのストロークを生成するラスタライズ効果を補償することが重要です。これは、低解像度のディスプレイ用途において特に重要です。このニーズに応えるため、PDF 1.2は、オプションの自動ストローク調整機能を提供します。ストローク調整を有効にすると、線幅とストロークの座標を自動的に均一な厚さのラインを生成するために必要に応じて調整されなければなりません。厚さは、要求された線幅の半分以下の画素異なるにできるだけ近くになければなりません。
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Figure 55 –  Rasterization without stroke adjustment

If stroke adjustment is enabled and the requested line width, transformed into device space, is less than half a 
pixel, the stroke shall be rendered as a single-pixel line. 

NOTE This is the thinnest line that can be rendered at device resolution. It is equivalent to the effect produced by 
setting the line width to 0 (see 10.6.4, "Scan Conversion Rules"). 

Because automatic stroke adjustment can have a substantial effect on the appearance of lines, PDF provides 
means to control whether the adjustment shall be performed. This may be specified with the stroke adjustment 
parameter in the graphics state, set by means of the SA entry in a graphics state parameter dictionary (see 
8.4.5, "Graphics State Parameter Dictionaries"). 

Path

Resulting line

Line width

Resulting line

Line width

Path

1
pixel
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図55  - ストローク調整なしのラスタライズ

ストローク調整が有効と、デバイス空間に変換要求された線幅は、半分以下の画素である場合、ストロークは、単一ピクセルの線として描画されなければなりません。

注これは、デバイスの解像度でレンダリングすることができる最も細いラインです。これは、（10.6.4、「スキャン変換ルール」を参照）を0に線幅を設定することによる効果と同等です。

自動ストローク調整は、線の外観に実質的な影響を持つことができるので、PDFは、調整が行われなければならないかどうかを制御するための手段を提供します。これは、グラフィックス状態パラメータ辞書におけるSAエントリの手段により設定されたグラフィックス状態のストローク調整パラメータ（「グラフィック状態パラメータ辞書」、8.4.5を参照）で指定されてもよいです。
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11 Transparency

11.1 General

The PDF imaging model includes the notion of transparency. Transparent objects do not necessarily obey a 
strict opaque painting model but may blend (composite) in interesting ways with other overlapping objects. This 
clause describes the general transparency model but does not cover how it is implemented. At various points it 
uses implementation-like descriptions to describe how things work, for the purpose of elucidating the behaviour 
of the model. The actual implementation will almost certainly be different from what these descriptions might 
imply. 

NOTE Transparency was added to PDF in version 1.4

The clause is organized as follows: 

• 11.2, "Overview of Transparency," introduces the basic concepts of the transparency model and its 
associated terminology. 

• 11.3, "Basic Compositing Computations," describes the mathematics involved in compositing a single 
object with its backdrop. 

• 11.4, "Transparency Groups," introduces the concept of transparency groups and describes their 
properties and behaviour. 

• 11.5, "Soft Masks," covers the creation and use of masks to specify position-dependent shape and opacity. 

• 11.6, "Specifying Transparency in PDF," describes how transparency properties are represented in a PDF 
document. 

• 11.7, "Colour Space and Rendering Issues," deals with some specific interactions between transparency 
and other aspects of colour specification and rendering. 

11.2 Overview of Transparency

The original PDF imaging model paints objects (fills, strokes, text, and images), possibly clipped by a path, 
opaquely onto a page. The colour of the page at any point shall be that of the topmost enclosing object, 
disregarding any previous objects it may overlap. This effect may be—and often is—realized simply by 
rendering objects directly to the page in the order in which they are specified, with each object completely 
overwriting any others that it overlaps. 

Under the transparent imaging model, all of the objects on a page may potentially contribute to the result. 
Objects at a given point may be thought of as forming a transparency stack (or stack for short). The objects 
shall be arranged from bottom to top in the order in which they are specified. The colour of the page at each 
point shall be determined by combining the colours of all enclosing objects in the stack according to 
compositing rules defined by the transparency model. 

NOTE 1 The order in which objects are specified determines the stacking order but not necessarily the order in which 
the objects are actually painted onto the page. In particular, the transparency model does not require a
conforming reader to rasterize objects immediately or to commit to a raster representation at any time before 
rendering the entire stack onto the page. This is important, since rasterization often causes significant loss of 
information and precision that is best avoided during intermediate stages of the transparency computation. 

A given object shall be composited with a backdrop. Ordinarily, the backdrop consists of the stack of all objects 
that have been specified previously. The result of compositing shall then be treated as the backdrop for the 
next object. However, within certain kinds of transparency groups (see “Transparency Groups”), a different 
backdrop may be chosen. 
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11透明性

11.1一般的な

PDFのイメージングモデルは、透明性の概念を含んでいます。透明なオブジェクトは必ずしも厳格な不透明な絵画のモデルに従わないが、他の重複オブジェクトと興味深い方法で（コンポジット）をブレンドすることがあります。この句は、一般的な透明性モデルを説明したが、それがどのように実装されるかカバーしていません。さまざまな点で、それは物事がモデルの挙動を解明する目的で、どのように機能するかを記述するための実装のような記述を使用しています。実際の実装は、ほぼ確実にこれらの記述は暗示かもしれないものとは異なります。

NOTE透明性は、バージョン1.4でPDFに追加されました

•11.2、「透明性の概要は、」透明性のモデルとそれに関連する用語の基本的な概念を紹介します。

•11.3は、「基本的なコンポジットの計算は、」その背景に単一のオブジェクトを合成に関与数学を説明します。

•11.4、「透明性グループは、」透明性グループの概念を導入し、そのプロパティと動作について説明します。

•11.5、「ソフトマスク、」位置依存形と不透明度を指定するには、マスクの作成と使用をカバーしています。

•11.6、「PDF内の指定の透明性、」透明性の性質をPDF文書に表現されている方法を説明します。

•11.7、「カラースペースとレンダリングの問題、」透明性と色指定とレンダリングの他の側面との間にいくつかの特定の相互作用を扱います。

透明性の11.2概要

おそらくは不透明ページに、パスによってクリップ元のPDFイメージングモデル塗料オブジェクト（塗り、ストローク、テキスト、画像）。任意の時点でのページの色は、それが重なっていてもよい、任意の以前のオブジェクトを無視し、一番上の封入物のものでなければなりません。この効果は、被てもよく、多くの場合、単にそれらが各オブジェクトが完全に重複することを他のものを上書きして、指定された順序でページに直接オブジェクトをレンダリングすることによって、実現されます。

透明イメージング・モデルでは、ページ上のすべてのオブジェクトは、潜在的結果に寄与することができます。所与の時点でのオブジェクトは、（短いまたはスタック）透明積層体を形成すると考えることができます。オブジェクトは、指定された順序で下から上へ配置されなければなりません。各点でのページの色は透明度モデルによって定義されたルールを合成によるスタック内のすべての囲みオブジェクトの色を組み合わせることによって決定されなければなりません。

注1オブジェクトを指定する順序は、積層順序が、オブジェクトが実際にページ上に塗布されているとは限らない順序を決定します。特に、透明性モデルはすぐにオブジェクトをラスタライズするか、ページ上にスタック全体をレンダリングする前に、任意の時点でのラスタ表現にコミットするaconformingリーダーを必要としません。ラスタライズは、多くの場合、最高の透明度計算の中間段階で回避された情報と精度の大幅な損失が発生するので、これは重要です。

指定されたオブジェクトは、背景と合成されなければなりません。通常、背景には、以前に指定されているすべてのオブジェクトのスタックで構成されています。合成の結果は、次のオブジェクトの背景として扱われなければなりません。しかし、（「透明グループ」を参照）透明基の特定の種類の内、異なる背景を選択することができます。
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During the compositing of an object with its backdrop, the colour at each point shall be computed using a 
specified blend mode, which is a function of both the object’s colour and the backdrop colour. The blend mode 
shall determine how colours interact; different blend modes may be used to achieve a variety of useful effects. 
A single blend mode shall be in effect for compositing all of a given object, but different blend modes may be 
applied to different objects. 

Two scalar quantities called shape and opacity mediate compositing of an object with its backdrop. 
Conceptually, for each object, these quantities shall be defined at every point in the plane, just as if they were 
additional colour components. (In actual practice, they may be obtained from auxiliary sources rather than 
being intrinsic to the object.) 

Both shape and opacity vary from 0.0 (no contribution) to 1.0 (maximum contribution). At any point where either 
the shape or the opacity of an object is equal to 0.0, its colour shall be undefined. At points where the shape is 
equal to 0.0, the opacity shall also be undefined. The shape and opacity shall be subject to compositing rules; 
therefore, the stack as a whole also has a shape and opacity at each point. 

An object’s opacity, in combination with the backdrop’s opacity, shall determine the relative contributions of the 
backdrop colour, the object’s colour, and the blended colour to the resulting composite colour. The object’s 
shape shall then determine the degree to which the composite colour replaces the backdrop colour. Shape 
values of 0.0 and 1.0 identify points that lie outside and inside a conventional sharp-edged object; intermediate 
values are useful in defining soft-edged objects. 

Shape and opacity are conceptually very similar. In fact, they can usually be combined into a single value, 
called alpha, which controls both the colour compositing computation and the fading between an object and its 
backdrop. However, there are a few situations in which they shall be treated separately; see 11.4.6, "Knockout 
Groups." 

NOTE 2 Raster-based implementations may need to maintain a separate shape parameter to do anti-aliasing properly; 
it is therefore convenient to have shape as an explicit part of the model. 

One or more consecutive objects in a stack may be collected together into a transparency group (often referred 
to hereafter simply as a group). The group as a whole may have various properties that modify the compositing 
behaviour of objects within the group and their interactions with its backdrop. An additional blend mode, shape, 
and opacity may also be associated with the group as a whole and used when compositing it with its backdrop. 
Groups may be nested within other groups, forming a tree-structured hierarchy. 

EXAMPLE Figure L.16 in Annex L illustrates the effects of transparency grouping. In the upper two figures, three 
coloured circles are painted as independent objects with no grouping. At the upper left, the three objects 
are painted opaquely (opacity = 1.0); each object completely replaces its backdrop (including previously 
painted objects) with its own colour. At the upper right, the same three independent objects are painted 
with an opacity of 0.5, causing them to composite with each other and with the gray and white backdrop. 
In the lower two figures, the three objects are combined as a transparency group. At the lower left, the 
individual objects have an opacity of 1.0 within the group, but the group as a whole is painted in the 
Normal blend mode with an opacity of 0.5. The objects thus completely overwrite each other within the 
group, but the resulting group then composites transparently with the gray and white backdrop. At the 
lower right, the objects have an opacity of 0.5 within the group and thus composite with each other. The 
group as a whole is painted against the backdrop with an opacity of 1.0 but in a different blend mode 
(HardLight), producing a different visual effect. 

The colour result of compositing a group may be converted to a single-component luminosity value and treated 
as a soft mask. Such a mask may then be used as an additional source of shape or opacity values for 
subsequent compositing operations. When the mask is used as a shape, this technique is known as soft 
clipping; it is a generalization of the current clipping path in the opaque imaging model (see “Clipping Path 
Operators”). 

The notion of current page is generalized to refer to a transparency group consisting of the entire stack of 
objects placed on the page, composited with a backdrop that is pure white and fully opaque. Logically, this 
entire stack shall then be rasterized to determine the actual pixel values to be transmitted to the output device. 
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その背景とオブジェクトの合成中に、各点の色は、オブジェクトの色と背景色の両方の関数である指定ブレンドモードを使用して計算しなければなりません。ブレンドモードは、色がどのように相互作用するかを決定しなければなりません。異なるブレンドモードが便利なさまざまな効果を達成するために使用することができます。単一のブレンドモードは、指定されたオブジェクトのすべてを合成するために有効でなければならないが、異なるブレンドモードは、異なるオブジェクトに適用することができます。

形状とその背景とオブジェクトの合成不透明媒介と呼ばれる2つのスカラー量。概念的には、各オブジェクトに対して、これらの量は、それらが追加の色成分であるかのように、平面内の全ての点で定義されるものとします。 （実際には、それらはなくオブジェクトに固有であるよりも、補助供給源から得てもよいです。）

両方の形状および不透明度は、1.0（最大の寄与）0.0（寄与）から変わります。形状またはオブジェクトの不透明度のいずれかが0.0に等しい任意の時点で、その色は不定されなければなりません。形状は0.0に等しい点で、不透明も未定義なければなりません。形状と不透明度は、ルールを合成の対象としなければなりません。従って、全体としてスタックは、各点での形状と不透明度を有しています。

オブジェクトの不透明度は、背景の不透明度との組み合わせで、背景色、オブジェクトの色、得られた複合色混合色の相対的寄与を決定しなければなりません。オブジェクトの形状は、次いで、複合色が背景色を置換する程度を決定しなければなりません。 0.0と1.0の形状値は、嘘の外部ことと、従来の鋭利なオブジェクト内の点を特定します。中間値は、ソフトエッジのオブジェクトを定義するのに有用です。

形状や不透明度は、概念的に非常に似ています。実際に、彼らは通常、アルファと呼ばれる単一の値、コントロール色合成演算の両方とオブジェクトとその背景との間のフェージングに組み合わせることができます。しかし、彼らは別々に処理されなければならないここでいくつかの状況があります。 11.4.6は、「ノックアウトグループを。」

一つ以上のスタック内の連続するオブジェクトが（しばしば単にグループと称する）透明グループにまとめてもよいです。全体としてグループは、グループ内のオブジェクトとその背景との相互作用の合成動作を変更する様々な特性を有していてもよいです。付加的なブレンドモード、形状、および不透明度はまた、全体としてグループに関連付けられており、その背景とそれを合成する際に使用することができます。グループは、ツリー構造の階層を形成し、他のグループ内にネストされてもよいです。

付属書Lに例図L.16は、透明性のグループ化の効果を示します。上部の2つの図に、3色の円はないグルーピングを持つ独立したオブジェクトとして描かれています。左上に、3つのオブジェクトは、不透明（不透明度= 1.0）に描かれています。各オブジェクトは、完全に独自の色を有する（以前に塗装オブジェクトを含む）は、その背景を置き換えます。右上に、同じ3つの独立したオブジェクトは、互いに、灰色と白の背景で複合体にそれらを引き起こし、0.5の不透明度で描かれています。下2つの図に、3つのオブジェクトは、透明基として結合されています。左下に、個々のオブジェクトは、グループ内の1.0の不透明度を有するが、全体としての基が0.5の不透明度を有する通常のブレンドモードで描かれています。オブジェクトは、このように完全にグループ内で相互に上書きしたが、得られたグループは、灰色と白背景と透過合成します。右下に、オブジェクトは、グループ内の0.5の不透明度を有し、互いにこうして複合体。全体としてグループは、異なる視覚効果を生成する、1.0の不透明度と背景が異なるブレンドモード（HARDLIGHT）で塗装されています。

グループを合成する色の結果は、単一成分明度値に変換し、ソフトマスクとして処理することができます。そのようなマスクは、その後の合成操作の形状又は不透明度値の追加の供給源として使用することができます。マスク形状として使用する場合、この技術は、ソフトクリッピングとして知られています。それは不透明なイメージングモデルにおける現在のクリッピングパスの一般化（「パス演算子クリッピング」を参照）です。

現在のページの概念は、純粋な白、完全に不透明な背景と合成ページ上に配置されたオブジェクトのスタック全体からなる透明基を指すために一般化されます。論理的に、このスタック全体は、出力デバイスに送信するための実際の画素値を決定するためにラスタライズしなければなりません。
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NOTE 3 In contexts where a PDF page is treated as a piece of artwork to be placed on some other page it is treated not 
as a page but as a group, whose backdrop may be defined differently from that of a page. 

11.3 Basic Compositing Computations

11.3.1 General

This sub-clause describes the basic computations for compositing a single object with its backdrop. These 
computations are extended in 11.4, "Transparency Groups," to cover groups consisting of multiple objects. 

11.3.2 Basic Notation for Compositing Computations

In general, variable names in this clause consisting of a lowercase letter denote a scalar quantity, such as an 
opacity. Uppercase letters denote a value with multiple scalar components, such as a colour. In the descriptions 
of the basic colour compositing computations, colour values are generally denoted by the letter C, with a 
mnemonic subscript indicating which of several colour values is being referred to; for instance, Cs stands for 
“source colour.” Shape and opacity values are denoted respectively by the letters f (for “form factor”) and q (for 
“opaqueness”)—again with a mnemonic subscript, such as qs for “source opacity.” The symbol α (alpha) stands 
for a product of shape and opacity values. 

In certain computations, one or more variables may have undefined values; for instance, when opacity is equal 
to zero, the corresponding colour is undefined. A quantity can also be undefined if it results from division by 
zero. In any formula that uses such an undefined quantity, the quantity has no effect on the ultimate result 
because it is subsequently multiplied by zero or otherwise cancelled out. It is significant that while any arbitrary 
value may be chosen for such an undefined quantity, the computation shall not malfunction because of 
exceptions caused by overflow or division by zero. The further convention that 0 ÷ 0 = 0 should also be 
adopted. 

11.3.3 Basic Compositing Formula

The primary change in the imaging model to accommodate transparency is in how colours are painted. In the 
transparent model, the result of painting (the result colour) is a function of both the colour being painted (the 
source colour) and the colour it is painted over (the backdrop colour). Both of these colours may vary as a 
function of position on the page; however, this sub-clause focuses on some fixed point on the page and 
assumes a fixed backdrop and source colour. 

This computation uses two other parameters: alpha, which controls the relative contributions of the backdrop 
and source colours, and the blend function, which specifies how they shall be combined in the painting 
operation. The resulting basic colour compositing formula (or just basic compositing formula for short) shall 
determine the result colour produced by the painting operation: 

where the variables have the meanings shown in Table 135. 

Table 135 –  Variables used in the basic compositing formula  

Variable Meaning

Backdrop colour

Source colour

Result colour

Cr 1
αs
αr
------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Cb×
αs
αr
------ 1 αb–( ) Cs× αb B Cb Cs,( )×+[ ]×+=

Cb

Cs

Cr
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PDFページは、アートワークの一部として取り扱われるコンテキストで注記3は、それがないページとしてではなく、その背景ページとは異なって定義されてもよい基として扱われるいくつかの他のページに配置します。

11.3基本的なコンポジットの計算

11.3.1一般的な

このサブ句は、その背景に単一のオブジェクトを合成するための基本的な計算を記述する。これらの計算は、「透明グループは、」複数のオブジェクトからなるカバーグループに、11.4に延びています。

コンポジット計算のための11.3.2基本的な記法

一般的には、小文字の文字からなる、この句の変数名は、不透明度として、スカラー量を表します。大文字は、色などの複数のスカラー成分と値を表します。計算を合成する基本色の説明では、カラー値は、一般的に参照されているいくつかのカラー値のかを示すニーモニック添え字で、文字Cで示されています。例えば、Csとの略、「元の色。」形状および不透明度の値は、（「不透明」用）およびQ（「フォームファクタ」の場合）F文字でそれぞれ示されている - 再度ニーモニック添字と、例えば用QSとして「ソースの不透明度」シンボルα（アルファ）は形状と不透明度の値の積を表します。

特定の計算では、1つ以上の変数が未定義の値を有していてもよいです。不透明度がゼロに等しいとき、例えば、対応する色が定義されていません。それは、ゼロによる除算に起因する場合量も不定することができます。それはその後、ゼロで乗算または他の方法で相殺されるので、このような未定義の量を使用する任意の式において、量は、最終的な結果に影響を及ぼしません。これは、なぜならゼロによるオーバーフローまたは分割によって生じた例外の任意の値は、未定義の量のために選択されてもよいが、計算が誤動作しないものと重要です。 0÷0 = 0でも採用されるべきであることをさらに慣例。

11.3.3基本的な合成式

透明性に対応するためのイメージングモデルにおける主な変更点は、色が塗られている方法です。透明なモデルでは、（結果の色）を塗装した結果は、色が塗られているの両方の関数（ソースカラー）と、それが上に描かれた色（背景色）です。これらの色の双方は、ページ上の位置の関数として変化してもよいです。ただし、このサブ句は、ページ上のある固定点に着目して固定背景とソースカラーを想定しています。

それらは塗装作業で結合しなければならない方法を指定背景とソース色の相対的寄与を制御するアルファ、およびブレンド機能、この計算は、他の二つのパラメータを使用します。得られた基本色合成式（略して単に基本的な合成式）ペイント操作によって生成される結果の色を決定しなければなりません。

変数意味

背景色

ソースの色

結果の色

クロム1αsαr-------⎝⎠⎜⎟⎛⎞Cb×αsαr------1αb-（）のCs×αbBCbとCsと、（）×+ []×+ =

CB

セシウム

クロム
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This formula represents a simplified form of the compositing formula in which the shape and opacity values are 
combined and represented as a single alpha value; the more general form is presented later. This function is 
based on the over operation defined in the article “Compositing Digital Images,” by Porter and Duff (see 
the Bibliography), extended to include a blend mode in the region of overlapping coverage. The following sub-
clauses elaborate on the meaning and implications of this formula. 

11.3.4 Blending Colour Space

The compositing formula shown in 11.3.3, "Basic Compositing Formula," represents a vector function: the 
colours it operates on are represented in the form of n-element vectors, where n denotes the number of 
components required by the colour space in used in the compositing process. The ith component of the result 
colour Cr shall be obtained by applying the compositing formula to the ith components of the constituent 
colours Cb , Cs , and B (Cb, Cs ). The result of the computation thus depends on the colour space in which the 
colours are represented. For this reason, the colour space used for compositing, called the blending colour 
space, is explicitly made part of the transparent imaging model. When necessary, backdrop and source colours 
shall be converted to the blending colour space before the compositing computation. 

Of the PDF colour spaces described in Section 8.6, the following shall be supported as blending colour spaces:

• DeviceGray

• DeviceRGB

• DeviceCMYK

• CalGray

• CalRGB

• ICCBased colour spaces equivalent to the preceding (including calibrated CMYK) 

The Lab space and ICCBased spaces that represent lightness and chromaticity separately (such as L*a*b*, 
L*u*v*, and HSV) shall not be used as blending colour spaces because the compositing computations in such 
spaces do not give meaningful results when applied separately to each component. In addition, an ICCBased
space used as a blending colour space shall be bidirectional; that is, the ICC profile shall contain both AToB
and BToA transformations. 

The blending colour space shall be consulted only for process colours. Although blending may also be done on 
individual spot colours specified in a Separation or DeviceN colour space, such colours shall not be converted 
to a blending colour space (except in the case where they first revert to their alternate colour space, as 
described under Section 8.6.6.4 and “DeviceN Colour Spaces”). Instead, the specified colour components shall 
be blended individually with the corresponding components of the backdrop. 

The blend functions for the various blend modes are defined such that the range for each colour component 
shall be 0.0 to 1.0 and that the colour space shall be additive. When performing blending operations in 

Backdrop alpha

Source alpha

Result alpha

Blend function

Table 135 –  Variables used in the basic compositing formula  (continued)

Variable Meaning

αb

αs

αr

B Cb Cs,( )
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この式は、形状および不透明度の値を組み合わせて単一のアルファ値として表現された合成式の簡略化された形式を表します。より一般的な形式は、後に提示されます。この機能は、ポーター及びダフによる論文「コンポジットデジタルイメージ」（参考文献を参照）で定義されたオーバー操作に基づいて、カバレッジの重複領域にブレンドモードを含むように拡張。以下のサブ節は意味と、この式の意味について詳しく説明します。

11.3.4ブレンドカラースペース

合成11.3.3に示す式、「基本的な合成式は、」ベクトル関数を表す：それが動作する色を用いる色空間で必要とされる部品の数を表し、N、N-要素ベクトルの形で表されています合成プロセスインチ結果色のCrのi番目の成分は、構成色Cbと、CS、及びB（CB、Cs等）のi番目のコンポーネントに合成式を適用することによって得なければなりません。計算の結果は、このように色が表現された色空間に依存します。このため、ブレンドカラースペースと呼ばれる合成に使用する色空間は、明示的に透明イメージング・モデルの一部とされます。必要な場合に、背景とソース色は、合成演算の前に混合色空間に変換しなければなりません。

8.6節で説明したPDFの色空間の中で、次のようにブレンドカラースペースとしてサポートされなければなりません。

•DeviceGray

•DeviceRGBで

•DeviceCMYK

•CalGray

•CalRGB

そのようなスペースに合成計算は与えていないので、ラボスペースと（例えばLなど* B *、L * U *、V *、及びHSV）別々明度及び色度を表すICCBased空間が混合色空間として使用してはなりません意味のある結果は、ときに、各コンポーネントに別々に適用されます。また、混合色空間として使用ICCBasedspaceは双方向でなければなりません。であること、ICCプロファイルは、両方のAToBand BToA変換を含まなければなりません。

ブレンドカラースペースは、プロセスカラーのために相談されなければなりません。ブレンドは、個々のスポットカラーにもを行うことができるが分離またはDeviceNの色空間で指定されたセクション8.6で説明したように、そのような色は、その代替の色空間へのそれら最初戻す場合を除いて（混合色空間に変換してはなりません.6.4と「DeviceNのカラースペース」）。代わりに、指定された色成分は、背景の対応する構成要素と個別に配合しなければなりません。

背景のアルファ

ソースアルファ

結果のアルファ

ブレンド機能

表135  - 基本的な合成式で使用される変数（続き）

変数意味

αB

αS

αR

B CbとCsと、（）
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subtractive colour spaces (DeviceCMYK, Separation, and DeviceN), the colour component values shall be 
complemented (subtracted from 1.0) before the blend function is applied and the results of the function shall 
then be complemented back before being used. 

NOTE This adjustment makes the effects of the various blend modes numerically consistent across all colour spaces. 
However, the actual visual effect produced by a given blend mode still depends on the colour space. Blending 
in a device colour space produces device-dependent results, whereas in a CIE-based space it produces 
results that are consistent across all devices. See 11.7, "Colour Space and Rendering Issues," for additional 
details concerning colour spaces. 

11.3.5 Blend Mode

In principle, any function of the backdrop and source colours that yields another colour, Cr, for the result may be 
used as a blend function B (Cb , Cs), in the compositing formula to customize the blending operation. PDF 
defines a standard set of named blend functions, or blend modes, listed in Tables 136 and 137. Figures L.18
and L.19 in Annex L illustrate the resulting visual effects for RGB and CMYK colours, respectively. 

A blend mode is termed separable if each component of the result colour is completely determined by the 
corresponding components of the constituent backdrop and source colours—that is, if the blend mode function 
B is applied separately to each set of corresponding components: 

where the lowercase variables cr , cb , and cs denote corresponding components of the colours Cr , Cb , and Cs ,
expressed in additive form. A separable blend mode may be used with any colour space, since it applies 
independently to any number of components. Only separable blend modes shall be used for blending spot 
colours.

NOTE 1 Theoretically, a blend mode could have a different function for each colour component and still be separable; 
however, none of the standard PDF blend modes have this property.

Table 136 lists the standard separable blend modes available in PDF and the algorithms/formulas that shall be 
used in the calculation of blended colours. 

Table 136 –  Standard separable blend modes  

Name Result

Normal

NOTE Selects the source colour, ignoring the backdrop.

Compatible Same as Normal. This mode exists only for compatibility and should not be used.

Multiply

NOTE 1 Multiplies the backdrop and source colour values.

NOTE 2 The result colour is always at least as dark as either of the two 
constituent colours. Multiplying any colour with black produces black; 
multiplying with white leaves the original colour unchanged. Painting 
successive overlapping objects with a colour other than black or white 
produces progressively darker colours. 

cr B cb cs,( )=

B cb cs,( ) cs=

B cb cs,( ) cb cs×=
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減色空間（DeviceCMYK、分離、DeviceNの）ブレンド関数が適用され、関数の結果は、次に使用される前に戻って補完されなければならない前に、色成分値は（1.0から減算）補完されなければなりません。

注この調整は、すべての色空間の様々なブレンドモードの効果を数値的に一貫します。しかし、与えられたブレンドモードによって生成される実際の視覚効果は、まだ色空間に依存します。 CIEベースの空間では、すべてのデバイス間で一貫性のある結果を生成する一方、デバイス色空間でブレンドする、デバイスに依存する結果を生成します。色空間に関する詳細については、「カラースペースやレンダリングの問題」11.7を参照してください。

11.3.5ブレンドモード

原則として、他の色を生成背景とソース色の任意の関数では、結果に対するCrは、ブレンディング操作をカスタマイズするために合成式中、ブレンド関数B（CB、Cs等）として使用することができます。 PDFは、付属書Lのテーブル136及び137、図L.18and L.19に記載されている、名前のブレンド機能、またはブレンドモードの標準セットを定義し、それぞれ、RGBやCMYK色について得られる視覚効果を示しています。

結果色の各成分が完全成分の対応する構成要素によって決定された場合にブレンドモードは、分離と呼ばれる背景とソース色、つまり、ブレンドモード関数Bは、対応する構成要素の各セットに別々に適用された場合：

ここで、小文字の変数CR、CB、およびCSは色のCr、Cbおよび添加剤形で表さセシウム、の対応する構成要素を示します。それは任意の数のコンポーネントに独立して適用されるために分離ブレンドモードは、任意の色空間で使用することができます。唯一の分離可能なブレンドモードはブレンドスポットカラーを使用しなければなりません。

注1理論的には、ブレンドモードが色成分毎に異なる機能を有し、依然として分離可能であってもよいです。しかし、標準のPDFのブレンドモードはいずれもこの特性を持っていません。

名称結果

正常

注背景を無視して、元の色を選択します。

通常通りCompatibleSame。このモードは、互換性のためだけに存在し、使用すべきではありません。

かける

注記1を乗算背景とソース色値。

CR B CB、CS、（）=

B CB CS、（）CS =

B CB CS、（）CB CS×=
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Screen

NOTE 3 Multiplies the complements of the backdrop and source colour values, 
then complements the result.

NOTE 4 The result colour is always at least as light as either of the two 
constituent colours. Screening any colour with white produces white; 
screening with black leaves the original colour unchanged. The effect 
is similar to projecting multiple photographic slides simultaneously 
onto a single screen. 

Overlay

NOTE 5 Multiplies or screens the colours, depending on the backdrop colour 
value. Source colours overlay the backdrop while preserving its 
highlights and shadows. The backdrop colour is not replaced but is 
mixed with the source colour to reflect the lightness or darkness of the 
backdrop.

Darken

NOTE 6 Selects the darker of the backdrop and source colours.

NOTE 7 The backdrop is replaced with the source where the source is darker; 
otherwise, it is left unchanged. 

Lighten

NOTE 8 Selects the lighter of the backdrop and source colours.

NOTE 9 The backdrop is replaced with the source where the source is lighter; 
otherwise, it is left unchanged. 

ColorDodge

NOTE 10 Brightens the backdrop colour to reflect the source colour. Painting 
with black produces no changes. 

ColorBurn

NOTE 11 Darkens the backdrop colour to reflect the source colour. Painting 
with white produces no change.

HardLight

NOTE 12 Multiplies or screens the colours, depending on the source colour 
value. The effect is similar to shining a harsh spotlight on the 
backdrop.

Table 136 –  Standard separable blend modes  (continued)

Name Result

B cb cs,( ) 1 1 cb–( ) 1 cs–( )×[ ]–=

cb cs cb cs×( )–+=

B cb cs,( ) HardLight cs cb,( )=

B cb cs,( ) min cb cs,( )=

B cb cs,( ) max cb cs,( )=

B cb cs,( )
min 1 cb 1 cs–( )⁄,( ) if cs 1<

1                                if cs =⎩
⎨
⎧

=

B cb cs,( )
1 min 1 1 cb–( ) cs⁄,( )– if cs 0>

0                                     if cs =⎩
⎨
⎧

=

B cb cs,( )
Multiply cb 2 cs×,( ) if cs 0.5≤

Screen cb 2 cs 1–×,( ) if cs 0.5>⎩
⎨
⎧

=
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画面

背景ソース色値の補数は、その結果を補完注3個の乗算します。

オーバーレイ

背景色の値に応じて注5個の乗算またはスクリーン色、。そのハイライトとシャドウを維持しながら、元の色が背景をオーバーレイ。背景色が置換されていないが、背景の明るさや暗さを反映するように、ソース色と混合されます。

暗く

NOTEは、背景と元の色の暗いを6Selects。

注7背景には、ソースが暗くなるソースに置き換えられます。それ以外の場合は変更されません。

明るく

注8を選択した背景と元の色の軽いです。

注9背景には、ソースが軽量化され、ソースに置き換えられます。それ以外の場合は変更されません。

ColorDodge

ColorBurn

NOTE 11は、元の色を反映するために、背景色を暗くし。白でペイントすると変化しません。

HARDLIGHT

注12個の乗算またはスクリーンの色が、ソースカラー値に応じ。効果が背景に厳しいスポットライトを輝くと同様です。

表136  - 標準分離ブレンドモード（続き）

名称結果

B CB CS、（1）1 CB-（1）CS-（）×[]  -  =

CBCS CB CS×（） -  + =

B CB CS、（）HARDLIGHTのCS CB、（）=

B CB CS、（）分CB CS、（）=

B CB CS、（）MAX CB、CS、（）=

B CB CS、（）分1 CB1 CS-（）/（）CS 1の場合<

1であれば、CS =⎩⎨⎧=

CS 0 -if B CB、CS、（1）1分1 CB-（）cs/、（）>

0の場合、CS =⎩⎨⎧=

B CB CS、（）乗算CB 2つのCS×（）もしCS0.5≤

画面CB 2つのCS 1-×、（）であれば、CS 0.5>⎩⎨⎧=
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Table 137 lists the standard nonseparable blend modes. Since the nonseparable blend modes consider all 
colour components in combination, their computation depends on the blending colour space in which the 
components are interpreted. They may be applied to all multiple-component colour spaces that are allowed as 
blending colour spaces (see “Blending Colour Space”). 

NOTE 2 All of these blend modes conceptually entail the following steps: 
 
a) Convert the backdrop and source colours from the blending colour space to an intermediate HSL (hue-
saturation-luminosity) representation.  
 
b) Create a new colour from some combination of hue, saturation, and luminosity components selected from 
the backdrop and source colours. 
 
c) Convert the result back to the original (blending) colour space. 
 
However, the following formulas given do not actually perform these conversions. Instead, they start with 
whichever colour (backdrop or source) is providing the hue for the result; then they adjust this colour to have 
the proper saturation and luminosity.

The nonseparable blend mode formulas make use of several auxiliary functions. These functions operate on 
colours that are assumed to have red, green, and blue components. Blending of CMYK colour spaces requires 
special treatment, as described in this sub-clause. 

These functions shall have the following definitions:

SoftLight

where

NOTE 13 Darkens or lightens the colours, depending on the source colour 
value. The effect is similar to shining a diffused spotlight on the 
backdrop.

Difference

NOTE 14 Subtracts the darker of the two constituent colours from the lighter 
colour:

NOTE 15 Painting with white inverts the backdrop colour; painting with black 
produces no change. 

Exclusion

NOTE 16 Produces an effect similar to that of the Difference mode but lower in 
contrast. Painting with white inverts the backdrop colour; painting with 
black produces no change.

Table 136 –  Standard separable blend modes  (continued)

Name Result

B cb cs,( )
cb 1 2 cs×–( ) cb 1 cb–( )××– if cs 0.5≤

cb 2 cs 1–×( ) D cb( ) cb–( )×+ if cs 0.5>⎩
⎨
⎧

=

D x( )
16 x 12–×( ) x 4+×( ) x× if x 0.25≤

x if x 0.25>⎩
⎨
⎧

=

B cb cs,( ) cb cs–=

B cb cs,( ) cb cs 2 cb c×× s–+=

Lum C( ) 0.3 Cred× 0.59 Cgreen× 0.11 Cblue×+ +=
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表137のリストの標準的な非分離型ブレンドモード。非分離型ブレンドモードを組み合わせて、すべての色成分を考慮しているため、その計算は、コンポーネントが解釈されているブレンドカラースペースに依存します。彼らは、（「ブレンドカラースペース」を参照）ブレンド色空間として許可されているすべての複数成分の色空間にも適用することができます。

A）中間体HSL（色相 - 彩度 - 明度）表現にブレンド色空間から背景とソースカラーを変換する：これらのブレンドモードの注記2すべて概念的以下のステップを伴います。 b）は、背景とソース色から選択された色相、彩度、明度成分のいくつかの組み合わせから新しい色を作成します。 C）元の（混合）色空間に結果バックを変換。しかし、与えられた以下の式では、実際にこれらの変換を行いません。代わりに、結果のための色相を提供しているいずれかの色（背景またはソース）で始まります。その後、彼らは適切な彩度や明度を持つようにこの色を調整します。

非分離型ブレンドモード式は、いくつかの補助的な機能を利用します。これらの機能は、赤、緑、青の成分を有すると仮定されている色で動作します。この副節で説明したようにCMYK色空間の配合は、特別な処理を必要とします。

これらの機能は、以下の定義を有するものとします。

柔らかな光

どこ

注13暗く又はソース色値に応じて、色を明るく。効果が背景に拡散スポットライトを輝くと同様です。

差

NOTEは、明るい色から2つの構成色の暗いを14Subtracts：

除外

注16は、コントラスト差モードより低いのと同様の効果が得られます。白反転背景色でペイント。黒でペイントして変化しません。

表136  - 標準分離ブレンドモード（続き）

名称結果

B CB CS、（）CB1 2 CS×（ - ）CB 1 CB-（）××CS -if0.5≤

CB2 CS 1-×（）D CB（）CB-（）×+ CS 0.5>⎩⎨⎧IF =

D X（）16×12-×（）×4 +×（）X×もしX0.25≤

X X 0.25>⎩⎨⎧IF =

B CB CS、（）CB CS- =

B CB CS、（）CB CS 2のCB C××S- + =

LUM C（）0.3クレド×0.59×0.11 Cgreen Cblue×+ + =
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The subscripts min, mid, and max (in the next function) refer to the colour components having the minimum, 
middle, and maximum values upon entry to the function.

Table 137 –  Standard nonseparable blend modes  

Name Result

Hue

NOTE 1 Creates a colour with the hue of the source colour and the saturation 
and luminosity of the backdrop colour. 

Saturation

NOTE 2 Creates a colour with the saturation of the source colour and the hue 
and luminosity of the backdrop colour. Painting with this mode in an 
area of the backdrop that is a pure gray (no saturation) produces no 
change. 

SetLum C l,( )
let d l Lum C( )
Cred

–
Cred d

Cgreen

+
Cgreen d

Cblue

+
Cblue d

returnClipColor C( )
+

=
=

=
=

ClipColor C( )
let l Lum C( )
let n min Cred Cgreen Cblue, ,( )
let x max Cred Cgreen Cblue, ,( )
if n 0.0
      Cred

<
l Cred l–( ) l×( ) l n–( )⁄( )

      Cgreen

+
l Cgreen l–( ) l×( ) l n–( )⁄( )

      Cblue

+
l Cblue l–( ) l×( ) l n–( )⁄( )

if x 1.0
      Cred

>
+

l Cred l–( ) 1 l–( )×( ) x l–( )⁄( )
      Cgreen

+
l Cgreen l–( ) 1 l–( )×( ) x l–( )⁄( )

      Cblue

+
l Cblue l–( ) 1 l–( )×( ) x l–( )⁄( )

return C
+

=
=
=

=
=

=

=
=

=

Sat C( ) max Cred Cgreen Cblue, ,( ) min Cred Cgreen Cblue, ,( )–=

SetSat C s,( )
if Cmax Cmin
      Cmid

>
Cmid Cmin–( ) s×( ) Cmax Cmin–( )⁄( )

      Cmax s
else
      Cmid Cmax 0.0
Cmin 0.0
return C

=
=

= =
=

B Cb Cs,( ) SetLum SetSat Cs Sat Cb( ),( ) Lum Cb( ),( )=

B Cb Cs,( ) SetLum SetSat Cb Sat Cs( ),( ) Lum Cb( ),( )=
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添え字分、中間、及び（次関数で）最大最小値を有する色成分を参照して、中間、および関数へのエントリ時の最大値。

名称結果

色合い

飽和

SetLum C Lは、（は）せて、D LラムC（）クレド

-CreddCgreen

+ CgreendCblue

+ CbluedreturnClipColor C（）+

ClipColor C（）LラムC（）はクレドCgreen Cblue NMINせましょう（）させXMAXクレドCgreen Cblue、（）もしN 0.0クレド

<L Credl-（）L×（）L N-（）/（）Cgreen

+ L Cgreenl-（）L×（）L N-（）/（）Cblue

+ L Cbluel-（）L×（）L N-（）/（）×1.0クレド場合

> +

L Credl-（1）1-（）×（）X 1-（）/（）Cgreen

+ L Cgreenl-（1）1-（）×（）X 1-（）/（）Cblue

+ L Cbluel-（1つの）1-（）×（）X 1-（）/（）戻りC +

土C（）maxのクレドCgreen Cblue、（）分クレドCgreen Cblue、（） -  =

CmaxCmin CMID場合SetSat C S、（）

> CmidCmin-（）S×（）のCmax Cmin-（）/（）Cmaxselse CmidCmax 0.0Cmin0.0return C

B CbとCsと、（）SetLum SetSatセシウム土Cbの（）（）ラムCbの（）（）=

B CbとCsと、（）SetLum SetSat Cbの土CS（）（）ラムCbの（）（）=
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The formulas in this sub-clause apply to RGB spaces. Blending in CMYK spaces (including both DeviceCMYK
and ICCBased calibrated CMYK spaces) shall be handled in the following way:

• The C, M, and Y components shall be converted to their complementary R, G, and B components in the 
usual way. The preceding formulas shall be applied to the RGB colour values. The results shall be 
converted back to C, M, and Y.

• For the K component, the result shall be the K component of Cb for the Hue, Saturation, and Color blend 
modes; it shall be the K component of Cs for the Luminosity blend mode.

11.3.6 Interpretation of Alpha

The colour compositing formula 

produces a result colour that is a weighted average of the backdrop colour, the source colour, and the blended 
B (Cb , Cs ) term, with the weighting determined by the backdrop and source alphas αβ  and αs . For the simplest 
blend mode, Normal, defined by 

the compositing formula collapses to a simple weighted average of the backdrop and source colours, controlled 
by the backdrop and source alpha values. For more interesting blend functions, the backdrop and source 
alphas control whether the effect of the blend mode is fully realized or is toned down by mixing the result with 
the backdrop and source colours. 

The result alpha, αρ  , actually represents a computed result, described in 11.3.7, "Shape and Opacity 
Computations." The result colour shall be normalized by the result alpha, ensuring that when this colour and 
alpha are subsequently used together in another compositing operation, the colour’s contribution is correctly 
represented. 

NOTE 1 If αρ  is zero, the result colour is undefined. 

NOTE 2 The preceding formula represents a simplification of the following formula, which presents the relative 
contributions of backdrop, source, and blended colours in a more straightforward way:  
 

 

Color

NOTE 3 Creates a colour with the hue and saturation of the source colour and 
the luminosity of the backdrop colour. This preserves the gray levels 
of the backdrop and is useful for colouring monochrome images or 
tinting colour images. 

Luminosity

NOTE 4 Creates a colour with the luminosity of the source colour and the hue 
and saturation of the backdrop colour. This produces an inverse effect 
to that of the Color mode. 

Table 137 –  Standard nonseparable blend modes  (continued)

Name Result

B Cb Cs,( ) SetLum Cs Lum Cb( ),( )=

B Cb Cs,( ) SetLum Cb Lum Cs( ),( )=

Cr 1
αs
αr
------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Cb×
αs
αr
------ 1 αb–( ) Cs× αb B Cb Cs,( )×+[ ]×+=

B cb
· cs,( ) cs=

αr Cr× 1 αs–( ) αb Cb××[ ] 1 αb–( ) αs Cs××[ ] αb αs B Cb Cs,( )××[+ +=
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このサブ句の式は、RGBスペースに適用されます。 （両方DeviceCMYKand ICCBased含むCMYK空間較正）CMYK空間にブレンド次のように扱われなければなりません。

•C、M、及びY成分は、通常の方法でそれらの相補R、G、B成分に変換されなければなりません。前述の式は、RGBカラー値に適用されなければなりません。結果は、C、M、およびYに変換しなければなりません

•K成分については、結果は色相、彩度、カラーブレンドモードのCbのK成分でなければなりません。その光度ブレンドモードのCsのK成分でなければなりません。

アルファの11.3.6解釈

αβおよびαSアルファ背景とソースによって決定された重み付けを用いて、背景色、ソースの色、及びブレンドB（CB、Cs等）用語の加重平均である結果の色を生成します。最も単純なブレンドモードの場合、通常は、によって定義されました

合成式は、背景とソースアルファ値によって制御される背景とソース色の単純な加重平均に崩壊します。より興味深いブレンド機能、ブレンドモードの効果が完全に実現されるか、または背景とソース色で結果を混合することによって、トーンダウンされているかどうかを制御アルファ背景とソース用。

結果アルファ、αρは、実際には「形状と不透明度計算」、11.3.7に記載の計算結果を表します結果の色は、この色とアルファは、その後、別の合成操作で一緒に使用する場合、色の寄与が正しく表現されていることを確認、結果アルファによって正規化されなければなりません。

αρがゼロの場合注1、結果の色が定義されていません。

式の前に注記2Theは、より簡単な方法で背景、ソース、およびブレンド色の相対的な寄与を示し、以下の式、の単純化を表します。

色

明度

表137  - 標準非分離型ブレンドモード（続き）

名称結果

B CbとCsと、（）SetLum CsとCbとラム（）（）=

B CbとCsと、（）SetLum CbのラムCS（）（）=

クロム1αsαr-------⎝⎠⎜⎟⎛⎞Cb×αsαr------1αb-（）のCs×αbBCbとCsと、（）×+ []×+ =

BのCB・CS、（）CS =

αrCr×1αs-（）αbCb××[]1αb-（）αsCs××[]αBαsBCbとCsと、（）××[+ + =
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(The simplification requires a substitution based on the alpha compositing formula, which is presented in the 
next sub-clause.) Thus, mathematically, the backdrop and source alphas control the influence of the backdrop 
and source colours, respectively, while their product controls the influence of the blend function. An alpha 
value of αs = 0.0 or αβ  = 0.0 results in no blend mode effect; setting αs = 1.0 and αβ  = 1.0 results in maximum 
blend mode effect. 

11.3.7 Shape and Opacity Computations

11.3.7.1 General

As stated earlier, the alpha values that control the compositing process shall be defined as the product of 
shape and opacity: 

This sub-clause examines the various shape and opacity values individually. Once again, keep in mind that 
conceptually these values are computed for every point on the page. 

11.3.7.2 Source Shape and Opacity

Shape and opacity values may come from several sources. The transparency model provides for three 
independent sources for each. However, the PDF representation imposes some limitations on the ability to 
specify all of these sources independently (see “Specifying Shape and Opacity”). 

• Object shape. Elementary objects such as strokes, fills, and text have an intrinsic shape, whose value shall 
be 1.0 for points inside the object and 0.0 outside. Similarly, an image with an explicit mask (see “Explicit 
Masking”) has a shape that shall be 1.0 in the unmasked portions and 0.0 in the masked portions. The 
shape of a group object shall be the union of the shapes of the objects it contains. 

NOTE 1 Mathematically, elementary objects have “hard” edges, with a shape value of either 0.0 or 1.0 at every point. 
However, when such objects are rasterized to device pixels, the shape values along the boundaries may be 
anti-aliased, taking on fractional values representing fractional coverage of those pixels. When such anti-
aliasing is performed, it is important to treat the fractional coverage as shape rather than opacity. 

• Mask shape. Shape values for compositing an object may be taken from an additional source, or soft 
mask, independent of the object itself, as described in 11.5, "Soft Masks."

NOTE 2 The use of a soft mask to modify the shape of an object or group, called soft clipping, can produce effects such 
as a gradual transition between an object and its backdrop, as in a vignette. 

• Constant shape. The source shape may be modified at every point by a scalar shape constant. 

NOTE 3 This is merely a convenience, since the same effect could be achieved with a shape mask whose value is the 
same everywhere. 

• Object opacity. Elementary objects have an opacity of 1.0 everywhere. The opacity of a group object shall 
be the result of the opacity computations for all of the objects it contains. 

• Mask opacity. Opacity values, like shape values, may be provided by a soft mask independent of the object 
being composited. 

• Constant opacity. The source opacity may be modified at every point by a scalar opacity constant. 

NOTE 4 It is useful to think of this value as the “current opacity,” analogous to the current colour used when painting 
elementary objects. 

αb fb qb×=

αr fr qr×=

αs fs qs×=
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（簡略化は、次のサブ節で提示される式を、合成アルファに基づいて置換を必要とする。）は、その製品が制御しつつ、数学的に、背景とソースアルファは、それぞれ、背景とソース色の影響を制御しますブレンド機能の影響。ないブレンドモードの効果でαS= 0.0又はαβ= 0.0結果のアルファ値。最大ブレンドモードの効果でαS= 1.0とαβ= 1.0の結果を設定します。

11.3.7形状と不透明度の計算

11.3.7.1一般的な

前述のように、合成プロセスを制御するアルファ値は、形状および不透明度の積として定義されます。

このサブ句は、個々に、様々な形状および不透明度の値を調べます。もう一度、概念的には、これらの値は、ページ上のすべての点に対して計算されていることに注意してください。

11.3.7.2光源形状と不透明度

形状と不透明度の値は、複数のソースから来るかもしれません。透明度モデルは、それぞれのための3つの独立したソースを提供します。しかし、PDF表現は（「形状と不透明度の指定」を参照してください）独立してこれらのソースのすべてを指定する機能のいくつかの制限を課します。

•オブジェクトの形状。このようなストローク、塗りつぶし、及びテキストのような基本オブジェクトは、値がオブジェクトと0.0内外点について1.0でなければならない固有の形状を有します。同様に、明示的なマスクの画像を（「明示的マスキング」を参照）、マスクされた部分にマスクされていない部分では1.0と0.0でなければならない形状を有しています。グループオブジェクトの形状は、それに含まれるオブジェクトの形状の組合でなければなりません。

注記1数学的に、基本オブジェクトは、すべての点で0.0または1.0のいずれかの形状値と、「ハード」エッジを有します。そのようなオブジェクトはデバイスのピクセルにラスタライズされたときただし、境界に沿った形状の値はこれらのピクセルの被覆率を表す分数の値を取って、アンチエイリアスであってもよいです。こうしたアンチエイリアシングが実行されると、形ではなく不透明として被覆率を治療することが重要です。

形状マスク•。 11.5に記載されるようにオブジェクトを合成するための形状値は、「ソフトマスク」、オブジェクト自体とは無関係に、付加的なソース、またはソフトマスクから採取することができます

ソフトクリッピングと呼ばれる注2オブジェクトまたはグループの形状を修正するソフトマスクの使用は、ビネットのように、そのようなオブジェクトとその背景との間の漸進的遷移のような効果を得ることができます。

同様の効果は、その値がどこでも同じである形状のマスクを用いて達成することができるので、注3これは、単に便宜上です。

•不透明度をマスクします。不透明度値は、形状値と同様に、合成されたオブジェクトのソフトマスク独立して提供されてもよいです。

注4基本オブジェクトを描くときに使用される現在の色に似て「現在の不透明度」としてこの値を考えると便利です。

αbfbQB×=

αrfrQR×=

αsfs適量×=
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All of the shape and opacity inputs shall have values in the range 0.0 to 1.0 (inclusive), with a default value of 
1.0. 

The three shape inputs shall be multiplied together, producing an intermediate value called the source shape.

The three opacity inputs shall be multiplied together, producing an intermediate value called the source opacity.

Where the variables have the meanings shown in Table 138. 

NOTE 5 The effect of each of these inputs is that the painting operation becomes more transparent as the input values 
decreases.

When an object is painted with a tiling pattern, the object shape and object opacity for points in the object’s 
interior are determined by those of corresponding points in the pattern, rather than being 1.0 everywhere (see 
“Patterns and Transparency”). 

11.3.7.3 Result Shape and Opacity

In addition to a result colour, the painting operation also shall compute an associated result shape and result 
opacity. These computations shall be based on the union function 

where b and s shall be the backdrop and source values to be composited. 

NOTE 1 This is a generalization of the conventional concept of union for opaque shapes, and it can be thought of as an 
“inverted multiplication”—a multiplication with the inputs and outputs complemented. The result tends toward 
1.0: if either input is 1.0, the result is 1.0. 

The result shape and opacity shall be given by 

Table 138 –  Variables used in the source shape and opacity formulas  

Variable Meaning

Source shape

Object shape

Mask shape

Constant shape

Source opacity

Object opacity

Mask opacity

Constant opacity

fs fj fm fk××=

qs qj qm qk××=

fs

fj

fm

fk

qs

qj

qm

qk

Union b s,( ) 1 1 b–( ) 1 s–( )×[ ]–=
b s b s×( )–+=
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すべての形状と不透明度の入力が1.0のデフォルト値で、0.0〜1.0（両端を含む）の範囲内の値を有するものとします。

3つの形状入力はソース形状と呼ばれる中間値を生成し、乗算されなければなりません。

3つの不透明入力はソースの不透明度と呼ばれる中間値を生成し、乗算されなければなりません。

注5これらの入力の各々の効果は、塗装作業は、入力値が減少するにつれて、より透明になるということです。

オブジェクトは、パターン内の点に対応するのではなく、どこでも1.0であることのものによって決定されるオブジェクトの内部の点についてのタイリングパターン、物体の形状とオブジェクトの不透明度で塗装されている場合（「パターンと透明度」を参照）。

11.3.7.3結果の形状と不透明度

結果色に加えて、塗装動作は、関連する結果の形状と結果不透明度を計算しなければなりません。これらの計算は、労働組合の機能に基づいていなければなりません

注1これは、不透明な形状のために労働組合の従来の概念の一般化であり、それは「反転乗算」補完入力と出力と-aの乗算と考えることができます。結果は1.0に向かう傾向がある：いずれかの入力が1.0である場合、結果は1.0です。

変数意味

ソース形状

オブジェクトの形状

マスク形状

一定の形状

ソースの不透明度

オブジェクトの不透明度

マスクの不透明度

一定の不透明度

FS FJ FM FK××=

適量QJ QM QK××=

FS

J F

FM

FK

適量

QJ

QM

QK

組合B S、（1）1 B-（1）S-（）×[]  -  = B、S B、S×（） -  + =
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where the variables have the meanings shown in Table 139. 

These formulas shall be interpreted as follows: 

• The result shape shall be the union of the backdrop and source shapes. 

• The result opacity shall be the union of the backdrop and source opacities, weighted by their respective 
shapes. The result shall then be divided by (normalized by) the result shape. 

NOTE 2 Since alpha is just the product of shape and opacity, it can easily be shown that  
 

 

 
This formula can be used whenever the independent shape and opacity are not needed. 

11.3.8 Summary of Basic Compositing Computations

This sub-clause is a summary of all the computations presented in this sub-clause. They are given in an order 
such that no variable is used before it is computed; also, some of the formulas have been rearranged to 
simplify them. See Tables 135, 138, and 139 for the meanings of the variables used in these formulas. 

 

 

 

 

Table 139 –  Variables used in the result shape and opacity formulas  

Variable Meaning

Result shape

Backdrop shape

Source shape

Result opacity

Backdrop opacity

Source opacity

fr Union fb fs,( )=

qr
Union fb qb× fs qs×,( )

fr
----------------------------------------------------------=

fr

fb

fs

qr

qb

qs

αr Union αb αs,( )=

Union b s,( ) 1 1 b–( ) 1 s–( )×[ ]–=
b s b s×( )–+=

fs fj fm fk××=
qs qj qm qk××=
fr Union fb

· fs,( )=
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•結果の不透明度は、それぞれの形で重み付けを背景とソース混濁の労働組合でなければなりません。結果は、結果の形状（によって正規化された）で除算しなければなりません。

アルファ形状と不透明度のちょうど積であるので注2、容易ことを示すことができます

基本コンポジット計算の概要11.3.8

このサブ句は、このサブ句の中で提示されたすべての計算の概要です。彼らは、それが計算される前に、何の変数が使用されないように順に示されています。また、数式の一部は、それらを簡単にするために再配置されています。これらの式で使用される変数の意味については、表135、138、および139を参照してください。

変数意味

結果の形状

背景の形状

ソース形状

結果の不透明度

背景の不透明度

ソースの不透明度

連合のFB FS、（）= FR

qrUnion FB QB×fsの適量×、（）FR --------------------------------------- ------------------- =

FR

FB

FS

QR

QB

適量

αrUnionαBαS、（）=

組合B S、（1）1 B-（1）S-（）×[]  -  = B、S B、S×（） -  + =

FS FJ FM FK××= qsqj QM QK××= frUnion FB・FS、（）=
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11.4 Transparency Groups

11.4.1 General

A transparency group is a sequence of consecutive objects in a transparency stack that shall be collected 
together and composited to produce a single colour, shape, and opacity at each point. The result shall then be 
treated as if it were a single object for subsequent compositing operations. Groups may be nested within other 
groups to form a tree-structured group hierarchy. 

NOTE This facilitates creating independent pieces of artwork, each composed of multiple objects, and then combining 
them, possibly with additional transparency effects applied during the combination.

The objects contained within a group shall be treated as a separate transparency stack called the group stack. 
The objects in the stack shall be composited against an initial backdrop (discussed later), producing a 
composite colour, shape, and opacity for the group as a whole. The result is an object whose shape is the 
union of the shapes of its constituent objects and whose colour and opacity are the result of the compositing 
operations. This object shall then be composited with the group’s backdrop in the usual way. 

In addition to its computed colour, shape, and opacity, the group as a whole may have several further attributes: 

• All of the input variables that affect the compositing computation for individual objects may also be applied 
when compositing the group with its backdrop. These variables include mask and constant shape, mask 
and constant opacity, and blend mode. 

• The group may be isolated or non-isolated, which shall determine the initial backdrop against which its 
stack is composited. 

• The group may be knockout or non-knockout, which shall determine whether the objects within its stack 
are composited with one another or only with the group’s backdrop. 

• An isolated group may specify its own blending colour space, independent of that of the group’s backdrop. 

• Instead of being composited onto the current page, a group’s results may be used as a source of shape or 
opacity values for creating a soft mask (see “Soft Masks”). 

11.4.2 Notation for Group Compositing Computations

This sub-clause introduces some notation for dealing with group compositing. Subsequent sub-clauses 
describe the group compositing formulas for a non-isolated, non-knockout group and the special properties of 
isolated and knockout groups. 

αb fb qb×=
αs fs qs×=
αr Union αb αs,( )=

qr
αr
fr
------=

Cr 1
αs
αr
------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Cb×
αs
αr
------ 1 αb–( ) Cs× αb B Cb Cs,( )×+[ ]×+=
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11.4透明性グループ

11.4.1一般的な

透明基は、一緒に収集し、各点での単一色、形状、および不透明度を生成するために合成されなければならない透明スタック内の連続するオブジェクトのシーケンスです。それは、その後の合成操作のための単一のオブジェクトであるかのように結果が処理されなければなりません。グループは、ツリー構造のグループ階層を形成するために他のグループ内にネストされてもよいです。

なお、この促進はおそらく組み合わせ中に適用される追加の透明効果で、アートワークの独立片、複数のオブジェクトから構成される各作成し、それらを組み合わせます。

オブジェクトは、グループスタックと呼ばれる別の透明スタックとして扱われなければならないグループ内に含まれます。スタック内のオブジェクトは、全体としてグループのための複合色、形状、および不透明度を生成する、（後述）初期背景に合成されなければなりません。結果は、その形状、色及び不透明度合成操作の結果であるその構成オブジェクトの形状との和集合であるオブジェクトです。このオブジェクトは、その後、通常の方法で、グループの背景と合成されなければなりません。

その計算された色、形状、および不透明度に加えて、全体として基は、いくつかの更なる属性を有することができます。

•その背景にグループを合成する際に、個々のオブジェクトの合成の計算に影響を与える入力変数のすべてを適用することもできます。これらの変数は、マスクと一定の形状、マスクと一定の不透明度、およびブレンドモードを含みます。

そのスタックが合成され、それに対して初期背景を決定するものとし、•グループを単離してもよいし、非絶縁型。

•グループは、そのスタック内のオブジェクトが互いに又は唯一のグループの背景にして合成されているかどうかを決定しなければならないれ、ノックアウトまたは非ノックアウトであってもよいです。

•アングループは、グループの背景のそれとは無関係に、独自のブレンドカラースペースを指定することも単離しました。

•代わりに、現在のページ上に合成された、グループの結果（「ソフトマスク」を参照）ソフトマスクを作成するための形状又は不透明度値のソースとして使用することができます。

グループコンポジット計算のための11.4.2表記

このサブ句は、グループ合成に対処するためのいくつかの表記を導入します。次のサブ句は、非絶縁型、非ノックアウトグループの式及び単離し、ノックアウト基の特別な特性を合成する基を記載しています。

αbfbQB×=αsfsQS×=αrUnionαBαS、（）=

qrαrfr------ =

クロム1αsαr-------⎝⎠⎜⎟⎛⎞Cb×αsαr------1αb-（）のCs×αbBCbとCsと、（）×+ []×+ =
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Since we are now dealing with multiple objects at a time, it is useful to have some notation for distinguishing 
among them. Accordingly, the variables introduced earlier are altered to include a second-level subscript 
denoting an object’s position in the transparency stack. 

 stands for the source colour of the ith object in the stack. The subscript 0 represents the initial backdrop; 

subscripts 1 to n denote the bottommost to topmost objects in an n-element stack. In addition, the subscripts b
and r are dropped from the variables Cb , fβ , qβ , αβ , Cr , fρ , qρ , and αρ ; other variables retain their mnemonic 
subscripts. 

These conventions permit the compositing formulas to be restated as recurrence relations among the elements 
of a stack. For instance, the result of the colour compositing computation for object i is denoted by Ci (formerly 
Cr ). This computation takes as one of its inputs the immediate backdrop colour, which is the result of the colour 
compositing computation for object i − 1; this is denoted by Ci − 1 (formerly Cb ). 

The revised formulas for a simple n-element stack (not including any groups) shall be, for i = 1, … , n: 

where the variables have the meanings shown in Table 140. 

NOTE Compare these formulas with those shown in 11.3.8, "Summary of Basic Compositing Computations."

Table 140 –  Revised variables for the basic compositing formulas  

Variable Meaning

Source shape for object i

Object shape for object i

Mask shape for object i

Constant shape for object i

Result shape after compositing object i

Csi

fsi
fji

fmi
fki

××=

qsi
qji

qmi
qki

××=

αsi
fsi

qsi
×=

αi Union αi 1– αsi
,( )=

fi Union fi 1– fsi
,( )=

qi
αi
fi
-----=

Ci 1
αsi
αi
-------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Ci 1–×
αsi
αi
------- 1 αi 1––( ) Csi

× αi 1– Bi Ci 1– Csi
,( )×+[ ]×+=

fsi

fji

fmi

fki

fi
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私たちは今一度に複数のオブジェクトを扱っているので、それらの間で区別するためのいくつかの表記があると便利です。従って、変数は先に導入された透明性スタック内のオブジェクトの位置を示す第二のレベルの添え字を含むように変更されます。

添字1 n要素のスタックの最上位のオブジェクトに最下位を表すnまで。また、添え字バンドrは変数から削除されCbと、Fβ、Qβ、αβ、クロム、fρ、qρ、及びαρ。他の変数は、そのニーモニック添字を保持しています。

これらの規則は、合成式がスタックの要素間の漸化式として修正再表示されることを可能にします。例えば、私がC（以前のCr）で表されるオブジェクトの計算を合成色の結果。この計算は、その入力の1つのオブジェクトiについて計算を合成色の結果で即時の背景色として受け取り -  1。 1（旧CB） - これは、CIで示されます。

（任意のグループを含まない）、単純なn要素のスタックについては、改正後の式は、しなければならない私は=のために1、...、nは：

NOTE、11.3.8に示すもので、「基本的なコンポジットの計算の概要を。」これらの式を比較

変数意味

オブジェクトiに対する光源形状

オブジェクトiに対するオブジェクトの形状

オブジェクトの私のための形状マスク

オブジェクトiに対する一定の形状

オブジェクトIを合成後の形状を結果

CSI

FSI fji FMI全経連××=

qsiqji QMI QKI××=

αsifsiQSI×=

αiUnionαi1-αsi、（）=

Fiの連合FI1-FSI、（）=

qiαifi----- =

CI1αsiαi--------⎝⎠⎜⎟⎛⎞Ci1-×αsiαi-------1αi1 - （）はCSi×αi1-Bi系CI1的CSI、（）×+ []×+ =

FSI

fji

FMI

全経連

Fiの
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11.4.3 Group Structure and Nomenclature

As stated earlier, the elements of a group shall be treated as a separate transparency stack, referred to as the 
group stack. These objects shall be composited against a selected initial backdrop and the resulting colour, 
shape, and opacity shall then be treated as if they belonged to a single object. The resulting object is in turn 
composited with the group’s backdrop in the usual way. 

NOTE This computation entails interpreting the stack as a tree. For an n-element group that begins at position i in the 
stack, it treats the next n objects as an n-element substack, whose elements are given an independent 
numbering of 1 to n. These objects are then removed from the object numbering in the parent (containing) 
stack and replaced by the group object, numbered i, followed by the remaining objects to be painted on top of 
the group, renumbered starting at i + 1. This operation applies recursively to any nested subgroups. 

The term element (denoted Ei ) refers to a member of some group; it can be either an individual object or a 
contained subgroup. 

From the perspective of a particular element in a nested group, there are three different backdrops of interest: 

• The group backdrop is the result of compositing all elements up to but not including the first element in the 
group. (This definition is altered if the parent group is a knockout group; see 11.4.6, "Knockout Groups") 

• The initial backdrop is a backdrop that is selected for compositing the group’s first element. This is either 
the same as the group backdrop (for a non-isolated group) or a fully transparent backdrop (for an isolated 
group). 

• The immediate backdrop is the result of compositing all elements in the group up to but not including the 
current element. 

When all elements in a group have been composited, the result shall be treated as if the group were a single 
object, which shall then be composited with the group backdrop. This operation shall occur whether the initial 

Source opacity for object i

Object opacity for object i

Mask opacity for object i

Constant opacity for object i

Result opacity after compositing object i

Source alpha for object i

Result alpha after compositing object i

Source colour for object i

Result colour after compositing object i

Blend function for object i

Table 140 –  Revised variables for the basic compositing formulas  (continued)

Variable Meaning

qsi

qji

qmi

qki

qi

αsi

αi

Csi

Ci

Bi Ci 1– Csi
,( )
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11.4.3グループの構造と命名法

先に述べたように、グループの要素は、グループスタックと呼ばれる、別個の透明スタックとして扱われなければなりません。これらのオブジェクトは、選択された初期背景得られた色、形状に対して合成されなければならない、と彼らは、単一のオブジェクトに属しているかのように不透明度は、その後処理されなければなりません。結果のオブジェクトは、今度は通常の方法では、グループの背景と合成されます。

ツリーとしてスタックを解釈し、この計算伴うことに注意してください。スタック内の私の位置から始まりn要素のグループのために、それは要素nに1から独立して番号が与えられるn要素substack、として次のn個のオブジェクトを扱います。これらのオブジェクトは、スタック（含有する）を、親のオブジェクトの番号から除去され、グループオブジェクトによって置き換えられ、iはグループの上に塗装されるべき残りのオブジェクト、続いて番号を付け、この動作が適用されるI + 1から始まる番号が付け直されます任意のネストされたサブグループに再帰的に。

ネストされたグループ内の特定の要素の観点から、関心のある三つの異なる背景があります。

•グループの背景には、グループ内の最初の要素を含むすべての要素までではなく、を合成した結果です。 （親グループは、ノックアウト基である場合、この定義は変更され、11.4.6を参照して、「ノックアウトグループ」）

グループ内のすべての要素が合成されている場合、結果は、グループは、グループの背景と合成されなければならない単一のオブジェクトであったかのように扱われなければなりません。この操作は、最初のかどうかに発生するもの

オブジェクトiに対するソースの不透明度

オブジェクトiに対するオブジェクトの不透明度

オブジェクトのiについて不透明マスク

オブジェクトiに対する一定の不透明度

オブジェクトIを合成した後、不透明結果

オブジェクトiに対するソース・アルファ

オブジェクトIを合成した後、アルファ結果

オブジェクトiに対するソースカラー

オブジェクトIを合成した後に色を結果

オブジェクトiに対するブレンド機能

表140  - 基本的な合成式のための改訂変数（続き）

変数意味

QSI

qji

QMI

QKI

気

αsi

αiを

CSI

CI

バイCI1的CSI、（）
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backdrop chosen for compositing the elements of the group was the group backdrop or a transparent backdrop. 
A conforming reader shall ensure that the backdrop’s contribution to the overall result is applied only once. 

11.4.4 Group Compositing Computations

The colour and opacity of a group shall be defined by the group compositing function: 

where the variables have the meanings shown in Table 141. 

NOTE 1 The opacity is not given explicitly as an argument or result of this function. Almost all of the computations use 
the product of shape and opacity (alpha) rather than opacity alone; therefore, it is usually convenient to work 
directly with shape and alpha rather than shape and opacity. When needed, the opacity can be computed by 
dividing the alpha by the associated shape. 

The result of applying the group compositing function shall then be treated as if it were a single object, which in 
turn is composited with the group’s backdrop according to the formulas defined in this sub-clause. In those 
formulas, the colour, shape, and alpha (C, f, and α) calculated by the group compositing function shall be used, 
respectively, as the source colour Cs , the object shape fj , and the object alpha αj . 

The group compositing formulas for a non-isolated, non-knockout group are defined as follows: 

• Initialization: 

• For each group element Ei ∈ G (i = 1, … , n): 

Table 141 –  Arguments and results of the group compositing function  

Variable Meaning

The transparency group: a compound object consisting of all 
elements E1, … , En of the group—the n constituent objects’ 
colours, shapes, opacities, and blend modes 

Colour of the group’s backdrop 

Computed colour of the group, which shall be used as the 
source colour when the group is treated as an object 

Computed shape of the group, which shall be used as the 
object shape when the group is treated as an object 

Alpha of the group’s backdrop 

Computed alpha of the group, which shall be used as the 
object alpha when the group is treated as an object 

C f α, ,〈 〉 Composite C0 α0 G, ,( )=

G

C0

C

f

α0

α

fg0
αg0

0.0= =

Csi
fji

αji
, ,〈 〉

Composite Ci 1– αi 1– Ei, ,( )

intrinsic color, shape, and shape opacity×( ) of Ei⎩
⎨
⎧

=
if Ei is a group
otherwise

fsi
fji

fmi
fki

××=

αsi
αji

fmi
qmi

×( ) fki
qki

×( )××=
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11.4.4グループコンポジット計算

注1不透明度は、この関数の引数または結果として明示的に与えられていません。ほとんどすべての計算のではなく、単独で不透明より形状と不透明度（アルファ）の生成物を使用します。したがって、形状およびアルファなく形状および不透明度を直接操作することが通常便利です。必要なときに、不透明度は、関連形状によってアルファを分割することによって計算することができます。

それが今度はこのサブ節で定義された式に従ってグループの背景と合成されて単一のオブジェクトが、あたかもグループ合成機能を適用した結果は、その後、処理されなければなりません。これらの式において、グループ合成機能により算出された色、形状、及びアルファ（C、F、及びα）は、ソース色Csと、オブジェクト形状FJ、及びオブジェクトアルファαJとして、それぞれ使用されなければなりません。

次のように非絶縁型、非ノックアウトグループの式を合成グループが定義されます。

•各グループエレメントEi∈G（I 1 =、...、N）の場合：

変数意味

透明基：すべての要素E1、...、グループNのエン構成オブジェクトの色、形状、不透明度、およびブレンドモードから成る化合物オブジェクト

グループはオブジェクトとして扱われているときに、ソース色として使用されなければならないグループの計算された色

グループがオブジェクトとして扱われる場合、オブジェクトの形状として使用されなければならないグループの計算された形状

グループがオブジェクトとして扱われるときにオブジェクトアルファとして使用しなければならないグループの計算されたアルファ

CαF、<>複合C0α0G、（）=

G

C0

C

F

α0

α

fg0αg00.0= =

CSI fjiαji、<>複合CI1-αi1-EI、（）

Eiがグループである場合Ei⎩⎨⎧の固有の色、形状、および形状の不透明度は、×（）=

さもないと

FSI fji FMI全経連××=

αsiαjifmiQMI×（）FKI QKI×（）××=
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• Result: 

where the variables have the meanings shown in Table 142 (in addition to those in Table 141). 

For an element Ei that is an elementary object, the colour, shape, and alpha values , , and  are intrinsic 

attributes of the object. For an element that is a group, the group compositing function shall be applied 
recursively to the subgroup and the resulting C, f, and α values shall be used for its , , and  in the 

calculations for the parent group. 

Table 142 –  Variables used in the group compositing formulas  

Variable Meaning

Element i of the group: a compound variable representing the 
element’s colour, shape, opacity, and blend mode 

Source shape for element Ei 

Object shape for element Ei 

Mask shape for element Ei 

Constant shape for element Ei 

Group shape: the accumulated source shapes of group 
elements E1 to Ei  , excluding the initial backdrop 

Mask opacity for element Ei   

Constant opacity for element Ei 

Source alpha for element Ei 

Object alpha for element Ei  : the product of its object shape 
and object opacity 

fgi
Union fgi 1–

fsi
,( )=

αgi
Union αgi 1–

αsi
,( )=

αi Union α0 αgi
,( )=

Ci 1
αsi
αi
-------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Ci 1–×
αsi
αi
------- 1 αi 1––( ) Csi

× αi 1– Bi Ci 1– Csi
,( )×+( )×+=

C Cn Cn C0–( )
α0
αgn

-------- α0–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

×+=

f fgn
=

α αgn
=

Csi
fji

αji

Csi
fji

αji

Ei

fsi

fji

fmi

fki

fgi

qmi

qki

αsi

αji
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基本オブジェクト、色、形状、およびアルファ値を、であり、真性であるエレメントEiのため

オブジェクトの属性。基である要素については、関数を合成するグループ、サブグループ、得られたC、Fに再帰的に適用されるもの、及びαの値はで、そのために使用される、としなければなりません

変数意味

要素グループのI：化合物要素の色を表す変数、形状、不透明度、およびブレンドモード

グループの形状：Eiのにグループ要素E1の蓄積源形状、初期背景を除きます

FGI連合fgi1-FSI、（）=

αgiUnionαgi1-αsi、（）=

αiUnionα0αgi、（）=

CI1αsiαi--------⎝⎠⎜⎟⎛⎞Ci1-×αsiαi-------1αi1 - （）はCSi×αi1-Bi系CI1的CSI、（）×+（）×+ =

C CnとCnのCO  - （）α0αgn--------α0-⎝⎠⎜⎟⎛⎞×+ =

FGN = F

ααgn=

CSIfjiαji

CSIfjiαji

EI

FSI

fji

FMI

全経連

FGI

QMI

QKI

αsi

αji
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NOTE 2 The elements of a group are composited onto a backdrop that includes the group’s initial backdrop. This is 
done to achieve the correct effects of the blend modes, most of which are dependent on both the backdrop and 
source colours being blended. This feature is what distinguishes non-isolated groups from isolated groups, 
discussed in the next sub-clause.

NOTE 3 Special attention should be directed to the formulas at the end that compute the final results C, f, and α, of the 
group compositing function. Essentially, these formulas remove the contribution of the group backdrop from 
the computed results. This ensures that when the group is subsequently composited with that backdrop 
(possibly with additional shape or opacity inputs or a different blend mode), the backdrop’s contribution is 
included only once.  
 
For colour, the backdrop removal is accomplished by an explicit calculation, whose effect is essentially the 
reverse of compositing with the Normal blend mode. The formula is a simplification of the following formulas, 
which present this operation more intuitively:  
 

 

 
where  is the backdrop fraction, the relative contribution of the backdrop colour to the overall colour. 

NOTE 4 For shape and alpha, backdrop removal is accomplished by maintaining two sets of variables to hold the 
accumulated values. There is never any need to compute the corresponding complete shape, fi , that includes 
the backdrop contribution. 

The group shape and alpha,  and , shall accumulate only the shape and alpha of the group elements, 

excluding the group backdrop. Their final values shall become the group results returned by the group 
compositing function. The complete alpha, αi , includes the backdrop contribution as well; its value is used in 
the colour compositing computations. 

NOTE 5 As a result of these corrections, the effect of compositing objects as a group is the same as that of compositing 
them separately (without grouping) if the following conditions hold:  
 
The group is non-isolated and has the same knockout attribute as its parent group (see 11.4.5, "Isolated 
Groups," and “Knockout Groups”).  
 
When compositing the group’s results with the group backdrop, the Normal blend mode is used, and the 
shape and opacity inputs are always 1.0. 

Group alpha: the accumulated source alphas of group 
elements E1 to Ei, excluding the initial backdrop 

Accumulated alpha after compositing element Ei , including 
the initial backdrop 

Source colour for element Ei 

Accumulated colour after compositing element Ei , including 
the initial backdrop 

Blend function for element Ei 

Table 142 –  Variables used in the group compositing formulas  (continued)

Variable Meaning

αgi

αi

Csi

Ci

Bi Ci 1– Csi
,( )

φb

1 αgn
–( ) α0×

Union α0 αgn
,( )

--------------------------------------=

C
Cn φb C0×–

1 φb–
-------------------------------=

φb

fgi
αgi
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グループの注2の要素は、グループの最初の背景を含んでいる背景上に合成されています。これは、ブレンドされた背景と元の色の両方に依存しているほとんどがブレンドモードの正しい効果を達成するために行われます。この機能は、次の副節で説明した、単離されたグループから非絶縁グループを区別するものです。

NOTE 3Specialの注意がグループ合成関数の、C、F、およびα、最終結果を計算終了時の式に向けられるべきです。基本的に、これらの式は、計算された結果からグループの背景の寄与を取り除きます。グループはその後（おそらく追加の形状又は不透明入力または異なるブレンドモードで）その背景と合成されている場合、背景の貢献を一度だけ含まれていることを、この保証します。色のために、背景の除去は、その効果が実質的に正常なブレンドモードと合成と逆の明示的な計算によって達成されます。式は、より直感的にこの操作を提示し、以下の式、の単純化です。

 ここで、背景画分、全体的な色の背景色の相対的な寄与です。

形状及びアルファ注記4は、背景除去は累積値を保持する変数の二組を維持することによって達成されます。背景の寄与を含んで対応する完全な形状、Fiを提供して、計算する必要はあり決してありません。

グループの形状およびアルファ、および、グループ要素の形状のみとアルファを蓄積しなければなりません、

グループの背景を除きます。彼らの最終的な値は、グループの合成関数によって返されたグループの結果になるものとします。完全なアルファ、αiを、同様に背景の寄与を含みます。その値は、色合成計算に使用されます。

次の条件が成立した場合にこれらの修正の結果として、グループとしてオブジェクトを合成の効果は（グループ化することなく）別々に合成と同様である注5：基が非絶縁であり、その同じノックアウト属性を持ちます親グループ（11.4.5、「単離されたグループ、」と「ノックアウトグループ」を参照してください）。グループの背景を持つグループの結果を合成すると、通常のブレンドモードが使用され、形状や不透明度の入力は常に1.0です。

グループアルファ：Eiのにグループ要素E1の累積ソースアルファ、初期背景を除きます

蓄積されたアルファ初期背景を含む、エレメントEiを合成した後

蓄積された色最初の背景を含む、エレメントEiを合成した後

表142  - 式を合成するグループで使用される変数（続き）

変数意味

αgi

αiを

CSI

CI

バイCI1的CSI、（）

φb1αgn-（）α0×

連合α0αgn、（）-------------------------------------- =

CCnφbC0× - 

1φb-------------------------------- =

φB

fgiαgi
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11.4.5 Isolated Groups

An isolated group is one whose elements shall be composited onto a fully transparent initial backdrop rather 
than onto the group’s backdrop. The resulting source colour, object shape, and object alpha for the group shall 
be therefore independent of the group backdrop. The only interaction with the group backdrop shall occur when 
the group’s computed colour, shape, and alpha are composited with it. 

In particular, the special effects produced by the blend modes of objects within the group take into account only 
the intrinsic colours and opacities of those objects; they shall not be influenced by the group’s backdrop. 

EXAMPLE Applying the Multiply blend mode to an object in the group produces a darkening effect on other objects 
lower in the group’s stack but not on the group’s backdrop.  
 
Figure L.17 in Annex L illustrates this effect for a group consisting of four overlapping circles in a light gray 
colour (C = M = Y = 0.0; K = 0.15). The circles are painted within the group with opacity 1.0 in the 
Multiply blend mode; the group itself is painted against its backdrop in Normal blend mode. In the top 
row, the group is isolated and thus does not interact with the rainbow backdrop. In the bottom row, the 
group is non-isolated and composites with the backdrop. The figure also illustrates the difference between 
knockout and non-knockout groups (see “Knockout Groups”). 

NOTE 1 Conceptually, the effect of an isolated group could be represented by a simple object that directly specifies a 
colour, shape, and opacity at each point. This flattening of an isolated group is sometimes useful for importing 
and exporting fully composited artwork in applications. Furthermore, a group that specifies an explicit blending 
colour space shall be an isolated group. 

For an isolated group, the group compositing formulas shall be altered by adding one statement to the 
initialization: 

That is, the initial backdrop on which the elements of the group are composited shall be transparent rather than 
inherited from the group’s backdrop. 

NOTE 2 This substitution also makes C0 undefined, but the normal compositing formulas take care of that. Also, the 
result computation for C automatically simplifies to C = Cn , since there is no backdrop contribution to be 
factored out. 

11.4.6 Knockout Groups

In a knockout group, each individual element shall be composited with the group’s initial backdrop rather than 
with the stack of preceding elements in the group. When objects have binary shapes (1.0 for inside, 0.0 for 
outside), each object shall overwrite (knocks out) the effects of any earlier elements it overlaps within the same 
group. At any given point, only the topmost object enclosing the point shall contribute to the result colour and 
opacity of the group as a whole. 

EXAMPLE Figure L.17 in Annex L about 11.4.5, "Isolated Groups," illustrates the difference between knockout and 
non-knockout groups. In the left column, the four overlapping circles are defined as a knockout group and 
therefore do not composite with each other within the group. In the right column, the circles form a non-
knockout group and thus do composite with each other. In each column, the upper and lower figures 
depict an isolated and a non-isolated group, respectively. 

NOTE 1 This model is similar to the opaque imaging model, except that the “topmost object wins” rule applies to both 
the colour and the opacity. Knockout groups are useful in composing a piece of artwork from a collection of 
overlapping objects, where the topmost object in any overlap completely obscures those beneath. At the same 
time, the topmost object interacts with the group’s initial backdrop in the usual way, with its opacity and blend 
mode applied as appropriate. 

The concept of knockout is generalized to accommodate fractional shape values. In that case, the immediate 
backdrop shall be only partially knocked out and shall be replaced by only a fraction of the result of compositing 
the object with the initial backdrop. 

α0 0.0= if the group is isolated
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11.4.5分離されたグループ

分離されたグループは、その要素が完全に透明な背景初期にではなく、グループの背景上に合成されなければならないものです。グループのための得られたソースカラー、オブジェクトの形状、及び物体のアルファグループの背景とは無関係でなければなりません。グループの計算された色、形状、及びアルファがそれに合成されたときに、グループ背景にのみ相互作用が発生しなければなりません。

具体的には、特殊効果を考慮にグループテイク内のオブジェクトのみ固有色とこれらのオブジェクトの不透明度のブレンドモードによって生成されます。彼らは、グループの背景の影響を受けてはなりません。

グループ内のオブジェクトに乗算ブレンドモードを適用する例は、他のオブジェクトがグループのスタックではなく、グループの背景に下げに減光効果を発揮します。付属書Lにおける図L.17はライトグレー色の4つの重複の円からなるグループは、この効果を示す（C = M = Y = 0.0; = 0.15 K）。円は乗算ブレンドモードでの不透明度1.0でグループ内で描かれています。グループ自体は通常のブレンドモードではその背景に描かれています。上部の行のグループが分離されているので、虹の背景と相互作用しません。一番下の行では、グループは、非絶縁であり、背景と合成します。図はまた、ノックアウト非ノックアウトグループ間の差を示す（「ノックアウトグループ」を参照）。

NOTE 1Conceptually、単離された群の効果は、直接各点の色、形状、および不透明度を指定するという単純なオブジェクトによって表されることができます。単離された群のこの平坦化は、アプリケーションで完全に合成アートワークをインポートおよびエクスポートのために時々有用です。さらに、明示的な混合色空間を指定するグループは、単離されたグループでなければなりません。

単離されたグループのために、式を合成グループは、初期化、1つのステートメントを追加することによって変更されなければなりません。

つまり、グループの要素が合成されている初期の背景は透明ではなく、グループの背景から継承されたものでなければなりません。

注2この置換はまた、C0は未定義になりますが、通常の合成式は、の世話をします。アウト因数分解すべき背景の寄与がないためにも、Cに対する結果の計算は自動的に、C = CNに簡素化されます。

11.4.6ノックアウトグループ

ノックアウトグループにおいて、個々の要素は、グループの最初の背景ではなく、グループ内の要素の前のスタックと合成しなければなりません。オブジェクトはバイナリ形状（外用内側1.0、0.0）を有する場合、各オブジェクトは、（ノックアウト）は、同じグループ内重なる以前の要素の影響を上書きしなければなりません。任意の所与の時点で、ポイントを囲むだけ最上位オブジェクトは、グループ全体の結果の色と不透明度に寄与しなければなりません。

11.4.5約付属書Lに例図L.17は、「単離されたグループは、」ノックアウト非ノックアウト群間の差を示します。左側の列には、4つの重複する円をノックアウト基として定義され、グループ内で互いに複合しないゆえ。右の列に、円は非ノックアウト基を形成し、したがって、互いに複合行います。各列において、上側及び下側の図は、単離し、それぞれ、非絶縁基、示します。

注1このモデルは、「最上位のオブジェクトの勝利」ルールは、色と不透明度の両方に適用されることを除いて、不透明なイメージングモデルに似ています。ノックアウト基は、任意のオーバーラップの最上位のオブジェクトが完全に下にそれら不明瞭重複オブジェクトのコレクションからアートワークの一部を構成するのに有用です。同時に、その不透明度とブレンドモードと通常の方法で、グループの最初の背景に最上位のオブジェクトの相互作用は、必要に応じて適用されます。

ノックアウトの概念は、端数形状値に対応するために一般化されます。その場合には、即時の背景は、部分的にのみノックアウトされなければならないと初期背景とオブジェクトを合成した結果の一部のみに置き換えなければなりません。

α00.0=基が単離されている場合
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The restated group compositing formulas deal with knockout groups by introducing a new variable, b, which is 
a subscript that specifies which previous result to use as the backdrop in the compositing computations: 0 in a 
knockout group or i − 1 in a non-knockout group. When b = i − 1, the formulas simplify to the ones given in 
11.4.4, "Group Compositing Computations." 

In the general case, the computation shall proceed in two stages: 

a) Composite the source object with the group’s initial backdrop, disregarding the object’s shape and using a 
source shape value of 1.0 everywhere. This produces unnormalized temporary alpha and colour results, αt
and Ct . 

NOTE 2 For colour, this computation is essentially the same as the unsimplified colour compositing formula given in 
11.3.6, "Interpretation of Alpha," but using a source shape of 1.0. 

b) Compute a weighted average of this result with the object’s immediate backdrop, using the source shape 
as the weighting factor. Then normalize the result colour by the result alpha: 

This averaging computation shall be performed for both colour and alpha. 

NOTE 3 The preceding formulas show this averaging directly. The formulas in 11.4.8, "Summary of Group Compositing 
Computations," are slightly altered to use source shape and alpha rather than source shape and opacity, 
avoiding the need to compute a source opacity value explicitly. 

NOTE 4 Ct in Group Compositing Computations is slightly different from the preceding Ct: it is premultiplied by .

NOTE 5 The extreme values of the source shape produce the straightforward knockout effect. That is, a shape value of 
1.0 (inside) yields the colour and opacity that result from compositing the object with the initial backdrop. A 
shape value of 0.0 (outside) leaves the previous group results unchanged. 

The existence of the knockout feature is the main reason for maintaining a separate shape value rather than 
only a single alpha that combines shape and opacity. The separate shape value shall be computed in any 
group that is subsequently used as an element of a knockout group. 

A knockout group may be isolated or non-isolated; that is, isolated and knockout are independent attributes. A 
non-isolated knockout group composites its topmost enclosing element with the group’s backdrop. An isolated 
knockout group composites the element with a transparent backdrop. 

NOTE 6 When a non-isolated group is nested within a knockout group, the initial backdrop of the inner group is the 
same as that of the outer group; it is not the immediate backdrop of the inner group. This behaviour, although 
perhaps unexpected, is a consequence of the group compositing formulas when b = 0. 

αt Union αgb
qsi

,( )=

Ct 1 qsi
–( ) αb Cb×× qsi

1 αb–( ) Csi
× αb Bi Cb Csi

,( )×+( )×+=

αgi
1 fsi

–( ) αgi 1–
× fsi

αt×+=

αi Union α0 αgi
,( )=

Ci

1 fsi
–( ) αi 1– Ci 1–×× fsi

Ct×+

αi
------------------------------------------------------------------------------------=

fsi
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式を合成修正後群は添え字であり、新しい変数、Bを導入することによってノックアウト基を扱うことを指定した合成演算に背景として使用する前の結果：0ノックアウト基又はIで -  1非ノックアウトでグループ。ときB = I  -  1、式は11.4.4、で与えられたものに簡素化する「グループコンポジット計算。」

一般的なケースでは、計算は2つの段階で進行しなければなりません。

A）複合グループの初期の背景にソースオブジェクト、オブジェクトの形状を無視し、どこでも1.0のソース形状値を使用。これは、正規化されていない一時的なアルファとの色の結果、αtandのCtを生成します。

注記2色の場合、この計算は、本質的にunsimplified色合成11.3.6に示す式、「アルファの解釈、」しかし、1.0のソース形状を使用するのと同じです。

B）を計算重み係数としてソース形状を使用して、オブジェクトの直接の背景に、この結果の加重平均、。その結果アルファによって結果の色を正規化します。

注3上記式は、直接この平均を示しています。 11.4.8での式は、「グループコンポジット計算の概要は、」少し明示的にソースの不透明度の値を計算する必要がなくなり、使用光源形状とアルファではなく、元の形状と不透明度に変更されています。

グループコンポジット計算でNOTE 4Ctは、前のCt若干異なっている：それはによってあらかじめ乗算されます。

光源形状のNOTE 5Theの極端な値は単純ノックアウト効果を生み出します。すなわち、1.0（内部）の形状値は、初期背景とオブジェクトを合成から色及び不透明度という結果をもたらします。 0.0（外側）の形状値は不変の前のグループの結果を残します。

ノックアウト基は、単離または非単離してもよいです。それは、単離され、独立した属性であるノックアウトされます。非絶縁ノックアウトグループは、グループの背景との最上封入要素を合成します。単離されたノックアウト基は、透明な背景を持つ要素を合成します。

非絶縁基がノックアウトグループ内にネストされている注6は、内側グループの初期の背景は、外側グループのものと同じです。それは、内側グループの直接の背景ではありません。この現象は、おそらく予想外が、式B = 0を合成基の結果です。

αtUnionαgbQSI、（）=

CT1 qsi-（）αbCb××QSI1αb-（）はCSi×αbBiCbとはCSi（）×+（）×+ =

αgi1fsi-（）αgi1-×fsiαt×+ =

αiUnionα0αgi、（）=

CI

1 fsi-（）αi1-Ci1-××FSIのCt×+

αiを------------------------------------------------- ----------------------------------- =

FSI
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11.4.7 Page Group

All of the elements painted directly onto a page—both top-level groups and top-level objects that are not part of 
any group—shall be treated as if they were contained in a transparency group P, which in turn is composited 
with a context-dependent backdrop. This group is called the page group. 

The page group shall be treated in one of two distinctly different ways: 

• Ordinarily, the page shall be imposed directly on an output medium, such as paper or a display screen. The 
page group shall be treated as an isolated group, whose results shall then be composited with a backdrop 
colour appropriate for the medium. The backdrop is nominally white, although varying according to the 
actual properties of the medium. However, some conforming readers may choose to provide a different 
backdrop, such as a checker board or grid to aid in visualizing the effects of transparency in the artwork. 

• A “page” of a PDF file may be treated as a graphics object to be used as an element of a page of some 
other document. 

EXAMPLE This case arises, for example, when placing a PDF file containing a piece of artwork produced by a 
drawing program into a page layout produced by a layout program. In this situation, the PDF “page” is not 
composited with the media colour; instead, it is treated as an ordinary transparency group, which can be 
either isolated or non-isolated and is composited with its backdrop in the normal way. 

The remainder of this sub-clause pertains only to the first use of the page group, where it is to be imposed 
directly on the medium. 

The colour C of the page at a given point shall be defined by a simplification of the general group compositing 
formula: 

where the variables have the meanings shown in Table 143. The first formula computes the colour and alpha 
for the group given a transparent backdrop—in effect, treating P as an isolated group. The second formula 
composites the results with the context-dependent backdrop (using the equivalent of the Normal blend mode). 

Table 143 –  Variables used in the page group compositing formulas  

Variable Meaning

The page group, consisting of all elements E1, … , En in the 
page’s top-level stack 

Computed colour of the page group 

Computed shape of the page group 

Computed alpha of the page group 

Computed colour of the page 

Initial colour of the page (nominally white but may vary 
depending on the properties of the medium or the needs of 
the application) 

An undefined colour (which is not used, since the α0
argument of Composite is 0) 

Cg fg αg, ,〈 〉 Composite U· 0 P, ,( )=

C 1 αg–( ) W× αg Cg×+=

P

Cg

fg

αg

C

W

U
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11.4.7ページ・グループ

すべての要素は、それらが順番に文脈と合成された透明性基Pに含まれているかのように扱われる任意-なければならないグループに属していないページの両方の最上位のグループとトップレベルのオブジェクトに直接塗ら依存性を背景。このグループは、ページ・グループと呼ばれています。

•通常、ページは、紙や表示画面として、出力媒体上に直接課さなければなりません。ページ・グループは、その結果、その後培地の背景色適切と合成しなければならない、単離された集団として扱われなければなりません。媒体の実際の特性に応じて変化させることが背景には、名目上は白です。しかし、いくつかの適合読者はアートワークの透明性の効果を視覚化を助けるためにそのようなチェッカーボードまたはグリッドとして、異なる背景を提供するために選択することができます。

実施例レイアウトプログラムによって生成されたページレイアウトに描画プログラムによって生成されたアートワークの一部を含むPDFファイルを配置すると、この場合は、例えば、発生します。このような状況では、PDF「ページは、」メディアの色と合成されていません。代わりに、それは、単離された又は非単離し、通常の方法でその背景と合成されることができるいずれかの通常の透明基として扱われます。

このサブ節の残りの部分は、それが媒体上に直接課されるべきページグループの最初の使用にも関します。

変数は、表143に示した意味を有する場合に第一式は、単離された集団のような透明な背景イン効果、治療P所与のグループのための色とアルファを計算します。第二式は、コンテキスト依存の背景（通常ブレンドモードに相当するものを使用）を用いた結果を合成します。

変数意味

すべての要素からなるページ・グループ、E1、...、ページの最上位スタック内のエン

未定義の色（複合のα0argumentが0であるので、使用されていません）

CG FGαG、<>複合U・P 0、（）=

C1αg-（）W×αgCg×+ =

P

CG

FG

αG

C

W

U
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If not otherwise specified, the page group’s colour space shall be inherited from the native colour space of the 
output device—that is, a device colour space, such as DeviceRGB or DeviceCMYK. An explicit colour space 
should be specified, particularly a CIE-based space, to ensure more predictable results of the compositing 
computations within the page group. In this case, all page-level compositing shall be done in the specified 
colour space, and the entire result shall then be converted to the native colour space of the output device 
before being composited with the context-dependent backdrop. 

NOTE This case also arises when the page is not actually being rendered but is converted to a flattened 
representation in an opaque imaging model, such as PostScript. 

11.4.8 Summary of Group Compositing Computations

This sub-clause is a restatement of the group compositing formulas that also takes isolated groups and 
knockout groups into account. See Tables 141 and 142 in 11.4.4, "Group Compositing Computations," for the 
meanings of the variables. 

Initialization: 

For each group element Ei ∈ G (i = 1, … , n): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C f α, ,〈 〉 Composite C0 α0 G, ,( )=

fg0
αg0

0= =

α0 0 if the group is isolated=

b
0

i 1–⎩
⎨
⎧

=
if the group is knockout
otherwise

Csi
fji

αji
, ,〈 〉

Composite Cb αb Ei, ,( )

intrinsic color, shape, and shape opacity×( ) of Ei⎩
⎨
⎧

=
if Ei is a group
otherwise

fsi
fji

fmi
fki

××=

αsi
αji

fmi
qmi

×( ) fki
qki

×( )××=

fgi
Union fgi 1–

fsi
,( )=

αgi
1 fsi

–( ) αgi 1–
× fsi

αsi
–( ) αgb

× αs+ +=

αi Union α0 αgi
,( )=

Ct fsi
αsi

–( ) αb Cb×× αsi
1 αb–( ) Csi

× αb Bi Cb Csi
,( )×+(×+=

Ci

1 fsi
–( ) αi 1– Ci 1–×× Ct+

αi
-------------------------------------------------------------------------=
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特に指定がない場合は、ページ・グループの色空間が出力デバイス、などDeviceRGBでまたはDeviceCMYKなどのデバイス色空間、あるのネイティブ色空間から継承されなければなりません。明示的な色空間は、ページ・グループ内の合成計算のより予測可能な結果を確実にするために、特に、CIEベースの空間を指定しなければなりません。この場合、全てのページレベルの合成は、指定された色空間で行われなければならない、そして全体の結果は、コンテキスト依存の背景と合成される前に、出力デバイスの固有の色空間に変換しなければなりません。

なお、この場合も、ページが実際にレンダリングされていない場合に生じるが、PostScriptなどの不透明なイメージングモデルに扁平表現に変換されます。

グループコンポジット計算の概要11.4.8

このサブ句も考慮に単離し基およびノックアウトグループを取り式を合成する基の言い換えです。変数の意味については、「グループコンポジット計算」11.4.4、内のテーブル141及び142を参照してください。

各グループエレメントEi∈G（I 1 =、...、N）の場合：

CαF、<>複合C0α0G、（）=

fg0αg00= =

α00基が単離されている場合=

B0

I 1-⎩⎨⎧=基はノックアウトである場合

さもないと

CSI fjiαji、<>複合CbのαBEI、（）

Eiがグループである場合Ei⎩⎨⎧の固有の色、形状、および形状の不透明度は、×（）=

さもないと

FSI fji FMI全経連××=

αsiαjifmiQMI×（）FKI QKI×（）××=

FGI連合fgi1-FSI、（）=

αgi1fsi-（）αgi1-×fsiαsi-（）αgb×αS+ + =

αiUnionα0αgi、（）=

CTfsiαsi-（）αbCb××αsi1αb-（）はCSi×αbBiCbとはCSi（）×+（×+ =

CI

1 fsi-（）αi1-Ci1-××のCt +

αiを------------------------------------------------- ------------------------ =
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Result: 

NOTE Once again, keep in mind that these formulas are in their most general form. They can be significantly 
simplified when some sources of shape and opacity are not present or when shape and opacity need not be 
maintained separately. Furthermore, in each specific type of group (isolated or not, knockout or not), some 
terms of these formulas cancel or drop out. An efficient implementation should use the simplified derived 
formulas. 

11.5 Soft Masks

11.5.1 General

As stated in earlier sub-clauses, the shape and opacity values used in compositing an object may include 
components called the mask shape (fm) and mask opacity (qm), which may be supplied in a PDF file from a 
source independent of the object. Such an independent source, called a soft mask, defines values that may 
vary across different points on the page. 

NOTE 1 The word soft emphasizes that the mask value at a given point is not limited to just 0.0 or 1.0 but can take on 
intermediate fractional values as well. Such a mask is typically the only means of providing position-dependent 
opacity values, since elementary objects do not have intrinsic opacity of their own. 

NOTE 2 A mask used as a source of shape values is also called a soft clip, by analogy with the “hard” clipping path of 
the opaque imaging model (see Section 8.5.4). The soft clip is a generalization of the hard clip: a hard clip can 
be represented as a soft clip having shape values of 1.0 inside and 0.0 outside the clipping path. Everywhere 
inside a hard clipping path, the source object’s colour replaces the backdrop; everywhere outside, the 
backdrop shows through unchanged. With a soft clip, by contrast, a gradual transition can be created between 
an object and its backdrop, as in a vignette. 

A mask may be defined by creating a transparency group and painting objects into it, thereby defining colour, 
shape, and opacity in the usual way. The resulting group may then be used to derive the mask in either of two 
ways, as described in the following sub-clauses. 

11.5.2 Deriving a Soft Mask from Group Alpha

In the first method of defining a soft mask, the colour, shape, and opacity of a transparency group G shall be 
first computed by the usual formula 

where C0 and α0 represent an arbitrary backdrop whose value does not contribute to the eventual result. The 
C, f, and α results shall be the group’s colour, shape, and alpha, respectively, with the backdrop factored out. 

The mask value at each point shall then be derived from the alpha of the group. The alpha value shall be 
passed through a separately specified transfer function, allowing the masking effect to be customized. 

NOTE Since the group’s colour is not used in this case, there is no need to compute it.

C Cn Cn C0–( )
α0
αgn

-------- α0–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

×+=

f fgn
=

α αgn
=

C f α, ,〈 〉 Composite C0 α0 G, ,( )=
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NOTEもう一度、これらの式は、最も一般的な形態であることに注意してください。形状および不透明度のいくつかのソースが存在するか、または形状および不透明必要が別々に維持されていない場合でないときには、大幅に簡略化することができます。さらに、各特定のグループの種類（単離されたか、またはノックアウトではない）で、これらの式のいくつかの用語は、キャンセル又はドロップアウト。効率的な実装を簡素化する派生数式を使用する必要があります。

11.5ソフトマスク

11.5.1一般的な

以前のサブ節で述べたように、形状および不透明度の値は、マスク形状（FM）と呼ばれる構成要素およびオブジェクトのソース独立からPDFファイルで供給することができるマスクの不透明度（QM）を含むことができるオブジェクトを合成に使用されます。そのような独立したソースは、ソフトマスクと呼ばれ、ページ上の異なる点を横切って変化しうる値を定義します。

注記1ワードソフトは、所与の時点でマスク値がわずか0.0または1.0に限定されるものではなく、同様の中間小数値をとることができることを強調しています。このようなマスクは、通常、基本オブジェクトが自分の本来の不透明度を持っていないので、位置依存の不透明度の値を提供する唯一の手段です。

形状値のソースとして使用注記2Aマスクはまた、不透明イメージングモデルの「ハード」クリッピングパスとの類推により、ソフトクリップと呼ばれる（セクション8.5.4参照）。ソフトクリップは、ハードクリップの一般化である：ハードクリップは、クリッピングパス外部1.0内側と0.0の形状値を有するソフトクリップとして表すことができます。どこでもハードクリッピングパスの内側に、ソースオブジェクトの色は、背景を置き換えます。どこにでも外で、そのまま通じ背景ショー。ソフトクリップで、対照的に、漸進的な遷移がビネットのように、オブジェクトとその背景の間に作成することができます。

マスクは、それによって通常の方法でカラー、形状、および不透明度を画定する、透明グループを作成し、その中にオブジェクトを描くことによって定義することができます。以下のサブ節で説明したように、得られた基は、次いで、2つの方法のいずれかでマスクを導出するために使用されてもよいです。

グループアルファからソフトマスクを導出11.5.2

ソフトマスクを定義する第1の方法では、透明基Gの色、形状、および不透明度は最初通常の式によって計算されなければなりません

ここでC0とその値の最終的な結果に寄与しない任意の背景を表すα0。背景が出因数分解でC、F、およびα結果は、それぞれのグループの色、形状、及びアルファ、でなければなりません。

各点におけるマスク値は、グループのアルファから誘導されなければなりません。アルファ値は、マスキング効果をカスタマイズすることができるように、別々に指定した伝達関数を通過しなければなりません。

グループの色はこの場合に使用されていませんので、それを計算する必要はありません。

C CnとCnのCO  - （）α0αgn--------α0-⎝⎠⎜⎟⎛⎞×+ =

FGN = F

ααgn=

CαF、<>複合C0α0G、（）=
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11.5.3 Deriving a Soft Mask from Group Luminosity

The second method of deriving a soft mask from a transparency group shall begin by compositing the group 
with a fully opaque backdrop of a specified colour. The mask value at any given point shall then be defined to 
be the luminosity of the resulting colour. 

NOTE 1 This allows the mask to be derived from the shape and colour of an arbitrary piece of artwork drawn with 
ordinary painting operators. 

The colour C used to create the mask from a group G shall be defined by 

where C0 is the selected backdrop colour. 

G may be any kind of group—isolated or not, knockout or not—producing various effects on the C result in 
each case. The colour C shall then be converted to luminosity in one of the following ways, depending on the 
group’s colour space: 

• For CIE-based spaces, convert to the CIE 1931 XYZ space and use the Y component as the luminosity. 
This produces a colourimetrically correct luminosity. 

NOTE 2 In the case of a PDF CalRGB space, the formula is  
 

 

 
using components of the Gamma and Matrix entries of the colour space dictionary (see Table 64 in “CIE-
Based Colour Spaces”). An analogous computation applies to other CIE-based colour spaces. 

• For device colour spaces, convert the colour to DeviceGray by implementation-defined means and use 
the resulting gray value as the luminosity, with no compensation for gamma or other colour calibration. 

NOTE 3 This method makes no pretence of colourimetric correctness; it merely provides a numerically simple means to 
produce continuous-tone mask values. The following are formulas for converting from DeviceRGB and 
DeviceCMYK, respectively:  
 

Following this conversion, the result shall be passed through a separately specified transfer function, allowing 
the masking effect to be customized. 

NOTE 4 The backdrop colour most likely to be useful is black, which causes any areas outside the group’s shape to 
have zero luminosity values in the resulting mask. If the contents of the group are viewed as a positive mask, 
this produces the results that would be expected with respect to points outside the shape. 

Cg fg αg, ,〈 〉 Composite C0
· 1 G, ,( )=

C 1 αg–( ) C0× αg Cg×+=

Y YA A
GR× YB B

GG× YC C
G

×+ +=

Y 0.30 R× 0.59 G× 0.11 B×+ +=

Y 0.30 1 C–( )× 1 K–( )×=

 0.59 1 M–( )× 1 K–( )×+

 0.11 1 Y–( )× 1 K–( )×+
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グループ光度からソフトマスクを導出11.5.3

Gは、ノックアウトまたは、それぞれの場合にCの結果に様々な効果を産生しない、グループ単離またはしない任意の種類であってもよいです。カラーCは、グループの色空間に応じて、次のいずれかの方法で輝度に変換されなければなりません。

•CIEベースの空間、CIE 1931 XYZ空間へ変換するため、および輝度としてY成分を使用します。これは、比色正しい光度を生成します。

PDF CalRGBスペースの場合NOTE 2、式は

•デバイスの色空間の場合、実装定義によってDeviceGrayに色を変換し、ガンマまたは他のカラーキャリブレーションのための補償なしで、明度として得られた灰色の値を使用します。

注3この方法は、比色正しさのない口実を行いません。それは単に連続階調マスク値を生成するために、数値的に簡単な手段を提供します。以下は、それぞれDeviceRGBでDeviceCMYKと、から変換するための式であります：

この変換の後、結果は、マスキング効果をカスタマイズすることができるように、別々に指定した伝達関数を通過しなければなりません。

注4に有用である可能性が最も高い背景色は、得られるマスクにゼロ輝度値を有するように、グループの形状外の領域を引き起こす、黒です。グループの内容が正マスクとして見た場合、これは形状外の点に対して予想される結果を生成します。

CG FGαG、<>複合C0・1 G、（）=

C1αg-（）C0×αgCg×+ =

Y YA AGR×YB BGG×YC CG×+ + =

Y 0.30 R×0.59 G×0.11×B + + =

Y 0.30 1 C-（）×1 K-（）×=
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11.6 Specifying Transparency in PDF

11.6.1 General

The preceding sub-clauses have presented the transparent imaging model at an abstract level, with little 
mention of its representation in PDF. This sub-clause describes the facilities available for specifying 
transparency in PDF. 

11.6.2 Specifying Source and Backdrop Colours

Single graphics objects, as defined in “Graphics Objects”, shall be treated as elementary objects for 
transparency compositing purposes (subject to special treatment for text objects, as described in “Text 
Knockout”). That is, all of a given object shall be considered to be one element of a transparency stack. 
Portions of an object shall not be composited with one another, even if they are described in a way that would 
seem to cause overlaps (such as a self-intersecting path, combined fill and stroke of a path, or a shading 
pattern containing an overlap or fold-over). An object’s source colour Cs , used in the colour compositing 
formula, shall be specified in the same way as in the opaque imaging model: by means of the current colour in 
the graphics state or the source samples in an image. The backdrop colour Cb shall be the result of previous 
painting operations. 

11.6.3 Specifying Blending Colour Space and Blend Mode

The blending colour space shall be an attribute of the transparency group within which an object is painted; its 
specification is described in 11.6.6, "Transparency Group XObjects." The page as a whole shall also be treated 
as a group, the page group (see “Page Group”), with a colour space attribute of its own. If not otherwise 
specified, the page group’s colour space shall be inherited from the native colour space of the output device. 

The blend mode B (Cb , Cs ) shall be determined by the current blend mode parameter in the graphics state (see 
“Graphics State”), which is specified by the BM entry in a graphics state parameter dictionary (“Graphics State 
Parameter Dictionaries”). Its value shall be either a name object, designating one of the standard blend modes 
listed in Tables 136 and 137 in 11.3.5, "Blend Mode," or an array of such names. In the latter case, the 
application shall use the first blend mode in the array that it recognizes (or Normal if it recognizes none of 
them). 

NOTE New blend modes may be introduced in the future, and conforming readers that do not recognize them should 
have reasonable fallback behavior. 

The current blend mode shall always apply to process colour components; but only sometimes may apply to spot colorants, 
see 11.7.4.2, "Blend Modes and Overprinting," for details. 

11.6.4 Specifying Shape and Opacity

11.6.4.1 General

As discussed under 11.3.7.2, "Source Shape and Opacity," the shape (f) and opacity (q) values used in the 
compositing computation shall come from one or more of the following sources: 

• The intrinsic shape (fj ) and opacity (qj ) of the object being composited 

• A separate shape (fm ) or opacity (qm ) mask independent of the object itself 

• A scalar shape (fk ) or opacity (qk ) constant to be added at every point 

The following sub-clauses describe how each of these shape and opacity sources shall be specified in PDF. 
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PDFで11.6指定の透明性

11.6.1一般的な

前のサブ句は、PDFでの表現の少し言及して、抽象レベルで透明イメージングモデルを提示しています。このサブ句は、PDFの透明性を指定するために利用可能な機能について説明します。

11.6.2指定ソースと背景の色

（「テキストノックアウト」に記載されているように、テキストオブジェクトのための特別な治療による）「グラフィックオブジェクト」で定義されるように単一のグラフィックオブジェクトが、透明性合成目的のための基本オブジェクトとして扱われなければなりません。すなわち、指定されたオブジェクトの全部が透明積層体の一の要素であると考えなければなりません。オブジェクトの部分は、彼らがそのような自己交差パスとして（原因重複ように思われるように記載されている場合であっても、互いに合成フィル、パスのストローク、または重複を含む遮光パターンを組み合わせてはなりませんまたは倍オーバー）。色合成式で使用されるオブジェクトのソースカラーCSが、不透明なイメージングモデルと同様に指定されなければならない：グラフィックス状態の現在の色又は画像ソースサンプルによって。背景色Cbは前の塗装作業の結果でなければなりません。

11.6.3指定ブレンドカラースペースとブレンドモード

ブレンド色空間は、オブジェクトが描かれ、その中の透明基の属性でなければなりません。その仕様は、11.6.6に記載されている「透明性グループXObjects。」全体としてのページは、ページ・グループは、独自のカラースペース属性を使用して、（「ページ・グループ」を参照）、グループとして扱われなければなりません。特に指定がない場合は、ページ・グループの色空間が出力デバイスのネイティブカラースペースから継承されなければなりません。

ブレンドモードB（CB、CS）は、グラフィックス状態パラメータ辞書（「グラフィック状態パラメータ辞書」にBMエントリで指定されたグラフィックス状態の現在のブレンドモードパラメータ（「グラフィック状態」を参照）によって決定されなければなりません）。その値は、11.3.5のテーブル136及び137に記載されている標準的なブレンドモードのいずれかを指定する、名前オブジェクトのいずれかであるか、またはそのような名前の配列「モードを、ブレンド」しなければなりません。 （それはそれらのどれも認識しない場合、または通常）、後者の場合には、アプリケーションは、それが認識する配列の最初のブレンドモードを使用しなければなりません。

NOTE新しいブレンドモードは、将来的に導入され、合理的なフォールバック動作を持っている必要があり、それらを認識していない読者に準拠することができます。

現在のブレンドモードは、常に色成分を処理するために適用しなければなりません。だけ時々詳細については、「モードとオーバープリントを、ブレンド」、11.7.4.2を参照してください、着色剤を発見するために適用される場合があります。

11.6.4指定する形状と不透明度

11.6.4.1一般的な

11.3.7.2下で議論されるように、合成演算に使用される「光源形状と不透明度、」形状（F）と不透明度（Q）の値は、以下のソースの一つ以上から来なければなりません。
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11.6.4.2 Object Shape and Opacity

The shape value fj of an object painted with PDF painting operators shall be defined as follows: 

• For objects defined by a path or a glyph and painted in a uniform colour with a path-painting or text-
showing operator (“Path-Painting Operators”, and “Text-Showing Operators”), the shape shall always be 
1.0 inside and 0.0 outside the path. 

• For images (“Images”), the shape shall be 1.0 inside the image rectangle and 0.0 outside it. This may be 
further modified by an explicit or colour key mask (“Explicit Masking” and “Colour Key Masking”). 

• For image masks (“Stencil Masking”), the shape shall be 1.0 for painted areas and 0.0 for masked areas. 

• For objects painted with a tiling pattern (“Tiling Patterns”) or a shading pattern (“Shading Patterns”), the 
shape shall be further constrained by the objects that define the pattern (see “Patterns and 
Transparency”). 

• For objects painted with the sh operator (“Shading Operator”), the shape shall be 1.0 inside and 0.0 
outside the bounds of the shading’s painting geometry, disregarding the Background entry in the shading 
dictionary (see “Shading Dictionaries”). 

All elementary objects shall have an intrinsic opacity qj of 1.0 everywhere. Any desired opacity less than 1.0 
shall be applied by means of an opacity mask or constant, as described in the following sub-clauses. 

11.6.4.3 Mask Shape and Opacity

At most one mask input—called a soft mask, or alpha mask—shall be provided to any PDF compositing 
operation. The mask may serve as a source of either shape (fm ) or opacity (qm ) values, depending on the 
setting of the alpha source parameter in the graphics state (see “Graphics State”). This is a boolean flag, set 
with the AIS (“alpha is shape”) entry in a graphics state parameter dictionary (“Graphics State Parameter 
Dictionaries”): true if the soft mask contains shape values, false for opacity. 

The soft mask shall be specified in one of the following ways: 

• The current soft mask parameter in the graphics state, set with the SMask entry in a graphics state 
parameter dictionary, contains a soft-mask dictionary (see “Soft-Mask Dictionaries”) defining the contents 
of the mask. The name None may be specified in place of a soft-mask dictionary, denoting the absence of 
a soft mask. In this case, the mask shape or opacity shall be implicitly 1.0 everywhere. 

• An image XObject may contain its own soft-mask image in the form of a subsidiary image XObject in the 
SMask entry of the image dictionary (see “Image Dictionaries”). This mask, if present, shall override any 
explicit or colour key mask specified by the image dictionary’s Mask entry. Either form of mask in the 
image dictionary shall override the current soft mask in the graphics state. 

•  An image XObject that has a JPXDecode filter as its data source may specify an SMaskInData entry, 
indicating that the soft mask is embedded in the data stream (see “JPXDecode Filter”). 

NOTE The current soft mask in the graphics state is intended to be used to clip only a single object at a time (either 
an elementary object or a transparency group). If a soft mask is applied when painting two or more overlapping 
objects, the effect of the mask multiplies with itself in the area of overlap (except in a knockout group), 
producing a result shape or opacity that is probably not what is intended. To apply a soft mask to multiple 
objects, it is usually best to define the objects as a transparency group and apply the mask to the group as a 
whole. These considerations also apply to the current alpha constant (see the next sub-clause). 
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11.6.4.2物体形状と不透明度

•オブジェクトのパスまたはグリフによって定義されると、パス・塗装またはテキストを示す演算子（「パス・絵画演算子」、および「テキスト表示オペレーター」）と均一な色で塗装のために、形状が常に1.0内部のものでなければなりません経路外と0.0。

•画像（「画像」）の場合、形状は画像の矩形の内側1.0と外部0.0でなければなりません。これにより、明示的またはカラーキーマスク（「明示的マスキング」および「カラーキーマスキング」）によって修飾することができます。

•画像マスク（「ステンシルマスク」）のために、形状がマスクされた領域のために描かれた領域のための1.0と0.0でなければなりません。

•タイリングパターン（「タイリングパターン」）または遮光パターン（「シェーディングパターン」）で塗装オブジェクトの場合、形状はさらにパターンを定義するオブジェクトによって制約されなければならない（「パターンと透明度」を参照）。

•SH演算子（「シェーディング演算子」）で塗装オブジェクトの場合、形状はシェーディング辞書の背景エントリを無視し、シェーディングの絵ジオメトリの境界の外側に1.0内側と0.0でなければならない（「シェーディング辞書」を参照してください）。

すべての基本オブジェクトはどこにでも1.0の固有の不透明QJを持たなければなりません。以下のサブ節で説明したように1.0未満の任意の所望の不透明度は、不透明マスクまたは定数の手段によって適用されなければなりません。

11.6.4.3マスク形状と不透明度

最大1つのマスクソフトマスク入力と呼ばれる、またはアルファマスクが、しなければならない任意のPDF合成操作を提供すること。マスク（「グラフィック状態」を参照）、グラフィックス状態のアルファソースパラメータの設定に応じて、いずれかの形状（FM）または不透明（QM）の値のソースとして機能することができます。ソフトマスクは、形状値、不透明度のために偽が含まれている場合はtrue：これは、AISとの組（「アルファ形状である」）グラフィック状態パラメータ辞書（「グラフィック状態パラメータ辞書」）内のエントリを示すブールフラグです。

•グラフィックス状態の現在のソフトマスクパラメータは、グラフィックス状態パラメータ辞書内SMASKエントリとセットは、ソフトマスク辞書を含むマスクの内容を定義する（「ソフトマスク辞書」を参照）。名前なしソフトマスクの不在を示す、ソフトマスクの辞書の代わりに指定することはできません。この場合、マスク形状や不透明度はどこにでも暗黙的に1.0でなければなりません。

•のXObjectは、（「イメージ辞書」を参照してください）画像辞書のSMASKエントリに子会社画像のXObjectの形で、独自のソフトマスク画像が含まれていてもよい画像が。このマスクは、存在する場合、画像辞書のマスクエントリで指定された明示的またはカラーキーマスクを上書きするものとします。画像辞書におけるマスクのいずれかの形態は、グラフィックス状態の現在のソフトマスクを上書きしなければなりません。

•データソースとしてJPXDecodeフィルタを有する画像のXObjectは、ソフトマスク（「JPXDecodeフィルタ」を参照）データストリームに埋め込まれていることを示す、SMaskInDataエントリを指定することができます。

注記グラフィック状態の現在のソフトマスクは、時間（基本オブジェクトまたは透明基のいずれか）にのみ単一のオブジェクトをクリップするために使用されることを意図しています。二つ以上の重複するオブジェクトを描くときにソフトマスクが適用される場合、オーバーラップの領域においてそれ自体とマスク乗算の効果が意図されているものはおそらくない結果状又は不透明度を生成する、（ノックアウト群を除きます）。複数のオブジェクトへのソフトマスクを適用するには、透明性・グループなどのオブジェクトを定義し、グループ全体にマスクを適用することが最善です。これらの考慮事項は、現在のアルファ定数（次のサブ節を参照）に適用されます。
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11.6.4.4 Constant Shape and Opacity

The current alpha constant parameter in the graphics state (see “Graphics State”) shall be two scalar 
values—one for strokes and one for all other painting operations—to be used for the constant shape (fk) or 
constant opacity (qk) component in the colour compositing formulas. 

NOTE 1 This parameter is analogous to the current colour used when painting elementary objects. 

The nonstroking alpha constant shall also be applied when painting a transparency group’s results onto its 
backdrop. 

The stroking and nonstroking alpha constants shall be set, respectively, by the CA and ca entries in a graphics 
state parameter dictionary (see “Graphics State Parameter Dictionaries”). As described previously for the soft 
mask, the alpha source flag in the graphics state shall determine whether the alpha constants are interpreted 
as shape values (true) or opacity values (false). 

NOTE 2 The note at the end of 11.6.4.3, "Mask Shape and Opacity," applies to the current alpha constant parameter as 
well as the current soft mask. 

11.6.5 Specifying Soft Masks

11.6.5.1 General

As noted under 11.6.4.3, "Mask Shape and Opacity," soft masks for use in compositing computations may be 
specified in one of the following ways: 

• As a soft-mask dictionary in the current soft mask parameter of the graphics state; see 11.6.5.2, "Soft-
Mask Dictionaries," for more details.

• As a soft-mask image associated with a sampled image; see 11.6.5.3, "Soft-Mask Images," for more 
details.

• (PDF 1.5) as a mask channel embedded in JPEG2000 encoded data; see “JPXDecode Filter”, and the 
SMaskInData entry of Table 89 for more details.

11.6.5.2 Soft-Mask Dictionaries

The most common way of defining a soft mask is with a soft-mask dictionary specified as the current soft mask 
in the graphics state (see “Graphics State”). Table 144 shows the contents of this type of dictionary. 

The mask values shall be derived from those of a transparency group, using one of the two methods described 
in 11.5.2, "Deriving a Soft Mask from Group Alpha," and 11.5.3, "Deriving a Soft Mask from Group Luminosity."
The group shall be defined by a transparency group XObject (see “Transparency Group XObjects”) designated 
by the G entry in the soft-mask dictionary. The S (subtype) entry shall specify which of the two derivation 
methods to use: 

• If the subtype is Alpha, the transparency group XObject G shall be evaluated to compute a group alpha 
only. The colours of the constituent objects shall be ignored and the colour compositing computations shall 
not be performed. The transfer function TR shall then be applied to the computed group alpha to produce 
the mask values. Outside the bounding box of the transparency group, the mask value shall be the result of 
applying the transfer function to the input value 0.0. 

• If the subtype is Luminosity, the transparency group XObject G shall be composited with a fully opaque 
backdrop whose colour is everywhere defined by the soft-mask dictionary’s BC entry. The computed result 
colour shall then be converted to a single-component luminosity value, and the transfer function TR shall 
be applied to this luminosity to produce the mask values. Outside the transparency group’s bounding box, 
the mask value shall be derived by transforming the BC colour to luminosity and applying the transfer 
function to the result. 
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11.6.4.4一定の形状と不透明度

ストローク及びアルファ定数をnonstrokingは（「グラフィック状態パラメータ辞書」を参照）CAによって、それぞれ設定され、グラフィックス状態パラメータ辞書内のCAエントリされなければなりません。ソフトマスクのために前述したように、グラフィックス状態のアルファソースフラグは、α定数は形状値（真）または不透明度の値（偽）として解釈されているかどうかを決定しなければなりません。

注記2 11.6.4.3の末尾のノート、「マスク形状と不透明度、」現在のアルファ定数パラメータ、ならびに現在のソフトマスクに適用されます。

11.6.5指定ソフトマスク

11.6.5.1一般的な

11.6.4.3下で述べたように、「形状と不透明マスク、」計算を合成に使用するためのソフトマスクは、次のいずれかの方法で指定することができます。

•グラフィックス状態の現在のソフトマスクパラメータのソフトマスク辞書として。詳細は11.6.5.2、「ソフトマスク辞書」を参照してください。

•サンプリングされた画像に関連付けられたソフトマスク画像として、詳細については、11.6.5.3「ソフトマスク画像を、」を参照してください。

•（PDF 1.5）JPEG2000に埋め込まれたマスクチャネルは符号化データとして。詳細については、「JPXDecodeフィルター」、および表89のSMaskInDataエントリを参照してください。

11.6.5.2ソフトマスク辞書

マスク値は、「グループ光度からソフトマスクの導出。」、11.5.3「を、グループアルファからソフトマスクの導出」、11.5.2に記載の二つの方法のいずれかを使用して、透明基のものに由来しなければなりませんグループは、ソフトマスク辞書におけるGエントリによって指定透明基のXObject（「透明グループXObjects」を参照）によって定義されなければなりません。 S（サブタイプ）のエントリが使用するために、2つの導出方法のかを指定しなければなりません。

サブタイプがアルファである場合•、透明グループXObjectをGはグループのアルファを計算するために評価しなければなりません。構成オブジェクトの色は無視されなければならないと計算を合成色を実行してはなりません。伝達関数TRは、マスク値を生成する計算グループアルファに適用されなければなりません。透明基のバウンディングボックスの外側に、マスク値が入力値0.0に伝達関数を適用した結果でなければなりません。

•サブタイプが明度である場合には、透明性・グループのXObject Gは、その色どこでもソフトマスク辞書のBCエントリによって定義され、完全に不透明な背景と合成されなければなりません。計算結果の色は、単一成分の明度値に変換しなければならない、伝達関数TRは、マスク値を生成するために、この輝度に適用されなければなりません。透明グループのバウンディングボックスの外側に、マスク値は明度にBCの色を変換し、その結果に伝達関数を適用することによって導出されなければなりません。
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The mask’s coordinate system shall be defined by concatenating the transformation matrix specified by the 
Matrix entry in the transparency group’s form dictionary (see “Form Dictionaries”) with the current 
transformation matrix at the moment the soft mask is established in the graphics state with the gs operator. 

In a transparency group XObject that defines a soft mask, spot colour components shall never be available, 
even if they are available in the group or page on which the soft mask is used. If the group XObject’s content 
stream specifies a Separation or DeviceN colour space that uses spot colour components, the alternate colour 
space shall be substituted (see “Separation Colour Spaces” and “DeviceN Colour Spaces”). 

11.6.5.3 Soft-Mask Images

The second way to define a soft mask is by associating a soft-mask image with an image XObject. This is a 
subsidiary image XObject specified in the SMask entry of the parent XObject’s image dictionary (see “Image 
Dictionaries”). Entries in the subsidiary image dictionary for such a soft-mask image shall have the same format 
and meaning as in that of an ordinary image XObject (as described in Table 89 in “Image Dictionaries”), subject 
to the restrictions listed in Table 145. This type of image dictionary may contain an additional entry, Matte. 

When an image is accompanied by a soft-mask image, it is sometimes advantageous for the image data to be 
preblended with some background colour, called the matte colour. Each image sample represents a weighted 
average of the original source colour and the matte colour, using the corresponding mask sample as the 
weighting factor. (This is a generalization of a technique commonly called premultiplied alpha.) 

Table 144 –  Entries in a soft-mask dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Mask for a soft-mask dictionary. 

S name (Required) A subtype specifying the method to be used in deriving the 
mask values from the transparency group specified by the G entry: 
Alpha The group’s computed alpha shall be used, 

disregarding its colour (see “Deriving a Soft Mask from 
Group Alpha”). 

Luminosity The group’s computed colour shall be converted to a 
single-component luminosity value (see “Deriving a 
Soft Mask from Group Luminosity”). 

G stream (Required) A transparency group XObject (see “Transparency Group 
XObjects”) to be used as the source of alpha or colour values for 
deriving the mask. If the subtype S is Luminosity, the group attributes 
dictionary shall contain a CS entry defining the colour space in which 
the compositing computation is to be performed. 

BC array (Optional) An array of component values specifying the colour to be 
used as the backdrop against which to composite the transparency 
group XObject G. This entry shall be consulted only if the subtype S is 
Luminosity. The array shall consist of n numbers, where n is the 
number of components in the colour space specified by the CS entry in 
the group attributes dictionary (see “Transparency Group XObjects”). 
Default value: the colour space’s initial value, representing black. 

TR function or name (Optional) A function object (see “Functions”) specifying the transfer 
function to be used in deriving the mask values. The function shall 
accept one input, the computed group alpha or luminosity (depending 
on the value of the subtype S), and shall return one output, the 
resulting mask value. The input shall be in the range 0.0 to 1.0. The 
computed output shall be in the range 0.0 to 1.0; if it falls outside this 
range, it shall be forced to the nearest valid value. The name Identity
may be specified in place of a function object to designate the identity 
function. Default value: Identity. 
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ソフトマスクを定義して透明度グループのXObjectでは、スポットカラーコンポーネントは、ソフトマスクが使用されているグループまたはページで使用可能な場合でも、利用可能になることはありませんもの。グループのXObjectのコンテンツストリームは、スポットカラー成分を使用して分離またはDeviceNのカラースペースを指定した場合、代替色空間が置換されなければならない（「分離色空間」と「DeviceNのカラースペース」を参照）。

11.6.5.3ソフトマスク画像

ソフトマスクを定義する第二の方法は、画像のXObjectとソフトマスク画像を関連付けることです。これは、（「画像辞書」を参照）、親のXObjectの画像辞書のSMASKエントリで指定された子会社の画像のXObjectです。そのようなソフトマスク画像は、同じフォーマットを有し、通常の画像のXObjectと同様に意味するものとするための補助画像辞書のエントリ（「画像辞書」の表89に記載されているように）、表145に列挙された制限を受けます。画像辞書のこのタイプは、マットを追加エントリが含まれていてもよいです。

画像は、ソフトマスク画像を伴う場合には、マットカラーと呼ばれるいくつかの背景色と予めブレンドされる画像データに対して、時には有利です。各画像サンプルは、重み係数として対応するマスクのサンプルを使用して、元のソースカラーとマットカラーの加重平均を表します。 （これは、一般にあらかじめ乗算アルファと呼ばれる技術の一般化です。）

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、ソフトマスク辞書用マスクでなければなりません。

SNAME（必須）メソッドを特定のサブタイプは、Gエントリによって指定された透明基からマスク値を導出する際に使用される：AlphaTheグループの計算されたアルファを使用しなければならない、その色（参照「グループアルファからソフトマスクの導出」）を無視。 LuminosityTheグループの計算された色は、（「グループ光度からソフトマスクの導出」を参照）単一成分明度値に変換しなければなりません。

マスクを導出するためのアルファまたはカラーの値のソースとして使用するGstream（必須）Aの透明基のXObject（「透明グループXObjects」を参照）。サブタイプSは明度である場合、グループは、辞書の合成演算が実行される色空間を定義CSエントリを含まなければならない属性。

BCarray（オプション）透明基のXObject G.このエントリは、サブタイプSは明度である場合にのみ相談しなければならない複合体にそれに対して背景として使用する色を指定する成分値の配列。アレイは、色空間内のコンポーネントの数は、グループ内のCSエントリで指定されたN N数字、から構成されなければならない（「透明グループXObjects」を参照）辞書属性。デフォルト値：カラースペースの初期値、黒を表します。

TRfunctionまたは名前（オプション）関数オブジェクト（「関数」を参照してください）マスク値を導出する際に使用される伝達関数を指定します。この関数は、1つの入力を受け付ける（サブタイプSの値に応じて）計算されたグループアルファ又は明度、及び一つの出力、得られたマスク値を返すものとします。入力が1.0の範囲0.0でなければなりません。計算された出力は、範囲0.0〜1.0でなければなりません。それがこの範囲外にあれば、それは最も近い有効な値に強制されなければなりません。名前は恒等関数を指定する関数オブジェクトの代わりに指定することがIdentitymay。デフォルト値：アイデンティティ。
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If the image data is preblended, the matte colour shall be specified by a Matte entry in the soft-mask image 
dictionary (see Table 145). The preblending computation, performed independently for each component, shall 
be

where 

c′ is the value to be provided in the image source data 

c is the original image component value 

m is the matte colour component value 

α is the corresponding mask sample 

This computation shall use actual colour component values, with the effects of the Filter and Decode
transformations already performed. The computation shall be the same whether the colour space is additive or 
subtractive. 

Table 145 –  Restrictions on the entries in a soft-mask image dictionary  

Key Restriction

Type If present, shall be XObject. 

Subtype Shall be Image. 

Width If a Matte entry (see Table 146) is present, shall be the 
same as the Width value of the parent image; otherwise 
independent of it. Both images shall be mapped to the 
unit square in user space (as are all images), regardless 
of whether the samples coincide individually. 

Height Same considerations as for Width. 

ColorSpace Required; shall be DeviceGray. 

BitsPerComponent Required. 

Intent Ignored. 

ImageMask Shall be false or absent. 

Mask Shall be absent. 

SMask Shall be absent. 

Decode Default value: [ 0 1 ]. 

Interpolate Optional. 

Alternates Ignored. 

Name Ignored. 

StructParent Ignored. 

ID Ignored. 

OPI Ignored. 

c' m α c m–( )×+=
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画像データを予めブレンドされている場合、マットカラー（表145参照）ソフトマスク画像辞書におけるマットエントリによって指定されなければなりません。各成分について独立に行う予備混合計算は、でなければなりません

この計算は、すでに実行フィルタとDecodetransformationsの影響で、実際の色成分値を使用しなければなりません。計算は、色空間は加法又は減法であるか否か同じでなければなりません。

キーの制限

現在TypeIf、XObjectをしなければなりません。

マットエントリWidthIf親画像の幅の値と同じでなければならない、存在している（表146を参照）。それをそれ以外の場合は独立しました。両方の画像は関係なく、サンプルが個々に一致するかどうか、（すべての画像であるように）ユーザ空間の単位正方形にマップされなければなりません。

C」mαcM-（）×+ =
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When preblended image data is used in transparency blending and compositing computations, the results shall 
be the same as if the original, unblended image data were used and no matte colour were specified. In 
particular, the inputs to the blend function shall be the original colour values. To derive c from c′, the conforming 
reader may sometimes need to invert the formula shown previously. The resulting c value shall lie within the 
range of colour component values for the image colour space. 

The preblending computation shall be done in the colour space specified by the parent image’s ColorSpace
entry. This is independent of the group colour space into which the image may be painted. If a colour 
conversion is required, inversion of the preblending shall precede the colour conversion. If the image colour 
space is an Indexed space (see “Indexed Colour Spaces”), the colour values in the colour table (not the index 
values themselves) shall be preblended. 

11.6.6 Transparency Group XObjects

A transparency group is represented in PDF as a special type of group XObject (see “Group XObjects”) called 
a transparency group XObject. A group XObject is in turn a type of form XObject, distinguished by the presence 
of a Group entry in its form dictionary (see “Form Dictionaries”). The value of this entry is a subsidiary group 
attributes dictionary defining the properties of the group. The format and meaning of the dictionary’s contents 
shall be determined by its group subtype, which is specified by the dictionary’s S entry. The entries for a 
transparency group (subtype Transparency) are shown in Table 147. 

A page object (see “Page Objects”) may also have a Group entry, whose value is a group attributes dictionary 
specifying the attributes of the page group (see “Page Group”). Some of the dictionary entries are interpreted 
slightly differently for a page group than for a transparency group XObject; see their descriptions in the table for 
details. 

Table 146 –  Additional entry in a soft-mask image dictionary  

Key Type Value

Matte array (Optional; PDF 1.4) An array of component values specifying the matte colour 
with which the image data in the parent image shall have been preblended. The 
array shall consist of n numbers, where n is the number of components in the 
colour space specified by the ColorSpace entry in the parent image’s image 
dictionary; the numbers shall be valid colour components in that colour space. If 
this entry is absent, the image data shall not be preblended. 

Table 147 –  Additional entries specific to a transparency group attributes dictionary  

Key Type Value

S name (Required) The group subtype, which identifies the type of group whose 
attributes this dictionary describes; shall be Transparency for a 
transparency group. 
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予めブレンド画像データが透明ブレンドと合成計算で使用される場合、元のは、非ブレンド画像データを使用し、全くマットカラーが指定されなかったかのように、結果は同じでなければなりません。具体的には、ブレンド関数への入力は、元の色値でなければなりません。 Cから派生C 'に適合するリーダは、時々、以前に示した式を反転する必要があるかもしれません。得られたC値は、画像の色空間の色成分値の範囲内になければなりません。

予備混合計算は、親画像のColorSpaceentryで指定された色空間で行われなければなりません。これは、画像をペイントすることができるにグループ色空間とは無関係です。色変換が必要な場合は、予備混合の反転は、色変換に先行しなければなりません。画像の色空間がインデックス空間である場合（「インデックスカラースペース」を参照）、色テーブルの色値（しないインデックス値自体）を予備混合しなければなりません。

11.6.6透明グループXObjects

透明グループは透明性・グループのXObjectと呼ばれる（「グループXObjects」を参照）のグループのXObjectの特殊なタイプとしてPDFで表されます。そのフォーム辞書のグループエントリの存在によって区別のXObjectが順番にフォームのXObjectのタイプであるグループは、（「フォーム辞書」を参照してください）。このエントリの値は、補助グループは、グループのプロパティを定義辞書属性です。辞書の内容の形式と意味は辞書のSエントリで指定されたそのグループのサブタイプによって決定されなければなりません。透明基（サブタイプ透明度）のエントリは、表147に示されています。

ページオブジェクトは、（「ページがオブジェクト」を参照）また、その値であるグループは、（「ページ・グループ」を参照）、辞書のページ・グループの属性を指定する属性グループのエントリを有していてもよいです。辞書のエントリの一部が透明グループのXObjectよりもページ・グループのために、わずかに異なって解釈されています。詳細については、表にその説明を参照してください。

キータイプ値

Mattearray（オプション、PDF 1.4）親画像の画像データをプレブレンドされているものとするとマットカラーを指定する成分値の配列。アレイは、親画像の画像辞書内のColorSpaceエントリによって指定された色空間内の成分の数であるN N数字で構成しなければなりません。数字は、その色空間で有効な色成分でなければなりません。このエントリが存在しない場合は、画像データがプレブレンドしてはなりません。

キータイプ値

SNAME（必須）属性は、この辞書が記述するグループのタイプを識別するグループサブタイプ;透明度グループのために透明でなければなりません。
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CS name or array (Sometimes required) The group colour space, which is used for the 
following purposes: 
• As the colour space into which colours shall be converted when 

painted into the group 

• As the blending colour space in which objects shall be composited 
within the group (see “Blending Colour Space”) 

• As the colour space of the group as a whole when it in turn is painted 
as an object onto its backdrop 

The group colour space shall be any device or CIE-based colour space 
that treats its components as independent additive or subtractive values 
in the range 0.0 to 1.0, subject to the restrictions described in 11.3.4, 
"Blending Colour Space." These restrictions exclude Lab and lightness-
chromaticity ICCBased colour spaces, as well as the special colour 
spaces Pattern, Indexed, Separation, and DeviceN. Device colour 
spaces shall be subject to remapping according to the DefaultGray, 
DefaultRGB, and DefaultCMYK entries in the ColorSpace subdictionary 
of the current resource dictionary (see “Default Colour Spaces”). 
Ordinarily, the CS entry may be present only for isolated transparency 
groups (those for which I is true), and even then it is optional. However, 
this entry shall be present in the group attributes dictionary for any 
transparency group XObject that has no parent group or page from which 
to inherit—in particular, one that is the value of the G entry in a soft-mask 
dictionary of subtype Luminosity (see “Soft-Mask Dictionaries”). 
Additionally, the CS entry may be present in the group attributes 
dictionary associated with a page object, even if I is false or absent. In 
the normal case in which the page is imposed directly on the output 
medium, the page group is effectively isolated regardless of the I value, 
and the specified CS value shall therefore be honoured. But if the page is 
in turn used as an element of some other page and if the group is non-
isolated, CS shall be ignored and the colour space shall be inherited from 
the actual backdrop with which the page is composited (see “Page 
Group”). 
Default value: the colour space of the parent group or page into which this 
transparency group is painted. (The parent’s colour space in turn may be 
either explicitly specified or inherited.) 
For a transparency group XObject used as an annotation appearance 
(see “Appearance Streams”), the default colour space shall be inherited 
from the page on which the annotation appears. 

I boolean (Optional) A flag specifying whether the transparency group is isolated 
(see “Isolated Groups”). If this flag is true, objects within the group shall 
be composited against a fully transparent initial backdrop; if false, they 
shall be composited against the group’s backdrop. Default value: false. 
In the group attributes dictionary for a page, the interpretation of this entry 
shall be slightly altered. In the normal case in which the page is imposed 
directly on the output medium, the page group is effectively isolated and 
the specified I value shall be ignored. But if the page is in turn used as an 
element of some other page, it shall be treated as if it were a 
transparency group XObject; the I value shall be interpreted in the normal 
way to determine whether the page group is isolated. 

Table 147 –  Additional entries specific to a transparency group attributes dictionary  (continued)

Key Type Value
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CSnameまたはアレイ（時々必要）以下の目的のために使用されるグループの色空間：•グループに塗られたときに色が変換されなければならない先の色空間として

グループの色空間は、任意のデバイスまたはCIEベースの色空間でなければならない、その範囲内の独立した添加物または減法値として扱い、そのコンポーネント0.0 1.0、11.3.4に記載の制限の対象に「ブレンドカラースペース」。これらの制限は、ラボと明度色度ICCBased色空間だけでなく、特殊な色空間パターン、インデックス、分離、およびDeviceNのを除外する。デバイス色空間は、（「デフォルトカラースペース」を参照）現在のリソース辞書のColorSpaceサブディクショナリにおいてDefaultGray、DefaultRGB、及びDefaultCMYKエントリに従って再マップを受けなければなりません。通常、CSエントリは、単離された透明基（それらがそのため、私は真である）のために存在してもよく、さらには、それはオプションです。しかし、このエントリがグループに存在しなければならない継承-にするために、特定の親基またはページを持っていない任意の透明基のXObject、サブタイプ光度のソフトマスク辞書中のGエントリの値であり、いずれかの辞書を属性（「ソフトマスク辞書」を参照してください）。また、CSエントリは、グループ内に存在することができる辞書は私が偽であるか、または存在しない場合でも、ページオブジェクトに関連付けられた属性。ページが出力媒体上に直接課されている通常の場合には、ページ・グループを効果的にかかわらず、I値の隔離され、かつ指定されたCS値は、従って、表彰されなければなりません。しかし、ページが他のページの要素として使用する順番であり、グループが非絶縁である場合、CSは無視されなければならないと色空間は、ページが合成されて、実際の背景から継承されなければならない場合（「ページ・グループを参照してください「）。デフォルト値：この透明度グループが塗られているに親グループまたはページの色空間。 （順番に親の色空間が明示的に指定するか、継承することができます。）

XObjectは、注釈外観として使用する透明度グループ（「外観ストリーム」を参照）の場合、デフォルトの色空間は、注釈が表示されるページから継承されなければなりません。

Iboolean（オプション）透明基が単離されているかどうかを指定するフラグ（「単離されたグループ」を参照）。このフラグがtrueの場合、グループ内のオブジェクトは完全に透明初期背景に合成しなければなりません。 falseの場合、彼らはグループの背景に合成されなければなりません。デフォルト値：falseを。属性は、ページの辞書をグループでは、このエントリの解釈は、わずかに変更されなければなりません。ページが出力媒体上に直接課されている通常の場合には、ページ・グループを効果的に隔離され、指定されたI値は無視されなければなりません。ページが他のページの要素として使用する順番である場合、それは透明度グループのXObjectであるかのように。しかし、それは扱わなければなりません。 Iの値は、ページ・グループが分離されているかどうかを決定するために通常の方法で解釈されなければなりません。

表147  - 透明度グループへの追加エントリの特定の辞書の属性（続き）

キータイプ値
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The transparency group XObject’s content stream shall define the graphics objects belonging to the group. 
When applied to a transparency group XObject, the Do operator shall execute its content stream and shall 
composite the resulting group colour, shape, and opacity into the group’s parent group or page as if they had 
come from an elementary graphics object. Do shall perform the following actions in addition to the normal ones 
for a form XObject (as described in “Form XObjects”): 

• If the transparency group is non-isolated (the value of the I entry in its group attributes dictionary is false), 
its initial backdrop, within the bounding box specified by the XObject’s BBox entry, shall be defined to be 
the accumulated colour and alpha of the parent group or page—that is, the result of everything that has 
been painted in the parent up to that point. However, if the parent is a knockout group, the initial backdrop 
shall be the same as that of the parent. If the group is isolated (I is true), its initial backdrop shall be 
defined to be transparent. 

• Before execution of the transparency group XObject’s content stream, the current blend mode in the 
graphics state shall be initialized to Normal, the current stroking and nonstroking alpha constants to 1.0, 
and the current soft mask to None. 

NOTE 1 The purpose of initializing these graphics state parameters at the beginning of execution is to ensure that they 
are not applied twice: once when member objects are painted into the group and again when the group is 
painted into the parent group or page. 

• Objects painted by operators in the transparency group XObject’s content stream shall be composited into 
the group according to the rules described in 11.3.3, "Basic Compositing Formula." The knockout flag (K) 
in the group attributes dictionary and the transparency-related parameters of the graphics state shall be 
honoured during this computation. 

• If a group colour space (CS) is specified in the group attributes dictionary, all painting operators shall 
convert source colours to that colour space before compositing objects into the group, and the resulting 
colour at each point shall be interpreted in that colour space. If no group colour space is specified, the 
prevailing colour space shall be dynamically inherited from the parent group or page. (If not otherwise 
specified, the page group’s colour space shall be inherited from the native colour space of the output 
device.) 

• After execution of the transparency group XObject’s content stream, the graphics state shall revert to its 
former state before the invocation of the Do operator (as it does for any form XObject). The group’s 
shape—the union of all objects painted into the group, clipped by the group XObject’s bounding box— 
shall then be painted into the parent group or page, using the group’s accumulated colour and opacity at 
each point. 

If the Do operator is invoked more than once for a given transparency group XObject, each invocation shall be 
treated as a separate transparency group. That is, the result shall be as if the group were independently 
composited with the backdrop on each invocation. 

NOTE 2 Applications that perform caching of rendered form XObjects shall take this requirement into account. 

The actions described previously shall occur only for a transparency group XObject—a form XObject having a 
Group entry that designates a group attributes subdictionary whose group subtype (S) is Transparency. An 
ordinary form XObject—one having no Group entry—shall not be subject to any grouping behaviour for 

K boolean (Optional) A flag specifying whether the transparency group is a knockout 
group (see “Knockout Groups”). If this flag is false, later objects within the 
group shall be composited with earlier ones with which they overlap; if 
true, they shall be composited with the group’s initial backdrop and shall 
overwrite (“knock out”) any earlier overlapping objects. Default value: 
false. 

Table 147 –  Additional entries specific to a transparency group attributes dictionary  (continued)

Key Type Value
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透明グループはのXObjectのコンテンツストリームは、グループに属するグラフィックスオブジェクトを定義しなければなりません。透明度グループのXObjectに適用された場合、彼らは基本グラフィックオブジェクトから来たかのように、実行（Do）オペレータは、そのコンテンツのストリームを実行し、その結果、グループの色、形状、およびグループの親グループやページへの不透明複合はならなりません。 DoがフォームのXObjectの通常のものに加えて、次のアクションを実行しなければならない（「フォームXObjects」で説明したように）：

•透明性グループが非絶縁である場合（そのグループのIエントリの値が辞書が偽である属性）、その初期背景には、バウンディングボックス内のXObjectのにBBoxエントリで指定され、蓄積された色とアルファになるように定義されなければなりません親グループまたはページ-、その時点の親までに塗装されているすべてのものの結果であるの。親がノックアウトグループがある場合は、初期の背景には、親と同じでなければなりません。グループは、（私が真である）を単離する場合は、その最初の背景を透明になるように定義されなければなりません。

•透明度グループのXObjectのコンテンツストリームの実行前に、グラフィックス状態の現在のブレンドモードはノーマル、現在のストロークとnonstrokingアルファ定数1.0、およびNoneに現在のソフトマスクに初期化されなければなりません。

•のXObjectのコンテンツストリームは、11.3.3で説明したルールに従って、グループに合成されなければならない透明度グループ内の事業者によって描かれたオブジェクト「の基本的な合成式。」グループ内のノックアウトフラグ（K）は、辞書属性とグラフィックス状態の透明度に関連するパラメータは、この計算中に表彰されなければなりません。

•グループの色空間（CS）は、グループに指定されている場合、辞書属性、すべての塗装事業者は、グループにオブジェクトを合成し、各点で得られた色は、その色空間で解釈されなければならない前に、その色空間にソース色に変換しなければなりません。何のグループの色空間が指定されていない場合、現行の色空間は、動的に親グループまたはページから継承されなければなりません。 （特に指定のない場合は、ページ・グループの色空間が出力デバイスのネイティブカラースペースから継承されなければなりません。）

•透明度グループのXObjectのコンテンツストリームの実行後、グラフィックス状態が（それがどんな形のXObjectの場合と同様に）実行（Do）演算子の呼び出しの前に元の状態に戻すものとします。グループの形状のグループに塗られているすべてのオブジェクトの和集合、グループのXObjectのバウンディングによってクリップボックス - その後、各時点でのグループの累積色と不透明度を使用して、親グループまたはページに塗装されなければなりません。

ドゥ演算子は与えられた透明度グループのXObjectのために複数回呼び出された場合、各呼び出しは、別々の透明グループとして扱われなければなりません。すなわち、結果は、グループはそれぞれ独立して、呼び出しに背景と合成されたかのようでなければなりません。

Kboolean（オプション）透明基がノックアウト基であるか否かを指定するフラグ（「ノックアウトグループ」を参照）。このフラグがfalseの場合、グループ内の後のオブジェクトは、それらが重複すると、以前のものと合成しなければなりません。 trueの場合、彼らはそれ以前のオーバーラップするオブジェクト（「ノックアウト」）グループの最初の背景と合成されなければならないと上書きするものとします。デフォルト値：falseを。

表147  - 透明度グループへの追加エントリの特定の辞書の属性（続き）

キータイプ値
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transparency purposes. That is, the graphics objects it contains shall be composited individually, just as if they 
were painted directly into the parent group or page. 

11.6.7 Patterns and Transparency

In the transparent imaging model, the graphics objects making up the pattern cell of a tiling pattern (see “Tiling 
Patterns”) may include transparent objects and transparency groups. Transparent compositing may occur both 
within the pattern cell and between it and the backdrop wherever the pattern is painted. Similarly, a shading 
pattern (“Shading Patterns”) composites with its backdrop as if the shading dictionary were applied with the sh
operator. 

In both cases, the pattern definition shall be treated as if it were implicitly enclosed in a non-isolated 
transparency group: a non-knockout group for tiling patterns, a knockout group for shading patterns. The 
definition shall not inherit the current values of the graphics state parameters at the time it is evaluated; those 
parameters shall take effect only when the resulting pattern is later used to paint an object. Instead, the 
graphics state parameters shall be initialized as follows: 

• As always for transparency groups, those parameters related to transparency (blend mode, soft mask, and 
alpha constant) shall be initialized to their standard default values. 

• All other parameters shall be initialized to their values at the beginning of the content stream (such as a 
page or a form XObject) in which the pattern shall be defined as a resource. (This is the normal behaviour 
for all patterns, in both the opaque and transparent imaging models.) 

• In the case of a shading pattern, the parameter values may be augmented by the contents of the 
ExtGState entry in the pattern dictionary (see “Shading Patterns”). Only those parameters that affect the 
sh operator, such as the current transformation matrix and rendering intent, shall be used. Parameters that 
affect path-painting operators shall not be used, since the execution of sh does not entail painting a path. 

• If the shading dictionary has a Background entry, the pattern’s implicit transparency group shall be filled 
with the specified background colour before the sh operator is invoked. 

When the pattern is later used to paint a graphics object, the colour, shape, and opacity values resulting from 
the evaluation of the pattern definition shall be used as the object’s source colour (Cs ), object shape (fj ), and 
object opacity (qj ) in the transparency compositing formulas. This painting operation is subject to the values of 
the graphics state parameters in effect at the time, just as in painting an object with a constant colour. 

NOTE 1 Unlike the opaque imaging model, in which the pattern cell of a tiling pattern may be evaluated once and then 
replicated indefinitely to fill the painted area, the effect in the general transparent case is as if the pattern 
definition were reexecuted independently for each tile, taking into account the colour of the backdrop at each 
point. However, in the common case in which the pattern consists entirely of objects painted with the Normal
blend mode, this behaviour can be optimized by treating the pattern cell as if it were an isolated group. Since in 
this case the results depend only on the colour, shape, and opacity of the pattern cell and not on those of the 
backdrop, the pattern cell can be evaluated once and then replicated, just as in opaque painting. 

NOTE 2 In a raster-based implementation of tiling, all tiles should be treated as a single transparency group. This 
avoids artifacts due to multiple marking of pixels along the boundaries between adjacent tiles. 

The foregoing discussion applies to both coloured (PaintType 1) and uncoloured (PaintType 2) tiling patterns. 
In the latter case, the restriction that an uncoloured pattern’s definition shall not specify colours extends as well 
to any transparency group that the definition may include. There are no corresponding restrictions, however, on 
specifying transparency-related parameters in the graphics state. 
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透明度の目的。それは、それが含まれているグラフィックスオブジェクトは、それらが親グループまたはページに直接描かれたかのように、個別に合成されるものとされます。

11.6.7パターンと透明性

透明なイメージングモデルでは、グラフィックは、透明なオブジェクトおよび透明基を含んでいてもよい（「タイリングパターン」を参照）タイリングパターンのパターンセルを構成するオブジェクト。透明な合成は、パターンセル内及びそれとパターンが描かれているところはどこでも背景との間の両方に発生することができます。シェーディング辞書がshoperatorを印加した場合と同様に、遮光パターン（「シェーディングパターン」）は、その背景と合成します。

非ノックアウト基パターン、パターンを遮光するためのノックアウトグループをタイリングするため：それは暗黙的に非絶縁透明基で囲まれたかのように、両方の場合において、パターン定義が処理されなければなりません。定義は、それが評価された時点でのグラフィックス状態パラメータの現在の値を継承してはなりません。得られたパターンは、後でオブジェクトをペイントするために使用されている場合にのみ、これらのパラメータは、効力を生じます。その代わりに、次のようにグラフィック状態パラメータが初期化されなければなりません。

•常に透明性・グループについては、透明性（ブレンドモード、ソフトマスク、およびアルファ定数）に関連したこれらのパラメータは、その標準のデフォルト値に初期化されなければなりません。

•他のすべてのパラメータは、パターンがリソースとして定義されなければならないている（例えばページまたはフォームのXObjectなど）、コンテンツストリームの開始時にそれらの値に初期化されなければなりません。 （これは、不透明及び透明なイメージングモデルの両方において、全てのパターンの正常な動作です。）

•遮光パターンの場合には、パラメータ値は（「パターンシェーディング」を参照）パターン辞書におけるExtGStateエントリの内容によって増強することができます。このような現在の変換行列とレンダリングインテントとしてSHオペレータに影響を与えるだけのパラメータは、使用しなければなりません。 SHの実行パスを描く伴わないので、パス・塗装事業者に影響を与えるパラメータは、使用してはなりません。

•シェーディング辞書は背景エントリを持っている場合のshオペレータが呼び出される前に、パターンの暗黙の透明性・グループが指定された背景色で塗りつぶされなければなりません。

パターンは、後に、グラフィックスオブジェクト、色、形状、パターン定義の評価から得られる不透明度の値をペイントするために使用される場合、オブジェクトのソースカラー（CS）、オブジェクトの形状（FJ）、およびオブジェクトの不透明度（として使用しなければなりません式を合成透明性QJ）。この塗装動作は単に一定の色を持つオブジェクトをペイントのように、一度に有効なグラフィックス状態パラメータの値を受けます。

パターン定義がタイル毎に独立して再実行されたかのようにタイリングパターンのパターンセルは、一度評価し、その後塗装エリアを埋めるために無期限に複製することができる、不透明なイメージングモデル、異なり注1は、一般的な透明の場合に効果があります、各ポイントでのアカウントに背景の色を取ります。しかし、パターンが完全Normalblendモードで塗装オブジェクトから構成されている一般的な場合に、この現象は、それが単離された集団であるかのようにパターンのセルを処理することによって最適化することができます。この場合、結果はパターンのみセルの色、形状、及び不透明ではなく、背景のものに依存するため、パターンのセルを一度に評価することができ、その後、わずかに不透明な絵のように、複製されました。

タイルのラスターベースの実装2本体NOTE、すべてのタイルは、単一の透明度グループとして扱われるべきです。これは、隣接するタイルの間の境界に沿った画素のマーキングによる複数のアーティファクトを避けることができます。

前述の議論は、両方（painttypeで1）着色及びタイリング（painttypeで2）無着色パターンに適用されます。後者の場合には、無着色パターンの定義は、色を指定してはならないという制約が定義は含んでもよいことを、任意の透明基にも延びています。該当する制限は、グラフィックス状態での透明性に関連するパラメータを指定するには、しかし、ありません。
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11.7 Colour Space and Rendering Issues

11.7.1 General

This sub-clause describes the interactions between transparency and other aspects of colour specification and 
rendering in the PDF imaging model. 

11.7.2 Colour Spaces for Transparency Groups

As discussed in 11.6.6, "Transparency Group XObjects," a transparency group shall either have an explicitly 
declared colour space of its own or inherit that of its parent group. In either case, the colours of source objects 
within the group shall be converted to the group’s colour space, if necessary, and all blending and compositing 
computations shall be done in that space (see “Blending Colour Space”). The resulting colours shall then be 
interpreted in that colour space when the group is subsequently composited with its backdrop. 

NOTE 1 Under this arrangement, it is envisioned that all or most of a given piece of artwork will be created in a single 
colour space—most likely, the working colour space of the application generating it. The use of multiple colour 
spaces typically will arise only when assembling independently produced artwork onto a page. After all the 
artwork has been placed on the page, the conversion from the group’s colour space to the page’s device colour 
space will be done as the last step, without any further transparency compositing. The transparent imaging 
model does not require that this convention be followed, however; the reason for adopting it is to avoid the loss 
of colour information and the introduction of errors resulting from unnecessary colour space conversions. 

Only an isolated group may have an explicitly declared colour space of its own. Non-isolated groups shall 
inherit their colour space from the parent group (subject to special treatment for the page group, as described 
in “Page Group”). 

NOTE 2 This is because the use of an explicit colour space in a non-isolated group would require converting colours 
from the backdrop’s colour space to that of the group in order to perform the compositing computations. Such 
conversion may not be possible (since some colour conversions can be performed only in one direction), and 
even if possible, it would entail an excessive number of colour conversions. 

NOTE 3 The choice of a group colour space has significant effects on the results that are produced:  
 
As noted in 11.3.4, "Blending Colour Space," the results of compositing in a device colour space is device-
dependent. For the compositing computations to work in a device-independent way, the group’s colour space 
should be CIE-based.  
 
A consequence of choosing a CIE-based group colour space is that only CIE-based spaces can be used to 
specify the colours of objects within the group. This is because conversion from device to CIE-based colours is 
not possible in general; the defined conversions work only in the opposite direction. See further discussion 
subsequently.  
 
The compositing computations and blend functions generally compute linear combinations of colour 
component values, on the assumption that the component values themselves are linear. For this reason, it is 
usually best to choose a group colour space that has a linear gamma function. If a nonlinear colour space is 
chosen, the results are still well-defined, but the appearance may not match the user’s expectations. 

NOTE 4 The CIE-based sRGB colour space (see “CIE-Based Colour Spaces”) is nonlinear and hence may be 
unsuitable for use as a group colour space. 

NOTE 5 Implementations of the transparent imaging model should use as much precision as possible in representing 
colours during compositing computations and in the accumulated group results. To minimize the accumulation 
of roundoff errors and avoid additional errors arising from the use of linear group colour spaces, more precision 
is needed for intermediate results than is typically used to represent either the original source data or the final 
rasterized results. 

If a group’s colour space—whether specified explicitly or inherited from the parent group—is CIE-based, any 
use of device colour spaces for painting objects shall be subject to special treatment. Device colours cannot be 
painted directly into such a group, since there is no generally defined method for converting them to the CIE-
based colour space. This problem arises in the following cases: 
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11.7カラースペースとレンダリングの問題

11.7.1一般的な

透明グループの11.7.2色空間

11.6.6で説明したように「透明性グループXObjects、」透明性・グループは、いずれかの親グループのことを明示的に宣言された色、独自のスペースや継承を持たなければなりません。いずれの場合においても、グループ内のソースオブジェクトの色が必要な場合、グループの色空間に変換され、すべてのブレンドと合成計算しなければならない（「ブレンドカラースペース」を参照）、その空間で行われなければなりません。グループは、その後、その背景と合成されている場合、得られた色は、その色空間で解釈されなければなりません。

このような構成のもと注1は、アートワークの特定の部分の全部または大部分が単一色空間-最も可能性が高い、それを生成するアプリケーションの作業用カラースペースで作成されることが想定されます。複数の色空間の使用は、典型的には、ページ上に独立に生成さアートワークを組み立てるときにのみ生じます。すべてのアートワークは、ページに配置された後、ページのデバイス色空間へのグループの色空間の変換は、任意の更なる透明性合成せずに、最後のステップとして行われます。透明イメージングモデルは、しかし、この規則が守られることを必要としません。これを採用した理由は、色情報の損失や不要な色空間変換に起因する誤差の導入を回避することです。

唯一の孤立グループは、独自の明示的に宣言された色空間を有することができます。 （「ページ・グループ」で説明したように、ページ・グループのための特別な治療を受ける）非絶縁型のグループは、親グループからその色空間を継承するものとします。

注記2非絶縁群における明示的な色空間の使用は、合成演算を実行するためにグループのものと背景の色空間から色変換が必要となるためです。 （いくつかの色変換が一方向のみで行うことができるので）、さらに可能であれば、それが色変換の過剰な数を伴うであろうそのような変換は可能ではないかもしれません。

グループの色空間のNOTE 3Theの選択が製造されている結果に大きな影響を持っている：としては、11.3.4に述べたように、「ブレンドカラースペースは、」デバイス色空間で合成の結果はデバイス依存です。デバイスに依存しない方法で動作するように合成演算するため、グループの色空間は、CIEベースであるべきです。 CIEベースのグループの色空間を選択することの結果は、CIEベースのスペースは、グループ内のオブジェクトの色を指定するために使用することができることです。デバイスからCIEベースの色への変換は、一般に不可能であるからです。定義された変換は、反対方向にのみ働きます。その後、さらに議論を参照してください。合成演算とブレンド機能は、一般に成分値自体が線形であると仮定して、色成分値の線形結合を計算します。このため、リニアガンマ機能を持つグループのカラースペースを選択するのが最善です。非線形色空間を選択した場合、結果はまだ明確に定義されていますが、外観は、ユーザーの期待に一致しない場合があります。

透明なイメージングモデルの注記5Implementationsは合成演算中に累積グループ結果に色を表すにできるだけ精度として使用します。丸め誤差の蓄積を最小化し、線形グループの色空間の使用に起因する追加的なエラーを回避するために、より高い精度は、典型的には、元のソースデータ又は最終ラスタライズ結果のいずれかを表すために使用されるよりも、中間結果のために必要とされます。

グループのカラースペース-かどうかを明示的に指定または親から継承されたCIEベースのグループが-されている場合は、オブジェクトを塗装するためのデバイス色空間の任意の使用は、特別な治療を受けなければなりません。 CIEベースの色空間に変換するための一般的に定義された方法が存在しないので、デバイスの色は、そのような基に直接塗装することができません。この問題は、次の場合に発生します：
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• DeviceGray, DeviceRGB, and DeviceCMYK colour spaces, unless remapped to default CIE-based 
colour spaces (see “Default Colour Spaces”) 

• Operators (such as rg) that specify a device colour space implicitly, unless that space is remapped 

• Special colour spaces whose base or underlying space is a device colour space, unless that space is 
remapped 

The default colour space remapping mechanism should always be employed when defining a transparency 
group whose colour space is CIE-based. If a device colour is specified and is not remapped, it shall be 
converted to the CIE-based colour space in an implementation-dependent fashion, producing unpredictable 
results.

NOTE 6 The foregoing restrictions do not apply if the group’s colour space is implicitly converted to DeviceCMYK, as 
discussed in “Implicit Conversion of CIE-Based Colour Spaces”. 

11.7.3 Spot Colours and Transparency

The foregoing discussion of colour spaces has been concerned with process colours—those produced by 
combinations of an output device’s process colorants. Process colours may be specified directly in the device’s 
native colour space (such as DeviceCMYK), or they may be produced by conversion from some other colour 
space, such as a CIE-based (CalRGB or ICCBased) space. Whatever means is used to specify them, process 
colours shall be subject to conversion to and from the group’s colour space. 

A spot colour is an additional colour component, independent of those used to produce process colours. It may 
represent either an additional separation to be produced or an additional colorant to be applied to the 
composite page (see “Separation Colour Spaces” and “DeviceN Colour Spaces”). The colour component value, 
or tint, for a spot colour specifies the concentration of the corresponding spot colorant. Tints are conventionally 
represented as subtractive, rather than additive, values. 

Spot colours are inherently device-dependent and are not always available. In the opaque imaging model, each 
use of a spot colour component in a Separation or DeviceN colour space is accompanied by an alternate 
colour space and a tint transformation function for mapping tint values into that space. This enables the colour 
to be approximated with process colorants when the corresponding spot colorant is not available on the device. 

Spot colours can be accommodated straightforwardly in the transparent imaging model (except for issues 
relating to overprinting, discussed in “Overprinting and Transparency”). When an object is painted transparently 
with a spot colour component that is available in the output device, that colour shall be composited with the 
corresponding spot colour component of the backdrop, independently of the compositing that is performed for 
process colours. A spot colour retains its own identity; it shall not be subject to conversion to or from the colour 
space of the enclosing transparency group or page. If the object is an element of a transparency group, one of 
two things shall happen: 

• The group shall maintain a separate colour value for each spot colour component, independently of the 
group’s colour space. In effect, the spot colour passes directly through the group hierarchy to the device, 
with no colour conversions performed. However, it shall still be subject to blending and compositing with 
other objects that use the same spot colour. 

• The spot colour shall be converted to its alternate colour space. The resulting colour shall then be subject 
to the usual compositing rules for process colours. In particular, spot colours shall not be available in a 
transparency group XObject that is used to define a soft mask; the alternate colour space shall always be 
substituted in that case. 

Only a single shape value and opacity value shall be maintained at each point in the computed group results; 
they shall apply to both process and spot colour components. In effect, every object shall be considered to 
paint every existing colour component, both process and spot. Where no value has been explicitly specified for 
a given component in a given object, an additive value of 1.0 (or a subtractive tint value of 0.0) shall be 
assumed. For instance, when painting an object with a colour specified in a DeviceCMYK or ICCBased colour 
space, the process colour components shall be painted as specified and the spot colour components shall be 
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•DeviceGray、DeviceRGBで、及びDeviceCMYK色空間、CIEベースのカラースペースをデフォルトに再マッピングしない限り、（「既定の色空間」を参照してください）

•そのスペースが再マップされない限り、暗黙的にデバイス色空間を指定する（例えばRGなど）演算子

•そのベースまたは基礎スペースデバイス色空間で特別な色空間、そのスペースが再マップされない限りは、

その色空間CIEベースの透明基を定義する際に、デフォルトの色空間の再マッピングメカニズムは、常に使用されるべきです。デバイス色が指定され、再マッピングされていない場合、それは予期しない結果を生成する、実装依存様式でCIEベースの色空間に変換しなければなりません。

「CIEベースのカラースペースの暗黙的な変換」で説明したように、グループの色空間は暗黙のうちに、DeviceCMYKに変換されている場合注6上記の制限は適用されません。

11.7.3スポットカラーと透明性

色空間の前述の議論は、プロセスカラー、これらの出力デバイスのプロセス着色剤の組み合わせによって生成さに関係されています。プロセスカラーは、（DeviceCMYKとして）デバイスの固有の色空間で直接指定することができる、またはそれらは、CIEベース（CalRGBまたはICCBased）空間のようないくつかの他の色空間の変換、によって製造することができます。それらを指定するために使用されるどのような手段で、プロセスカラーは、グループの色空間へとからの変換を受けなければなりません。

スポットカラーは、生産プロセスカラーに使用されるものとは独立して、追加の色成分です。これは、製造される付加的な分離または複合ページに適用される付加的な着色剤（「分離カラースペース」と「DeviceNのカラースペース」を参照）のいずれかを表すことができます。スポットカラーの色成分値、または色合いは、対応するスポットの着色剤の濃度を特定します。色合いは、従来減法ではなく、添加物、値として表されます。

スポットカラーは、本質的に、デバイスに依存しており、常に利用可能ではありません。不透明なイメージングモデルにおいて、分離またはDeviceNの色空間におけるスポットカラー成分の各々の使用は、代替色空間とその空間にマッピングする色合い値の色合い変換機能を伴います。これは、対応するスポットの着色剤がデバイスで利用できないときに色がプロセス着色剤を用いて近似されることを可能にします。

スポットカラーは、（「オーバープリントと透明性」で説明した、オーバープリントに関連する問題を除く）透明なイメージングモデルに直接的に収容することができます。オブジェクトを出力装置に利用可能であるスポットカラー成分と透過的に描かれている場合、その色は、独立して、プロセスカラーに対して行われる合成の、背景の対応するスポットカラー成分と合成しなければなりません。スポットカラーは、独自のアイデンティティを保持しています。それは封入透明基またはページの色空間への又はからの変換の対象とはなりません。オブジェクトが透明度グループの要素である場合には、2つのいずれかが起こるものとします。

•グループは、独立して、グループの色空間の、各スポットの色成分のために別々のカラー値を維持しなければなりません。実際には、スポットカラーは行わない色変換と、デバイスへグループ階層を介して直接通過します。しかし、それはまだブレンドと同じスポットカラーを使用し、他のオブジェクトとの合成を受けなければなりません。

•スポットカラーは、その代替色空間に変換されなければなりません。得られた色は、プロセスカラーのための通常の合成ルールに従わなければなりません。具体的には、スポットカラーは、ソフトマスクを定義するために使用される透明基のXObjectで利用可能であってはなりません。代替色空間は、常にそのような場合には置換されなければなりません。

単一の形状値と不透明度値が計算され、グループ結果の各ポイントで維持されなければなりません。彼らは、プロセスとスポットカラー成分の両方に適用しなければなりません。実際には、すべてのオブジェクトは、すべての既存の色成分、プロセス、スポットの両方をペイントするために考慮しなければなりません。値が明示的に指定されたオブジェクトの指定されたコンポーネントの指定されていない場合、1.0の加法値（または0.0の減法色合い値）を仮定しなければなりません。 DeviceCMYKまたはICCBased色空間で指定された色を持つオブジェクトをペイントするとき、例えば、プロセスカラー成分が指定されるように塗装しなければならないとスポットカラーコンポーネントがなければなりません
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painted with an additive value of 1.0. Likewise, when painting an object with a colour specified in a Separation
colour space, the named spot colour shall be painted as specified and all other components (both process 
colours and other spot colours) shall be painted with an additive value of 1.0. The consequences of this are 
discussed in 11.7.4, "Overprinting and Transparency."

Under the opaque imaging model, a Separation or DeviceN colour space may specify the individual process 
colour components of the output device, as if they were spot colours. However, within a transparency group, 
this should be done only if the group inherits the native colour space of the output device (or is implicitly 
converted to DeviceCMYK, as discussed in 8.6.5.7, "Implicit Conversion of CIE-Based Colour Spaces"). If any 
other colour space has been specified for the group, the Separation or DeviceN colour space shall be 
converted to its alternate colour space.

NOTE In general, within a transparency group containing an explicitly-specified colour space, the group's process 
colour components are different from the device's process colour components. Conversion to the device's 
process colour components occurs only after all colour compositing computations for the group have been 
completed. Consequently, the device's process colour components are not accessible within the group. 
 
For instance, outside of any transparency group, a device whose native colour space is DeviceCMYK has a 
Cyan component that may be specified in a Separation or DeviceN colour space. On the other hand, within a 
transparency group whose colour space is ICCBased, the group has no Cyan component available to be 
painted.

11.7.4 Overprinting and Transparency

11.7.4.1 General

In the opaque imaging model, overprinting is controlled by two parameters of the graphics state: the overprint 
parameter and the overprint mode (see “Overprint Control”). Painting an object causes some specific set of 
device colorants to be marked, as determined by the current colour space and current colour in the graphics 
state. The remaining colorants shall be either erased or left unchanged, depending on whether the overprint 
parameter is false or true. When the current colour space is DeviceCMYK, the overprint mode parameter 
additionally enables this selective marking of colorants to be applied to individual colour components according 
to whether the component value is zero or nonzero. 

NOTE 1 Because this model of overprinting deals directly with the painting of device colorants, independently of the 
colour space in which source colours have been specified, it is highly device-dependent and primarily 
addresses production needs rather than design intent. Overprinting is usually reserved for opaque colorants or 
for very dark colours, such as black. It is also invoked during late-stage production operations such as trapping 
(see “Trapping Support”), when the actual set of device colorants has already been determined. 

NOTE 2 Consequently, it is best to think of transparency as taking place in appearance space, but overprinting of 
device colorants in device space. This means that colorant overprint decisions should be made at output time, 
based on the actual resultant colorants of any transparency compositing operation. On the other hand, effects 
similar to overprinting can be achieved in a device-independent manner by taking advantage of blend modes, 
as described in the next sub-clause. 

11.7.4.2 Blend Modes and Overprinting

As stated in 11.7.3, "Spot Colours and Transparency," each graphics object that is painted shall affect all 
existing colour components: all process colorants in the transparency group’s colour space as well as any 
available spot colorants. For colour components whose value has not been specified, a source colour value of 
1.0 shall be assumed; when objects are fully opaque and the Normal blend mode is used, this shall have the 
effect of erasing those components. This treatment is consistent with the behaviour of the opaque imaging 
model with the overprint parameter set to false. 

The transparent imaging model defines some blend modes, such as Darken, that can be used to achieve 
effects similar to overprinting. The blend function for Darken is 

B cb cs,( ) min cb cs,( )=
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1.0の加法値で塗装。 Separationcolour空間で指定された色を持つオブジェクトをペイントするときに指定し、他のすべてのコンポーネント（プロセスカラーと他のスポットカラーの両方）が1.0の加法値で塗装しなければならないように、同様に、名前のスポットカラーが塗らなければなりません。これの結果は、「オーバープリントと透明性。」、11.7.4で説明されています

それらはスポットカラーであるかのように不透明なイメージングモデルの下で、分離またはDeviceNの色空間は、出力デバイスの個々のプロセス色成分を指定することができます。しかし、透明基の範囲内で、このグループは、出力デバイスの固有の色空間を継承（または8.6.5.7で論じたように、暗黙的に「CIEベースの色空間の暗黙的な変換」、DeviceCMYKに変換された）場合にのみ行われるべき。他の色空間は、グループに指定されている場合、分離またはDeviceNの色空間は、その代替の色空間に変換しなければなりません。

一般的注意、明示的に指定された色空間を含む透明基内に、グループのプロセス色成分は、デバイスのプロセス色成分とは異なります。デバイスのプロセス色成分への変換は、グループの計算を合成するすべての色が完了した後にのみ起こります。その結果、デバイスのプロセスカラーコンポーネントはグループ内でアクセスすることはできません。例えば、任意の透明基、母国色空間DeviceCMYKで分離またはDeviceNの色空間で指定されてもよいシアン成分を有する装置の外部。一方、その色空間ICCBasedある透明基内に、基が塗装されるべき利用可能なシアン成分を有していません。

11.7.4オーバープリントと透明性

11.7.4.1一般的な

不透明なイメージングモデルでは、オーバープリントは、グラフィックス状態の二つのパラメータによって制御される：オーバープリントパラメータとオーバープリントモード（「オーバープリント制御」を参照）。オブジェクトをペイントすると、現在の色空間とグラフィックス状態の現在の色によって決定されるようデバイス着色剤のいくつかの特定のセットは、マークさせます。残りの着色剤は、いずれかの消去やオーバープリントパラメータが偽または真であるかどうかに応じて、変更されないままされなければなりません。現在の色空間がDeviceCMYKである場合、オーバープリントモードパラメータは、さらに、着色剤のマーキングこの選択は、コンポーネント値がゼロ又は非ゼロであるか否かに応じて個々の色成分に適用されることを可能にします。

注1デバイスの着色剤の絵と直接取引をオーバープリントのこのモデルは、独立して、ソースの色が指定された色空間の、それは、デバイスに依存しており、主にアドレスの生産ではなく、設計意図よりも必要とするため。オーバープリントは、通常、不透明な着色剤または黒のような非常に暗い色のために予約されています。また、そのようなデバイスの着色剤の実際のセットが既に決定されている場合、（「トラップのサポート」を参照）トラップとして後期生産作業中に呼び出されます。

NOTE 2Consequently、それは外観のスペースで行われているが、デバイス空間のデバイスの着色剤のオーバープリントと透明性を考えるのがベストです。オーバープリントの決定を着色剤この手段は、任意の透明性合成操作の実際の結果着色料をもとに、出力時になされるべきです。次の副節で説明したように一方、オーバープリントと同様の効果は、ブレンドモードを利用することによって、デバイスに依存しない方法で達成することができます。

11.7.4.2ブレンドモードとオーバープリント

透明グループの色空間内のすべてのプロセス着色剤ならびに任意の利用可能スポットの着色剤：11.7.3で述べたように、「スポットカラーと透明性は、」ペイントされた各グラフィックスオブジェクトは、既存のすべての色成分に影響を与えるものとします。 ;その値が1.0のソース色値を想定しなければならない、指定されていない色成分についてオブジェクトが完全に不透明であり、通常のブレンドモードを使用する場合、これは、これらのコンポーネントを消去する効果を有するものとします。この処理は、falseにオーバープリントパラメータセットを使って、不透明なイメージングモデルの動作と一致しています。

透明なイメージングモデルは、オーバープリントと同様の効果を達成するために使用することができるよう暗くなどのいくつかのブレンドモードを定義します。暗く用ブレンド機能があります

B CB CS、（）分CB CS、（）=
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In this blend mode, the result of compositing shall always be the same as the backdrop colour when the source 
colour is 1.0, as it is for all unspecified colour components. When the backdrop is fully opaque, this shall leave 
the result colour unchanged from that of the backdrop. This is consistent with the behaviour of the opaque 
imaging model with the overprint parameter set to true. 

If the object or backdrop is not fully opaque, the actions described previously are altered accordingly. That is, 
the erasing effect shall be reduced, and overprinting an object with a colour value of 1.0 may affect the result 
colour. While these results may or may not be useful, they lie outside the realm of the overprinting and erasing 
behaviour defined in the opaque imaging model. 

When process colours are overprinted or erased (because a spot colour is being painted), the blending 
computations described previously shall be done independently for each component in the group’s colour 
space. If that space is different from the native colour space of the output device, its components are not the 
device’s actual process colorants; the blending computations shall affect the process colorants only after the 
group’s results have been converted to the device colour space. Thus the effect is different from that of 
overprinting or erasing the device’s process colorants directly. On the other hand, this is a fully general 
operation that works uniformly, regardless of the type of object or of the computations that produced the source 
colour. 

NOTE 1 The discussion so far has focused on those colour components whose values are not specified and that are to 
be either erased or left unchanged. However, the Normal or Darken blend modes used for these purposes 
may not be suitable for use on those components whose colour values are specified. In particular, using the 
Darken blend mode for such components would preclude overprinting a dark colour with a lighter one. 
Moreover, some other blend mode may be specifically desired for those components. 

The PDF graphics state specifies only one current blend mode parameter, which shall always apply to process 
colorants and sometimes to spot colorants as well. Specifically, only separable, white-preserving blend modes 
shall be used for spot colours. If the specified blend mode is not separable and white-preserving, it shall apply 
only to process colour components, and the Normal blend mode shall be substituted for spot colours. 

A blend mode is white-preserving if its blend function B has the property that B (1.0, 1.0) = 1.0. 

NOTE 2 Of the standard separable blend modes listed in Table 136 in 11.3.5, "Blend Mode," all except Difference and 
Exclusion are white-preserving. This ensures that when objects accumulate in an isolated transparency 
group, the accumulated values for unspecified components remain 1.0 as long as only white-preserving blend 
modes are used. The group’s results can then be overprinted using Darken (or other useful modes) while 
avoiding unwanted interactions with components whose values were never specified within the group. 

11.7.4.3 Compatibility with Opaque Overprinting

Because the use of blend modes to achieve effects similar to overprinting does not make direct use of the 
overprint control parameters in the graphics state, such methods are usable only by transparency-aware 
applications. For compatibility with the methods of overprint control used in the opaque imaging model, a 
special blend mode, CompatibleOverprint, is provided that consults the overprint-related graphics state 
parameters to compute its result. This mode shall apply only when painting elementary graphics objects (fills, 
strokes, text, images, and shadings). It shall not be invoked explicitly and shall not be identified by any PDF 
name object; rather, it shall be implicitly invoked whenever an elementary graphics object is painted while 
overprinting is enabled (that is, when the overprint parameter in the graphics state is true). 

NOTE 1 Earlier designs of the transparent imaging model included an additional blend mode named Compatible, 
which explicitly invoked the CompatibleOverprint blend mode described here. Because CompatibleOverprint is 
now invoked implicitly whenever appropriate, it is never necessary to specify the Compatible blend mode for 
use in compositing. 

The Compatible blend mode shall be treated as equivalent to Normal. 

The value of  the blend function B (cb , cs ) in the CompatibleOverprint mode shall be either cb or cs , depending 
on the setting of the overprint mode parameter, the current and group colour spaces, and the source colour 
value cs : 
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それは、すべての不特定の色成分のためのものであるように、ソース色は、1.0である場合、このブレンドモードでは、合成の結果は常に背景色と同じでなければなりません。背景には、完全に不透明である場合には、これは背景のものと変わらない結果の色を残すものとします。これがtrueにオーバープリントパラメータセットを使って、不透明なイメージングモデルの動作と一致しています。

オブジェクトや背景は完全に不透明でない場合は、前述のアクションがそれに応じて変更されます。すなわち、消去効果が低下し、結果の色に影響を与える可能性が1.0のカラー値を持つオブジェクトをオーバープリントされなければならない、です。これらの結果は、または有用であってもなくてもよいが、それらは外部不透明イメージングモデルで定義されたオーバープリント及び消去動作の領域に位置します。

プロセスカラーを重ね刷りまたは（スポットカラーが塗られているため）が消去される場合、ブレンドの計算は、前述のグループの色空間における各成分について独立に行われなければなりません。その空間は、出力デバイスの固有の色空間と異なる場合、そのコンポーネントは、デバイスの実際のプロセス着色剤ではありません。ブレンディングの計算は、グループの業績は、デバイス色空間に変換された後にのみ、プロセス・着色料に影響を与えるものとします。このような効果は、直接デバイスのプロセス着色剤をオーバープリントまたは消去とは異なります。一方、このことは、オブジェクトまたはソースカラーを生成計算の種類にかかわらず、均一に動作し、完全に一般的な動作です。

注1議論はこれまでに、値が指定されていないとされているか、消去または変更されないままにすることが、これらの色成分に焦点を当てています。しかしながら、これらの目的のために使用される通常の又は暗くブレンドモードは、カラー値指定されているこれらのコンポーネントで使用するのに適しないかもしれません。特に、そのようなコンポーネントの暗くブレンドモードを使用するライター一つに暗い色をオーバープリント妨げます。また、いくつかの他のブレンドモードは、具体的には、これらのコンポーネントのために所望されてもよいです。

PDFグラフィック状態の指定、常にプロセスの着色剤に適用されるものとし、時にはうまくなどの着色剤を発見する唯一の現在のブレンドモードパラメータを、。具体的には、唯一の分離、白の保存ブレンドモードは、スポットカラーを使用しなければなりません。指定されたブレンドモードは分離可能と白の保存されていない場合、それはプロセスカラーコンポーネントにのみ適用されるもの、および通常ブレンドモードは、スポットカラーの代わりにされなければなりません。

そのブレンド関数BがB（1.0、1.0）= 1.0という性質を持っている場合ブレンドモードは、白色保存です。

11.3.5表136に記載されている標準の分離可能なブレンドモードのNOTE 2、「ブレンドモード」の違いと除外を除くすべてが白保存されています。オブジェクトは、単離された透明基に蓄積すると、不特定の構成要素の累積値が長いだけ白保存ブレンドモードが使用される限り1.0のままであること、この保証します。値のグループ内で指定されなかった成分との望ましくない相互作用を回避しながら、グループの結果は、暗く（または他の有用なモード）を使用して重ね刷りすることができます。

不透明なオーバープリントと11.7.4.3の互換性

オーバープリントと同様の効果を達成するためのブレンドモードの使用は、グラフィックス状態でのオーバープリント制御パラメータを直接使用することはありませんので、そのような方法は、透明性対応のアプリケーションで使用可能です。不透明なイメージングモデルにおいて使用されるオーバープリント制御方法との互換性のために、特別なブレンドモード、CompatibleOverprintは、調べオーバープリントに関連するグラフィック状態パラメータがその結果を計算することが提供されます。基本グラフィックスオブジェクト（塗り、線、テキスト、画像、および陰影）を塗装する場合にのみ、このモードを適用しなければなりません。これは、明示的に呼び出されてはならないし、任意のPDF名オブジェクトによって識別されるものではありません。むしろ、それは暗黙的にオーバープリントがイネーブルされている間、基本グラフィックスオブジェクトが描画されるたびに呼び出されなければならない（すなわち、グラフィックス状態でオーバープリントパラメータがtrueである場合）。

透明イメージングモデルの注1以前の設計では、明示的にCompatibleOverprintブレンドモードは、ここで説明呼び出さ互換性という追加のブレンドモードを、含まれていました。いつでも適切なCompatibleOverprintが今暗黙的に呼び出されるので、合成に使用するために互換性のあるブレンドモードを指定する必要はありません。

CompatibleOverprintモードでブレンド関数B（CB、CS）の値は、オーバープリントモードパラメータは、現在のグループの色空間、及びソース色値Csの設定に応じて、CB又はCSのいずれかでなければなりません。
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• If the overprint mode is 1 (nonzero overprint mode) and the current colour space and group colour space 
are both DeviceCMYK, then process colour components with nonzero values shall replace the 
corresponding component values of the backdrop; components with zero values leave the existing 
backdrop value unchanged. That is, the value of the blend function B (cb , cs ) shall be the source 
component cs for any process (DeviceCMYK) colour component whose (subtractive) colour value is 
nonzero; otherwise it shall be the backdrop component cb . For spot colour components, the value shall 
always be cb . 

• In all other cases, the value of B (cb , cs ) shall be cs for all colour components specified in the current colour 
space, otherwise cb . 

EXAMPLE 1 If the current colour space is DeviceCMYK or CalRGB, the value of the blend function is cs for process 
colour components and cb for spot components. On the other hand, if the current colour space is a 
Separation space representing a spot colour component, the value is cs for that spot component and cb
for all process components and all other spot components. 

NOTE 2 In the previous descriptions, the term current colour space refers to the colour space used for a painting 
operation. This may be specified by the current colour space parameter in the graphics state (see “Colour 
Values”), implicitly by colour operators such as rg (“Colour Operators”), or by the ColorSpace entry of an 
image XObject (“Image Dictionaries”). In the case of an Indexed space, it refers to the base colour space (see 
“Indexed Colour Spaces”); likewise for Separation and DeviceN spaces that revert to their alternate colour 
space, as described under “Separation Colour Spaces” and “DeviceN Colour Spaces”. 

If the current blend mode when CompatibleOverprint is invoked is any mode other than Normal, the object 
being painted shall be implicitly treated as if it were defined in a non-isolated, non-knockout transparency group 
and painted using the CompatibleOverprint blend mode. The group’s results shall then be painted using the 
current blend mode in the graphics state. 

NOTE 3 It is not necessary to create such an implicit transparency group if the current blend mode is Normal; simply 
substituting the CompatibleOverprint blend mode while painting the object produces equivalent results. There 
are some additional cases in which the implicit transparency group can be optimized out. 

EXAMPLE 2 Figure L.20 in Annex L shows the effects of all four possible combinations of blending and overprinting, 
using the Screen blend mode in the DeviceCMYK colour space. The label “overprint enabled” means 
that the overprint parameter in the graphics state is true and the overprint mode is 1. In the upper half of 
the figure, a light green oval is painted opaquely (opacity = 1.0) over a backdrop shading from pure yellow 
to pure magenta. In the lower half, the same object is painted with transparency (opacity = 0.5). 

11.7.4.4 Special Path-Painting Considerations

The overprinting considerations discussed in 11.7.4.3, "Compatibility with Opaque Overprinting," also affect 
those path-painting operations that combine filling and stroking a path in a single operation. These include the 
B, B*, b, and b* operators (see “Path-Painting Operators”) and the painting of glyphs with text rendering mode 
2 or 6 (“Text Rendering Mode”). For transparency compositing purposes, the combined fill and stroke shall be 
treated as a single graphics object, as if they were enclosed in a transparency group. This implicit group is 
established and used as follows: 

• If overprinting is enabled (the overprint parameter in the graphics state is true) and the current stroking 
and nonstroking alpha constants are equal, a non-isolated, non-knockout transparency group shall be 
established. Within the group, the fill and stroke shall be performed with an alpha value of 1.0 but with the 
CompatibleOverprint blend mode. The group results shall then be composited with the backdrop, using the 
originally specified alpha and blend mode. 

• In all other cases, a non-isolated knockout group shall be established. Within the group, the fill and stroke 
shall be performed with their respective prevailing alpha constants and the prevailing blend mode. The 
group results shall then be composited with the backdrop, using an alpha value of 1.0 and the Normal
blend mode. 
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•オーバープリントモード1（非ゼロオーバープリントモード）の場合、現在の色空間とグループ色空間の両方DeviceCMYKは、次いで、非ゼロ値を有する色成分を処理している背景の対応する成分の値を交換しなければなりません。ゼロ値を持つ要素は、既存の背景値は変更しないままにしておきます。すなわち、ブレンド関数B（CB、CS）の値は、任意のプロセスのためのソースコンポーネントCS（DeviceCMYK）その（減法）のカラー値がゼロでない色成分でなければならない、です。それ以外の場合は、背景成分Cbしなければなりません。スポットカラーコンポーネントの場合、値は常にCBでなければなりません。

•他のすべての場合で、B（CB、CS）の値は、そうでなければ、現在の色空間で指定されたすべての色成分についてCB、CSとします。

（実施例1）現在の色空間がDeviceCMYKまたはCalRGBある場合、ブレンド関数の値は、プロセスカラー成分とスポットコンポーネントのCBのためのCSです。現在の色空間は、スポットカラー成分を表す分離空間である一方、その値は、CSは、そのスポット成分およびすべてのプロセスコンポーネントと他のすべてのスポット・コンポーネントcbforあります。

前の説明で注記2は、用語現在の色空間は、塗装作業のために使用される色空間のことをいいます。これは、暗黙的に、そのようなRG（「カラー演算子」）のような色のオペレータによって、又は画像のXObject（「画像辞書」ののColorSpaceエントリで、（「カラー値」を参照）、グラフィックス状態で現在の色空間パラメータによって指定されてもよいです）。インデックス空間の場合には、（「インデックスカラースペース」を参照）ベースの色空間を指します。同様に、「分離カラースペース」と「DeviceNのカラースペース」の下に記載されているように、代替の色空間に戻し、分離及びDeviceNのスペースの。

現在のブレンドモードならCompatibleOverprintが呼び出されたときに、通常よりも他の任意のモードであり、それは非絶縁型、非ノックアウト透明グループで定義されCompatibleOverprintブレンドモードを使用して描かれたかのように、塗装されているオブジェクトは、暗黙的に扱われなければなりません。グループの結果は、グラフィックス状態の現在のブレンドモードを使用して塗装されなければなりません。

実施例付属書L 2図L.20はDeviceCMYK色空間における画面ブレンドモードを使用して、ブレンドおよびオーバープリントの4つのすべての可能な組み合わせの効果を示します。純粋から背景シェーディング上手段を「有効オーバープリント」ラベルは、グラフィックス状態でオーバープリントパラメータが真であることとオーバープリントモードは、図の上半分に1である、薄緑色の楕円形の不透明塗装され（不透明度= 1.0）純粋なマゼンタ、イエロー。下半分では、同一のオブジェクトが透明（不透明度= 0.5）で塗装されています。

11.7.4.4特殊なパス、絵画の考慮事項

オーバープリントの考察は、「不透明なオーバープリントとの互換性は、」単一の操作でパスを充填し、なでる組み合わせたものをパス塗装動作に影響を与え、11.7.4.3で議論しました。これらはB、B *、B、aとb *演算子（「パス・絵画演算子」を参照）、テキストのレンダリングモード2または6（「テキストのレンダリングモード」）とのグリフの絵が含まれます。それらは、透明基で囲まれたかのように透明合成の目的のために、合成フィルとストロークは、単一のグラフィックオブジェクトとして扱われなければなりません。次のようにこの暗黙のグループが確立され、使用されます。

•有効になっているオーバープリント場合（グラフィック状態でオーバープリントパラメータが真）と現在のストロークとは、α定数が等しいnonstroking、非絶縁型、非ノックアウト透明基が確立されなければなりません。グループ内で、フィルとストロークは1.0のアルファ値を有するがCompatibleOverprintブレンドモードで実行されなければなりません。グループの結果は、その後、最初に指定アルファブレンドモードを使用して、背景と合成しなければなりません。

•その他のすべてのケースでは、非絶縁ノックアウトグループが確立されなければなりません。グループ内で、フィルとストロークは、それぞれの支配的なアルファ定数と優勢ブレンドモードで実行されなければなりません。グループの結果は、1.0のアルファ値とNormalblendモードを使用して、背景と合成しなければなりません。
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NOTE 1 In the case of showing text with the combined filling and stroking text rendering modes, this behaviour is 
independent of the text knockout parameter in the graphics state (see “Text Knockout”). 

NOTE 2 The purpose of these rules is to avoid having a non-opaque stroke composite with the result of the fill in the 
region of overlap, which would produce a double border effect that is usually undesirable. The special case 
that applies when the overprint parameter is true is for backward compatibility with the overprinting behavior of 
the opaque imaging model. If a desired effect cannot be achieved with a combined filling and stroking operator 
or text rendering mode, it can be achieved by specifying the fill and stroke with separate path objects and an 
explicit transparency group. 

NOTE 3 Overprinting of the stroke over the fill does not work in the second case described previously (although either 
the fill or the stroke can still overprint the backdrop). Furthermore, if the overprint graphics state parameter is 
true, the results are discontinuous at the transition between equal and unequal values of the stroking and 
nonstroking alpha constants. For this reason, it is best not to use overprinting for combined filling and stroking 
operations if the stroking and nonstroking alpha constants are being varied independently. 

11.7.4.5 Summary of Overprinting Behaviour

Tables 148 and 149 summarize the overprinting and erasing behaviour in the opaque and transparent imaging 
models, respectively. Table 148 shows the overprinting rules used in the opaque model, as described in 
“Overprint Control”. Table 149 shows the equivalent rules as implemented by the CompatibleOverprint blend 
mode in the transparent model. The names OP and OPM in the tables refer to the overprint and overprint mode 
parameters of the graphics state. 

Table 148 –  Overprinting behavior in the opaque imaging model  

 
Source colour 
space

 
Affected colour 
component

Effect on colour component

OP false OP true,
OPM 0

OP true, 
OPM 1

DeviceCMYK, 
specified directly, 
not in a sampled 
image

C, M, Y, or K Paint source Paint source Paint source 
if ≠ 0.0

Do not paint if = 0.0

Process colorant 
other than CMYK

Paint source Paint source Paint source

Spot colorant Paint 0.0 Do not paint Do not paint

Any process colour 
space (including 
other cases of 
DeviceCMYK)

Process colorant Paint source Paint source Paint source

Spot colorant Paint 0.0 Do not paint Do not paint

Separation or 
DeviceN

Process colorant Paint 0.0 Do not paint Do not paint

Spot colorant 
named in source 
space

Paint source Paint source Paint source

Spot colorant not 
named in source 
space

Paint 0.0 Do not paint Do not paint
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複合充填してテキストを表示し、テキストのレンダリングモードをストロークの場合、この動作は、グラフィックス状態のテキストノックアウトパラメータとは無関係であることに注意1（「テキストノックアウト」を参照）。

これらのルールのメモ2Theの目的は、通常、望ましくない二重枠の効果を生成する重複領域内の充填の結果と非不透明ストローク複合体を回避することです。オーバープリントパラメータがtrueの場合に適用される特別なケースでは、不透明なイメージングモデルの重ね印刷動作との下位互換性のためです。所望の効果を合わせ充填ストロークオペレータまたはテキストのレンダリングモードを用いて達成することができない場合、それはフィルとストローク別パスオブジェクトで明示的な透明度グループを指定することによって達成することができます。

（塗りまたは線のどちらかはまだ背景を重ね刷りすることができるが）第二の場合は、前述に充填オーバーストロークの注記3Overprintingは動作しません。オーバープリントグラフィック状態パラメータがtrueの場合さらに、結果は、ストロークの等しいと等しくない値とnonstrokingアルファ定数との間の遷移に不連続です。このため、ストロークおよびアルファ定数をnonstrokingは、独立して変化させている場合の複合充填するためのオーバープリントと操作をなでる使用しないことが最良です。

オーバープリント行動の11.7.4.5概要

テーブル148および149は、それぞれ、不透明及び透明なイメージングモデルにおけるオーバープリント及び消去動作を要約します。テーブル148が示す「オーバープリント制御」で説明したように、不透明なモデルで使用されるオーバープリントルール。テーブル149が示す透明モデルにおけるCompatibleOverprintブレンドモードによって実装される等価なルール。テーブルの名前OPとOPMは、グラフィック状態のオーバープリントとオーバープリントモードパラメータを参照してください。

色成分への影響

OP偽OP真、OPM 0OP真、OPM 1

DeviceCMYKはなく、サンプリングされた画像に、直接指定しました

C、M、Y、または= 0.0場合≠0.0Doがペイントされていない場合Kは、ソースペイントソースペイントソースペイント

CMYKPaintソースペイントソースペイント源以外のプロセス着色剤

塗らないでください塗らないでください着色塗料0.0を見抜きます

（DeviceCMYKの他の場合を含む）任意のプロセスカラー空間

着色ペイントソースペイントソースペイントソースを処理

塗らないでください塗らないでください着色塗料0.0を見抜きます

分離またはDeviceNProcessは0.0は塗らないでください塗らないでくださいペイント着色剤

ソース空間で指定されたスポットの着色剤

ソースペイントソースペイントソースをペイント

スポット着色剤ソース空間に名前が付けられていません

0.0は塗らないでください塗らないでくださいペイント
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Colour component values are represented in these tables as subtractive tint values because overprinting is 
typically applied to subtractive colorants such as inks rather than to additive ones such as phosphors on a 
display screen. The CompatibleOverprint blend mode is therefore described as if it took subtractive arguments 
and returned subtractive results. In reality, however, CompatibleOverprint (like all blend modes) shall treat 
colour components as additive values; subtractive components shall be complemented before and after 
application of the blend function. 

NOTE 1 This note describes an important difference between Table 148 and Table 149. In Table 148, the process 
colour components being discussed are the actual device colorants—the colour components of the output 
device’s native colour space (DeviceGray, DeviceRGB, or DeviceCMYK). In Table 149, the process colour 
components are those of the group’s colour space, which is not necessarily the same as that of the output 
device (and can even be something like CalRGB or ICCBased). For this reason, the process colour 
components of the group colour space cannot be treated as if they were spot colours in a Separation or 
DeviceN colour space (see “Spot Colours and Transparency”). This difference between opaque and 
transparent overprinting and erasing rules arises only within a transparency group (including the page group, if 
its colour space is different from the native colour space of the output device). There is no difference in the 
treatment of spot colour components. 

NOTE 2 Table 149 has one additional row at the bottom. It applies when painting an object that is a transparency group 
rather than an elementary object (fill, stroke, text, image, or shading). As stated in 11.7.3, "Spot Colours and 
Transparency," a group is considered to paint all colour components, both process and spot. Colour 
components that were not explicitly painted by any object in the group have an additive colour value of 1.0 
(subtractive tint 0.0). Since no information is retained about which components were actually painted within the 
group, compatible overprinting is not possible in this case; the CompatibleOverprint blend mode reverts to 
Normal, with no consideration of the overprint and overprint mode parameters. A transparency-aware 
conforming writer can choose a more suitable blend mode, such as Darken, to produce an effect similar to 
overprinting. 

Table 149 –  Overprinting behavior in the transparent imaging model  

 
Source color space

Affected colour 
component of 
group colour 
space

Value of blend function B (cb , cs ) expressed as tint

OP false OP true, 
OPM 0

OP true, 
OPM 1

DeviceCMYK, 
specified directly, 
not in a sampled 
image

C, M, Y, or K cs cs cs if cs ≠ 0.0
cb if cs = 0.0

Process colour 
component other 
than CMYK

cs cs cs

Spot colorant cs (= 0.0) cb cb

Any process colour 
space (including 
other cases of 
DeviceCMYK)

Process colour 
component

cs cs cs

Spot colorant cs (= 0.0) cb cb

Separation or 
DeviceN

Process colour 
component

cs (= 0.0) cb cb

Spot colorant 
named in source 
space

cs cs cs

Spot colorant not 
named in source 
space

cs (= 0.0) cb cb

A group (not an 
elementary object)

All colour 
components

cs cs cs
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オーバープリントは、典型的には、このようなインクとして減法着色するのではなく、表示画面上の蛍光体として添加したものに適用されているため、色成分値はサブトラクティブ色合い値としてこれらの表に示されています。それは、サブトラクティブの引数を取り、減法混色の結果を返したかのようCompatibleOverprintブレンドモードは、したがって、記載されています。しかし、実際には、（すべてのブレンドモードなど）CompatibleOverprintは加法値と色成分を処理しなければなりません。サブトラクティブ・コンポーネントは、ブレンド関数の適用前と後に補完されなければなりません。

注1このメモは、表148および表149のテーブル148との間の重要な違いを説明し、プロセスカラー成分が議論されている実際のデバイスの着色剤、出力デバイスの固有の色空間の色成分（DeviceGray、DeviceRGBで、又はDeviceCMYK）です。表149において、プロセス色成分が必ずしも出力装置と同じではない（さらにCalRGBまたはICCBasedようなものであることができる）グループの色空間のものです。それらが分離またはDeviceNの色空間におけるスポットカラーであるかのようにこのような理由から、グループの色空間のプロセス色成分を処理することができない（「スポットカラーと透明度」を参照）。 （その色空間が出力デバイスの固有の色空間と異なる場合、ページ・グループを含む）不透明と透明オーバープリントと消去ルールとの間のこの違いは、透明基内に生じます。スポットの色成分の治療に違いはありません。

NOTE 2Table 149は、底部に1つの追加の行を有します。透明基ではなく、基本オブジェクト（塗りつぶし、ストローク、テキスト、画像、またはシェーディング）であるオブジェクトを描くときに適用されます。 11.7.3に述べたように、「スポットカラーと透明度、」グループは、全ての色成分、両方のプロセスやスポットをペイントすると考えられています。明示的にグループ内の任意のオブジェクトによって描かれなかった色成分は、1.0の加法色値（減法色合い0.0）を有します。何の情報が、構成要素は、実際にグループ内で描かれたかについて保持されていないため、互換性のオーバープリントは、この場合には不可能です。オーバープリントとオーバープリントモードパラメータを考慮しない通常のCompatibleOverprintブレンドモード戻します。透明性を意識準拠ライターはオーバープリントと同様の効果を生成するために、そのような暗く、より適したブレンドモードを選択することができます。

ブレンド関数B（CB、CS）の値は、色合いとして表現します

OP偽OP真、OPM 0OP真、OPM 1

DeviceCMYKはなく、サンプリングされた画像に、直接指定しました

C、M、Y、又はKcscscs CS≠0.0cb場合、CS = 0.0であれば

CMYK以外のプロセスカラー成分

CSのCSC

スポットの着色剤CS（= 0.0）CBのCB

（DeviceCMYKの他の場合を含む）任意のプロセスカラー空間

CS CS componentcsプロセスカラー

スポットの着色剤CS（= 0.0）CBのCB

分離またはDeviceNProcess色componentcs（= 0.0）CBのCB

ソース空間で指定されたスポットの着色剤

CSのCSC

スポット着色剤ソース空間に名前が付けられていません

CS（= 0.0）CBのCB

グループ（ない基本オブジェクト）すべての色componentscs CS CS
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11.7.5 Rendering Parameters and Transparency

11.7.5.1 General

The opaque imaging model has several graphics state parameters dealing with the rendering of colour: the 
current halftone (see “Halftone Dictionaries”), transfer functions (“Transfer Functions”), rendering intent 
(“Rendering Intents”), and black-generation and undercolor-removal functions (“Conversion from DeviceRGB 
to DeviceCMYK”). All of these rendering parameters may be specified on a per-object basis; they control how a 
particular object is rendered. When all objects are opaque, it is easy to define what this means. But when they 
are transparent, more than one object may contribute to the colour at a given point; it is unclear which 
rendering parameters to apply in an area where transparent objects overlap. At the same time, the transparent 
imaging model should be consistent with the opaque model when only opaque objects are painted. 

There are two categories of rendering parameters that are treated somewhat differently in the presence of 
transparency. In the first category are halftone and transfer functions, which are applied only when the final 
colour at a given point on the page is known. In the second category are rendering intent, black generation, and 
undercolor removal, which are applied whenever colours are converted from one colour space to another.

11.7.5.2 Halftone and Transfer Function

When objects are transparent, rendering of an object does not occur when the object is specified but at some 
later time. Hence, the implementation shall keep track of the halftone and transfer function parameters at each 
point on the page from the time they are specified until the time rendering actually occurs. This means that 
these rendering parameters shall be associated with regions of the page rather than with individual objects.

The halftone and transfer function to be used at any given point on the page shall be those in effect at the time 
of painting the last (topmost) elementary graphics object enclosing that point, but only if the object is fully 
opaque. Only elementary objects shall be relevant; the rendering parameters associated with a group object 
are ignored. The topmost object at any point shall be defined to be the topmost elementary object in the entire 
page stack that has a nonzero object shape value (fj ) at that point (that is, for which the point is inside the 
object). An object shall be considered to be fully opaque if all of the following conditions hold at the time the 
object is painted: 

• The current alpha constant in the graphics state (stroking or nonstroking, depending on the painting 
operation) is 1.0. 

• The current blend mode in the graphics state is Normal (or Compatible, which is treated as equivalent to 
Normal). 

• The current soft mask in the graphics state is None. If the object is an image XObject, there is not an 
SMask entry in its image dictionary. 

• The foregoing three conditions were also true at the time the Do operator was invoked for the group 
containing the object, as well as for any direct ancestor groups. 

• If the current colour is a tiling pattern, all objects in the definition of its pattern cell also satisfy the foregoing 
conditions. 

Together, these conditions ensure that only the object itself shall contribute to the colour at the given point, 
completely obscuring the backdrop. For portions of the page whose topmost object is not fully opaque or that 
are never painted at all, the default halftone and transfer function for the page shall be used. 

If a graphics object is painted with overprinting enabled—that is, if the applicable (stroking or nonstroking) 
overprint parameter in the graphics state is true—the halftone and transfer function to use at a given point shall 
be determined independently for each colour component. Overprinting implicitly invokes the 
CompatibleOverprint blend mode (see “Compatibility with Opaque Overprinting”). An object shall be considered 
opaque for a given component only if CompatibleOverprint yields the source colour (not the backdrop colour) 
for that component. 
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11.7.5レンダリングパラメータと透明性

11.7.5.1一般的な

不透明なイメージングモデルは、色のレンダリングを扱ういくつかのグラフィックス状態のパラメータがあります現在のハーフトーン（「ハーフトーン辞書」を参照）、伝達関数（「伝達関数」）、インテント（「レンダリングインテント」）をレンダリングし、黒色の生成およびアンダーカラー除去機能（「DeviceRGBでからDeviceCMYKへの変換」）。これらのレンダリングパラメータのすべては、オブジェクトごとに指定することができます。彼らは、特定のオブジェクトがレンダリングされる方法を制御します。すべてのオブジェクトが不透明である場合、どのようなこの手段を定義することは容易です。彼らが透明であるときには、複数のオブジェクトは、与えられたポイントの色に寄与することができます。パラメータが透明なオブジェクトが重なる領域に適用するレンダリングどの不明です。唯一の不透明なオブジェクトがペイントされたときに、同時に、透明イメージングモデルが不透明なモデルと一致している必要があります。

透明性の存在下で多少異なる方法で処理されたパラメータをレンダリングする2つのカテゴリがあります。最初のカテゴリにページ上の所与の点での最終的な色が知られている場合にのみ適用され、ハーフトーン及び転送機能です。第二のカテゴリーに意図、黒生成、および色を別の色空間から変換されるたびに適用される下色除去を、レンダリングします。

11.7.5.2ハーフトーンと伝達関数

オブジェクトが透明である場合には、オブジェクトがいくつかの後の時点で指定されている場合、オブジェクトのレンダリングは発生しません。したがって、実装は、時間のレンダリングが実際に発生するまで、指定された時間から、ページ上の各点でのハーフトーンと伝達関数のパラメータを追跡するものとします。これらのレンダリングパラメータは、ページのではなく、個々のオブジェクトとの領域に関連するものとする。この手段。

ページ上の任意の点で使用するためのハーフトーンと伝達関数は、最後の（一番上の）基本図形を描く時に影響のものでなければならないという点を囲むオブジェクトが、オブジェクトは完全に不透明である場合にのみ。唯一の基本オブジェクトは、関連するものでなければなりません。グループオブジェクトに関連付けられたレンダリングパラメータは無視されます。任意の時点で最上位のオブジェクトは、（ポイントがオブジェクトの内部にあるため、である）、その時点でゼロ以外のオブジェクト形状値（FJ）を有するページ全体のスタックの一番上の基本オブジェクトであると定義されなければなりません。次の条件がすべてのオブジェクトがペイントされた時点で保持している場合、オブジェクトは完全に不透明であることを考慮しなければなりません。

•グラフィックス状態の現在のアルファ定数（ストローク又はnonstroking、塗装動作に応じて）が1.0です。

•グラフィックス状態の現在のブレンドモードは、（通常と同等に扱われ、または互換性）が正常です。

•グラフィックス状態の現在のソフトマスクはNoneです。オブジェクトが画像のXObjectある場合は、その画像辞書のSMASKエントリはありません。

•上記3つの条件が、ならびに任意の直接の祖先グループに対しても、実行（Do）、オペレータがオブジェクトを含むグループのために呼び出された時には本当でした。

現在の色はタイル張りパターンである場合•、そのパターンセルの定義内のすべてのオブジェクトはまた、上記の条件を満足します。

一緒に、これらの条件は、オブジェクト自体が完全に背景を不明瞭、所与の時点で色に寄与しなければならないことを確認してください。最上位のオブジェクトではない完全に不透明であるか、まったくペイントされることはありませんページの部分については、ページのデフォルトのハーフトーンと伝達関数を使用しなければなりません。

グラフィックオブジェクトがグラフィックでオーバープリントパラメータを有効にし、つまり、該当する場合（ストローク又はnonstroking）オーバープリントで塗装された場合に状態が真である所与の点での使用にハーフトーンと伝達関数が色成分毎に独立して決定されなければなりません。暗黙的に重ね刷りすること（「不透明なオーバープリントとの互換性」を参照してください）CompatibleOverprintブレンドモードを起動します。オブジェクトはCompatibleOverprintがそのコンポーネントのソース色（ない背景色）を生じる場合にのみ、特定のコンポーネントのために不透明とみなされなければなりません。



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 361

PDF 32000-1:2008

11.7.5.3 Rendering Intent and Colour Conversions

The rendering intent, black-generation, and undercolor-removal parameters control certain colour conversions. 
In the presence of transparency, they may need to be applied earlier than the actual rendering of colour onto 
the page. 

The rendering intent influences the conversion from a CIE-based colour space to a target colour space, taking 
into account the target space’s colour gamut (the range of colours it can reproduce). Whereas in the opaque 
imaging model the target space shall always be the native colour space of the output device, in the transparent 
model it may instead be the group colour space of a transparency group into which an object is being painted. 

The rendering intent is needed at the moment such a conversion is performed—that is, when painting an 
elementary or group object specified in a CIE-based colour space into a parent group having a different colour 
space. 

NOTE 1 This differs from the current halftone and transfer function, whose values are used only when all colour 
compositing has been completed and rasterization is being performed. 

In all cases, the rendering intent to use for converting an object’s colour (whether that of an elementary object 
or of a transparency group) shall be determined by the rendering intent parameter associated with the object. In 
particular: 

• When painting an elementary object with a CIE-based colour into a transparency group having a different 
colour space, the rendering intent used shall be the current rendering intent in effect in the graphics state 
at the time of the painting operation. 

• When painting a transparency group whose colour space is CIE-based into a parent group having a 
different colour space, the rendering intent used shall be the current rendering intent in effect at the time 
the Do operator is applied to the group. 

• When the colour space of the page group is CIE-based, the rendering intent used to convert colours to the 
native colour space of the output device shall be the default rendering intent for the page. 

NOTE 2 Since there may be one or more nested transparency groups having different CIE-based colour spaces, the 
colour of an elementary source object may be converted to the device colour space in multiple stages, 
controlled by the rendering intent in effect at each stage. The proper choice of rendering intent at each stage 
depends on the relative gamuts of the source and target colour spaces. It is specified explicitly by the 
document producer, not prescribed by the PDF specification, since no single policy for managing rendering 
intents is appropriate for all situations. 

A similar approach works for the black-generation and undercolor-removal functions, which shall be applied 
only during conversion from DeviceRGB to DeviceCMYK colour spaces: 

• When painting an elementary object with a DeviceRGB colour directly into a transparency group whose 
colour space is DeviceCMYK, the functions used shall be the current black-generation and undercolor-
removal functions in effect in the graphics state at the time of the painting operation. 

• When painting a transparency group whose colour space is DeviceRGB into a parent group whose colour 
space is DeviceCMYK, the functions used shall be the ones in effect at the time the Do operator is applied 
to the group. 

• When the colour space of the page group is DeviceRGB and the native colour space of the output device 
is DeviceCMYK, the functions used to convert colours to the device’s colour space shall be the default 
functions for the page. 
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11.7.5.3レンダリングインテントと色変換

レンダリングインテント、黒生成、下色除去パラメータは、特定の色変換を制御します。透明性の存在下で、彼らは、ページ上に色の実際のレンダリングよりも早く適用する必要があります。

レンダリングインテントの影響考慮対象空間の色域（それが再現できる色の範囲を）取ってターゲット色空間へのCIEベースの色空間からの変換、。一方、不透明なイメージングモデルで対象空間は常に透明なモデルではなく、オブジェクトがペイントされているに透明基の群の色空間であってもよいし、出力デバイスの固有の色空間でなければなりません。

レンダリングインテントは、このような変換を行う、つまり異なる色空間を有する親グループにCIEベースの色空間で指定された基本またはグループオブジェクトをペイントするとき、ある瞬間に必要とされます。

値が全ての色合成が完了したとラスタライズが行われている場合にのみ使用され、現在のハーフトーン伝達関数、から注1本異なります。

全ての場合において、オブジェクトに関連付けられたレンダリングインテントパラメータによって決定されなければならない（基本オブジェクトの又は透明基のかどうか）、オブジェクトの色を変換するために使用することが意図レンダリング。特に：

•異なる色空間を有する透明基にCIEベースの色と基本オブジェクトをペイントする場合、レンダリングインテント使用は塗装動作時のグラフィックス状態の影響で現在のレンダリングインテントでなければなりません。

•その色空間であり、透明度グループ塗ったときに異なる色空間を持つ親グループにCIEベース、レンダリングインテントに使用されるが、実行（Do）、オペレータがグループに適用された時に有効な意思現在のレンダリングしなければなりません。

•ページ・グループの色空間がある場合にはCIEベース、出力デバイスのネイティブ色空間に変換する色に使用意図レンダリングがページのレンダリングインテントデフォルトでなければなりません。

異なるCIEベースの色空間を有する1つ以上のネストされた透明基が存在する場合があります2は、基本ソースオブジェクトの色は、各段階で有効なレンダリングインテントによって制御される、複数の段階でデバイス色空間に変換することができます。各段階で意図レンダリングの適切な選択は、ソースとターゲット色空間の相対的な色域に依存します。レンダリングインテントを管理するための単一のポリシーは、すべての状況に適していないので、それは、PDFの仕様で規定されていない、文書プロデューサによって明示的に指定されています。

同様のアプローチがDeviceCMYK色空間へDeviceRGBでの変換時のみ適用されるものと黒生成および下色除去機能、のために働きます。

•その色空間DeviceCMYKである透明基に直接DeviceRGBで色と基本オブジェクトを塗装する場合、使用される関数は、塗装動作時のグラフィックス状態の影響で現在の黒生成および下色除去関数でなければなりません。

その色スペースであるDeviceRGBでカラースペースDeviceCMYKである親グループへの透明性・グループを塗装する場合•、時点で有効なものでなければなら使用される関数は、DOオペレータは、グループに適用されます。

•ページ・グループの色空間がDeviceRGBであり、出力デバイスのネイティブ色空間がDeviceCMYKである場合には、デバイスの色空間に色を変換するために使用される機能は、ページのデフォルトの機能でなければなりません。
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12 Interactive Features

12.1 General

For purposes of the trigger events E (enter), X (exit), D (down), and U (up), the term mouse denotes a generic 
pointing device with the following characteristics: 

• A selection button that can be pressed, held down, and released. If there is more than one mouse button, 
the selection button is typically the left button. 

• A notion of location—that is, an indication of where on the screen the device is pointing. Location is 
typically denoted by a screen cursor. 

• A notion of focus—that is, which element in the document is currently interacting with the with the user. In 
many systems, this element is denoted by a blinking caret, a focus rectangle, or a colour change. 

This clause describes the PDF features that allow a user to interact with a document on the screen, using the 
mouse and keyboard (with the exception of multimedia features, which are described in 13, “Multimedia 
Features”): 

• Preference settings to control the way the document is presented on the screen (12.2, “Viewer 
Preferences”) 

• Navigation facilities for moving through the document in a variety of ways (Sections 12.3, “Document-Level 
Navigation” and 12.4, “Page-Level Navigation”) 

• Annotations for adding text notes, sounds, movies, and other ancillary information to the document (12.5, 
“Annotations”) 

• Actions that can be triggered by specified events (12.6, “Actions”) 

• Interactive forms for gathering information from the user (12.7, “Interactive Forms”) 

• Digital signatures that authenticate the identity of a user and the validity of the document’s contents (12.8, 
“Digital Signatures”)

• Measurement properties that enable the display of real-world units corresponding to objects on a page 
(12.9, “Measurement Properties”)

12.2 Viewer Preferences

The ViewerPreferences entry in a document’s catalogue (see 7.7.2, “Document Catalog”) designates a viewer 
preferences dictionary (PDF 1.2) controlling the way the document shall be presented on the screen or in print. 
If no such dictionary is specified, conforming readers should behave in accordance with their own current user 
preference settings. Table 150 shows the contents of the viewer preferences dictionary. 

Table 150 –  Entries in a viewer preferences dictionary  

Key Type Value

HideToolbar boolean (Optional) A flag specifying whether to hide the conforming 
reader’s tool bars when the document is active. Default value: 
false. 

HideMenubar boolean (Optional) A flag specifying whether to hide the conforming 
reader’s menu bar when the document is active. Default value: 
false. 
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12のインタラクティブ機能

12.1一般的な

トリガ・イベントE（入力）、X（出口）、D（下）、およびU（アップ）の目的のために、用語のマウスは、以下の特性を有する一般的なポインティングデバイスを表します。

押され、押され、そして解放することができます•A選択ボタン。複数のマウスボタンがある場合は、選択ボタンは、一般的に左のボタンです。

•の概念位置、つまり、スクリーン上のデバイスを指している場合の表示。場所は、一般的に画面のカーソルで示されています。

フォーカスされ、現在のユーザーと対話している文書内の要素の•Aの概念。多くのシステムでは、この要素が点滅キャレット、フォーカス矩形、または色の変化によって示されます。

この句は、（13に記載されているマルチメディア機能を除いて、「マルチメディア機能」）は、マウスとキーボードを使用して、ユーザが画面上のドキュメントと対話することを可能にするPDFの機能について説明します。

文書が画面上に提示される方法を制御するために•プリファレンス設定（12.2、「ビューアの設定」）

•ナビゲーション、さまざまな方法でドキュメント内を移動するための施設（セクション12.3、「ドキュメントレベルのナビゲーション」と12.4、「ページ・レベル・ナビゲーション」）

•文書にテキストメモ、サウンド、ムービー、およびその他の補助的な情報を付加するためのアノテーション（12.5、「注釈」）

•指定されたイベント（12.6、「アクション」）によってトリガすることができるアクション

•ユーザからの情報を収集するためのインタラクティブフォーム（12.7を、「インタラクティブフォーム」）

•デジタル署名ことを認証ユーザーのIDと文書の内容の妥当性（12.8、「デジタル署名」）

•ページ上のオブジェクトに対応する実世界単位（12.9、「測定のプロパティ」）の表示を可能にする測定のプロパティは、

12.2ビューアの設定

文書のカタログでViewerPreferencesエントリは（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）、文書が画面上や印刷で提示されなければならない方法を制御し、視聴者の好みの辞書（PDF 1.2）を指定します。そのような辞書が指定されていない場合は、適合する読者は、自分の現在のユーザーの好みの設定に合わせて振る舞う必要があります。表150に示し、視聴者の好みの辞書の内容。

キータイプ値
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HideWindowUI boolean (Optional) A flag specifying whether to hide user interface 
elements in the document’s window (such as scroll bars and 
navigation controls), leaving only the document’s contents 
displayed. Default value: false. 

FitWindow boolean (Optional) A flag specifying whether to resize the document’s 
window to fit the size of the first displayed page. Default value: 
false. 

CenterWindow boolean (Optional) A flag specifying whether to position the document’s 
window in the center of the screen. Default value: false. 

DisplayDocTitle boolean (Optional; PDF 1.4) A flag specifying whether the window’s title 
bar should display the document title taken from the Title entry of 
the document information dictionary (see 14.3.3, “Document 
Information Dictionary”). If false, the title bar should instead 
display the name of the PDF file containing the document. Default 
value: false. 

NonFullScreenPageMode name (Optional) The document’s page mode, specifying how to display 
the document on exiting full-screen mode: 
UseNone Neither document outline nor thumbnail images 

visible 
UseOutlines Document outline visible 
UseThumbs Thumbnail images visible 
UseOC Optional content group panel visible 
This entry is meaningful only if the value of the PageMode entry 
in the Catalog dictionary (see 7.7.2, “Document Catalog”) is 
FullScreen; it shall be ignored otherwise. Default value: UseNone. 

Direction name (Optional; PDF 1.3) The predominant reading order for text: 
L2R Left to right 
R2L Right to left (including vertical writing systems, such as 

Chinese, Japanese, and Korean) 
This entry has no direct effect on the document’s contents or page 
numbering but may be used to determine the relative positioning 
of pages when displayed side by side or printed n-up. Default 
value: L2R. 

ViewArea name (Optional; PDF 1.4) The name of the page boundary representing 
the area of a page that shall be displayed when viewing the 
document on the screen. The value is the key designating the 
relevant page boundary in the page object (see 7.7.3, “Page Tree”
and 14.11.2, “Page Boundaries”). If the specified page boundary 
is not defined in the page object, its default value shall be used, 
as specified in Table 30. Default value: CropBox. 
This entry is intended primarily for use by prepress applications 
that interpret or manipulate the page boundaries as described in 
14.11.2, “Page Boundaries.” 
NOTE 1 Most conforming readers disregard it. 

Table 150 –  Entries in a viewer preferences dictionary  (continued)

Key Type Value
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唯一の文書の内容が表示残しHideWindowUIboolean（オプション）（例えば、スクロールバーやナビゲーションコントロールなど）ドキュメントのウィンドウの非表示ユーザインタフェース要素かどうかを指定するフラグ。デフォルト値：falseを。

DisplayDocTitleboolean（オプション; PDF 1.4）ウィンドウのタイトルバーは、文書情報辞書のタイトルエントリーから取られた文書のタイトルを表示するかどうかを指定するフラグ（「ドキュメント情報辞書」、14.3.3を参照してください）。 falseの場合は、タイトルバーではなく、文書を含むPDFファイルの名前が表示されます。デフォルト値：falseを。

NonFullScreenPageModename（オプション）文書のページモード、フルスクリーンモードを終了するには、ドキュメントを表示する方法を指定：UseNoneドキュメントアウトラインもサムネール画像のいずれも見えるUseOutlinesドキュメントアウトライン表示UseThumbsサムネイル画像を目に見える目に見えるUseOCオプショナルコンテンツグループパネルこのエントリは、場合にのみ意味がありますカタログ辞書のPageModeエントリの値が（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）フルスクリーンです。それ以外の場合は無視されなければなりません。デフォルト値：UseNone。

Directionname（オプション; PDF 1.3）テキストの主要な読み順：右R2L右へL2R左にこのエントリは、文書の内容やページ番号に直接の影響はありません（中国語、日本語、韓国語などの縦書き・システムを含む）、左しかし並べて表示又はNアップ印刷ページの相対的な位置を決定するために使用することができます。デフォルト値：L2R。

ViewAreaname（オプション; PDF 1.4）画面上のドキュメントを表示するときに表示されなければならないページの領域を表すページ境界の名前。値は、ページオブジェクトに関連するページの境界を指定するキー（7.7.3、「ページツリー」と14.11.2、「ページ境界」を参照）です。クロップボックス：指定されたページの境界はページオブジェクトで定義されていない場合は、表に30のデフォルト値を指定して、そのデフォルト値は、使用しなければなりません。このエントリは、主に解釈したり14.11.2で説明したように、ページの境界線を操作プリプレスアプリケーションでの使用を目的とし、「ページ境界。」注1本のほとんど準拠した読者はそれを無視してください。

表150  - ビューアの好みのエントリ辞書（続き）
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ViewClip name (Optional; PDF 1.4) The name of the page boundary to which the 
contents of a page shall be clipped when viewing the document 
on the screen. The value is the key designating the relevant page 
boundary in the page object (see 7.7.3, “Page Tree” and 14.11.2, 
“Page Boundaries”). If the specified page boundary is not defined 
in the page object, its default value shall be used, as specified in 
Table 30. Default value: CropBox. 
This entry is intended primarily for use by prepress applications 
that interpret or manipulate the page boundaries as described in 
14.11.2, “Page Boundaries.” 
NOTE 2 Most conforming readers disregard it. 

PrintArea name (Optional; PDF 1.4) The name of the page boundary representing 
the area of a page that shall be rendered when printing the 
document. The value is the key designating the relevant page 
boundary in the page object (see 7.7.3, “Page Tree” and 14.11.2, 
“Page Boundaries”). If the specified page boundary is not defined 
in the page object, its default value shall be used, as specified in 
Table 30. Default value: CropBox. 
This entry is intended primarily for use by prepress applications 
that interpret or manipulate the page boundaries as described in 
14.11.2, “Page Boundaries.” 
NOTE 3 Most conforming readers disregard it. 

PrintClip name (Optional; PDF 1.4) The name of the page boundary to which the 
contents of a page shall be clipped when printing the document. 
The value is the key designating the relevant page boundary in 
the page object (see 7.7.3, “Page Tree” and 14.11.2, “Page 
Boundaries”). If the specified page boundary is not defined in the 
page object, its default value shall be used, as specified in 
Table 30. Default value: CropBox. 
This entry is intended primarily for use by prepress applications 
that interpret or manipulate the page boundaries as described in 
14.11.2, “Page Boundaries.” 
NOTE 4 Most conforming readers disregard it. 

PrintScaling name (Optional; PDF 1.6) The page scaling option that shall be selected 
when a print dialog is displayed for this document. Valid values 
are None, which indicates no page scaling, and AppDefault, which 
indicates the conforming reader’s default print scaling. If this entry 
has an unrecognized value, AppDefault shall be used. Default 
value: AppDefault. 
If the print dialog is suppressed and its parameters are provided 
from some other source, this entry nevertheless shall be honored.

Duplex name (Optional; PDF 1.7) The paper handling option that shall be used 
when printing the file from the print dialog. The following values 
are valid:
Simplex Print single-sided
DuplexFlipShortEdge Duplex and flip on the short edge of the 

sheet
DuplexFlipLongEdge Duplex and flip on the long edge of the 

sheet
Default value: none

Table 150 –  Entries in a viewer preferences dictionary  (continued)

Key Type Value
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ViewClipname（オプション; PDF 1.4）画面上のドキュメントを閲覧するときにページの内容がクリップされなければならない先のページ境界の名前。値は、ページオブジェクトに関連するページの境界を指定するキー（7.7.3、「ページツリー」と14.11.2、「ページ境界」を参照）です。クロップボックス：指定されたページの境界はページオブジェクトで定義されていない場合は、表に30のデフォルト値を指定して、そのデフォルト値は、使用しなければなりません。このエントリは、主に解釈したり14.11.2で説明したように、ページの境界線を操作プリプレスアプリケーションでの使用を目的とし、「ページ境界。」注2本のほとんど準拠した読者はそれを無視してください。

PrintAreaname（オプション; PDF 1.4）文書を印刷するときにレンダリングされなければならないページの領域を表すページ境界の名前。値は、ページオブジェクトに関連するページの境界を指定するキー（7.7.3、「ページツリー」と14.11.2、「ページ境界」を参照）です。クロップボックス：指定されたページの境界はページオブジェクトで定義されていない場合は、表に30のデフォルト値を指定して、そのデフォルト値は、使用しなければなりません。このエントリは、主に解釈したり14.11.2で説明したように、ページの境界線を操作プリプレスアプリケーションでの使用を目的とし、「ページ境界。」注3本のほとんど準拠した読者はそれを無視してください。

PrintClipname（オプション; PDF 1.4）文書を印刷するときにページの内容がクリップされなければならない先のページ境界の名前。値は、ページオブジェクトに関連するページの境界を指定するキー（7.7.3、「ページツリー」と14.11.2、「ページ境界」を参照）です。クロップボックス：指定されたページの境界はページオブジェクトで定義されていない場合は、表に30のデフォルト値を指定して、そのデフォルト値は、使用しなければなりません。このエントリは、主に解釈したり14.11.2で説明したように、ページの境界線を操作プリプレスアプリケーションでの使用を目的とし、「ページ境界。」注4本のほとんど準拠した読者はそれを無視してください。

PrintScalingname（オプション; PDF 1.6）印刷ダイアログは、このドキュメントのために表示されたときに選択されなければならないページのスケーリングオプション。有効な値は、ページ・スケーリングを示していないなし、および準拠読者のデフォルトの印刷スケーリングを示しAppDefault、ありません。このエントリは認識できない値がある場合、AppDefaultを使用しなければなりません。デフォルト値：AppDefault。印刷ダイアログが抑制され、そのパラメータは、いくつかの他のソースから提供されている場合、このエントリは、それにもかかわらず、光栄にされなければなりません。

Duplexname（オプション; PDF 1.7）印刷ダイアログからファイルを印刷する際に使用しなければならないオプションを取り扱う紙。値は次のとおりです。

シンプレックスは、片面印刷します

DuplexFlipShortEdge両面印刷用紙の短辺にフリップ

DuplexFlipLongEdge両面sheetDefault値の長辺にフリップ：なし

表150  - ビューアの好みのエントリ辞書（続き）
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12.3 Document-Level Navigation

12.3.1 General

The features described in this sub-clause allow a conforming reader to present the user with an interactive, 
global overview of a document in either of two forms: 

• As a hierarchical outline showing the document’s internal structure 

• As a collection of thumbnail images representing the pages of the document in miniature form 

Each item in the outline or each thumbnail image may be associated with a corresponding destination in the 
document, so that the user can jump directly to the destination by clicking with the mouse. 

12.3.2 Destinations

12.3.2.1 General

A destination defines a particular view of a document, consisting of the following items: 

• The page of the document that shall be displayed 

• The location of the document window on that page 

• The magnification (zoom) factor 

Destinations may be associated with outline items (see 12.3.3, “Document Outline”), annotations (12.5.6.5, 
“Link Annotations”), or actions (12.6.4.2, “Go-To Actions” and 12.6.4.3, “Remote Go-To Actions”). In each case, 
the destination specifies the view of the document that shall be presented when the outline item or annotation 
is opened or the action is performed. In addition, the optional OpenAction entry in a document’s catalogue 
(7.7.2, “Document Catalog”) may specify a destination that shall be displayed when the document is opened. A 
destination may be specified either explicitly by an array of parameters defining its properties or indirectly by 
name. 

PickTrayByPDFSize boolean (Optional; PDF 1.7) A flag specifying whether the PDF page size 
shall be used to select the input paper tray. This setting influences 
only the preset values used to populate the print dialog presented 
by a conforming reader. If PickTrayByPDFSize is true, the check 
box in the print dialog associated with input paper tray shall be
checked. 
This setting has no effect on operating systems that do not 
provide the ability to pick the input tray by size.
Default value: as defined by the conforming reader

PrintPageRange array (Optional; PDF 1.7) The page numbers used to initialize the print 
dialog box when the file is printed. The array shall contain an even 
number of integers to be interpreted in pairs, with each pair 
specifying the first and last pages in a sub-range of pages to be 
printed.The first page of the PDF file shall be denoted by 1. 
Default value: as defined by the conforming reader 

NumCopies integer (Optional; PDF 1.7) The number of copies that shall be printed 
when the print dialog is opened for this file. Values outside this 
range shall be ignored. 
Default value: as defined by the conforming reader, but typically 1

Table 150 –  Entries in a viewer preferences dictionary  (continued)

Key Type Value
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12.3ドキュメントレベルのナビゲーション

12.3.1一般的な

機能が適合読者はいずれかの2つの形式で文書の対話、グローバル概要をユーザに提示することができ、この副節で説明しました：

概要または各サムネイル画像の各項目は、ユーザがマウスでクリックすることにより、先に直接ジャンプすることができるように、文書に対応する宛先に関連付けられてもよいです。

12.3.2目的地

12.3.2.1一般的な

宛先は、次の項目からなる、文書の特定のビューを定義します。

目的地「、注釈（12.5.6.5、「リンク注釈」）、またはアクション（12.6.4.2、「ゴーへのアクション」および12.6.4.3、（「ドキュメントアウトライン」、12.3.3を参照してください）アウトライン項目に関連付けすることができますリモートゴーへのアクション」）。それぞれの場合に、宛先は、アウトラインアイテムまたは注釈が開かれるか、アクションが実行されたときに提示されなければならない文書のビューを指定します。また、文書のカタログではオプションOpenActionエントリ（7.7.2、「ドキュメントカタログ」）は、ドキュメントを開いたときに表示されなければならない送信先を指定することもできます。宛先は、名前または間接的にその特性を定義するパラメータの配列のいずれかによって明示的に指定することができます。

PickTrayByPDFSizeboolean（オプション、PDF 1.7）PDFのページサイズが給紙トレイを選択するために使用されなければならないかどうかを指定するフラグ。この設定に影響を与えるだけのプリセット値は準拠リーダーが提示する印刷ダイアログを移入するために使用します。 PickTrayByPDFSizeがtrueの場合、給紙トレイに関連付けられている印刷ダイアログのチェックボックスがbecheckedばなりません。この設定はsize.Default値によって給紙トレイを選択する能力を提供しないオペレーティング・システムに影響を及ぼさない。準拠リーダによって定義されます

PrintPageRangearray（オプション; PDF 1.7）ファイルを印刷するとき、印刷ダイアログボックスを初期化するために使用されるページ番号。 PDFファイルのprinted.The最初のページであることがページのサブ範囲内の最初と最後のページを指定する各対は1既定値で表されるものとすると、アレイは、ペアで解釈される整数の偶数を含まなければなりません：準拠リーダによって定義されます

NumCopiesinteger（オプション; PDF 1.7）印刷ダイアログがこのファイルを開いたときに印刷されなければならないコピーの数。この範囲外の値は無視されなければなりません。デフォルト値：準拠リーダによって定義され、典型的には1として

表150  - ビューアの好みのエントリ辞書（続き）
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12.3.2.2 Explicit Destinations

Table 151 shows the allowed syntactic forms for specifying a destination explicitly in a PDF file. In each case, 
page is an indirect reference to a page object (except in a remote go-to action; see 12.6.4.3, “Remote Go-To 
Actions”). All coordinate values (left, right, top, and bottom) shall be expressed in the default user space 
coordinate system. The page’s bounding box is the smallest rectangle enclosing all of its contents. (If any side 
of the bounding box lies outside the page’s crop box, the corresponding side of the crop box shall be used 
instead; see 14.11.2, “Page Boundaries,” for further discussion of the crop box.) 

No page object can be specified for a destination associated with a remote go-to action (see 12.6.4.3, “Remote 
Go-To Actions”) because the destination page is in a different PDF document. In this case, the page parameter 
specifies an integer page number within the remote document instead of a page object in the current 
document. 

Table 151 –  Destination syntax  

Syntax Meaning

[ page /XYZ left top zoom ] Display the page designated by page, with the coordinates (left, top) 
positioned at the upper-left corner of the window and the contents of 
the page magnified by the factor zoom. A null value for any of the 
parameters left, top, or zoom specifies that the current value of that 
parameter shall be retained unchanged. A zoom value of 0 has the 
same meaning as a null value. 

[ page /Fit ] Display the page designated by page, with its contents magnified just 
enough to fit the entire page within the window both horizontally and 
vertically. If the required horizontal and vertical magnification factors 
are different, use the smaller of the two, centering the page within the 
window in the other dimension. 

[ page /FitH top ] Display the page designated by page, with the vertical coordinate top
positioned at the top edge of the window and the contents of the page 
magnified just enough to fit the entire width of the page within the 
window. A null value for top specifies that the current value of that 
parameter shall be retained unchanged. 

[ page /FitV left ] Display the page designated by page, with the horizontal coordinate 
left positioned at the left edge of the window and the contents of the 
page magnified just enough to fit the entire height of the page within 
the window. A null value for left specifies that the current value of that 
parameter shall be retained unchanged. 

[ page /FitR left bottom right top ] Display the page designated by page, with its contents magnified just 
enough to fit the rectangle specified by the coordinates left, bottom, 
right, and top entirely within the window both horizontally and vertically. 
If the required horizontal and vertical magnification factors are 
different, use the smaller of the two, centering the rectangle within the 
window in the other dimension.

[ page /FitB ] (PDF 1.1) Display the page designated by page, with its contents 
magnified just enough to fit its bounding box entirely within the window 
both horizontally and vertically. If the required horizontal and vertical 
magnification factors are different, use the smaller of the two, 
centering the bounding box within the window in the other dimension. 

[ page /FitBH top ] (PDF 1.1) Display the page designated by page, with the vertical 
coordinate top positioned at the top edge of the window and the 
contents of the page magnified just enough to fit the entire width of its 
bounding box within the window. A null value for top specifies that the 
current value of that parameter shall be retained unchanged. 
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12.3.2.2明示的な目的地

表151に示しPDFファイルで明示的に目的地を指定するための許可構文形式。それぞれのケースで、ページが（リモートゴーにアクションを除き、12.6.4.3、「リモートゴーへのアクション」を参照）をページオブジェクトへの間接参照です。すべての値（左、右、上、下）は、デフォルトユーザ空間で表現されるものとする座標系を座標。ページのバウンディングボックスは、その内容の全てを囲む最小の長方形です。 （ページのクロップボックスの外側バウンディングボックスの嘘のいずれかの側は、クロップボックスの対応する側が代わりに使用されなければならない場合は、クロップボックスのさらなる議論のために「ページ境界を」、14.11.2を参照してください。）

先のページが別のPDF文書内にあるため、ページ・オブジェクトは、（12.6.4.3、「リモートゴーへのアクション」を参照）リモートゴーへのアクションに関連付けられた宛先に指定することはできません。この場合には、ページパラメータは、リモートドキュメントの代わりに、現在の文書内のページオブジェクト内の整数のページ番号を指定します。

構文の意味

ウィンドウの左上隅に位置する（左、上）の座標と倍率ズームで拡大ページのコンテンツと、ページ単位で指定されたページを表示する[ページ/ XYZはトップズームを残し]。パラメータのいずれかにnull値は、そのパラメータの現在の値がそのまま保持されなければならないことを、トップを残し、またはズームを指定します。 0のズーム値はNULL値と同じ意味を持ちます。

その内容は、水平方向と垂直方向の両方でウィンドウ内でページ全体に合わせて必要なだけ拡大して、[ページ/フィット]ページで指定されたページを表示します。必要な水平および垂直拡大率が異なる場合は、他の寸法の窓内のページを中心と二つの小さい方を使用します。

[ページ/ FITHトップ]垂直窓の上部縁にtoppositioned座標、ページの内容がちょうど十分ウィンドウ内のページの全体の幅に合わせて拡大して、ページ単位で指定されたページを表示します。トップ指定の場合はnull値は、そのパラメータの現在の値がそのまま保持されなければならないということ。

ウィンドウの左端とウィンドウ内のページの全体の高さに合うように十分なだけ拡大ページの内容に配置左水平座標と、ページ単位で指定されたページを表示する[ページ/ FitV左]。左の指定にnull値は、そのパラメータの現在の値がそのまま保持されなければならないということ。

その内容は、右、上、完全にウィンドウ内の水平方向と垂直方向の両方で、底部を左座標によって指定された矩形に適合するようにちょうど十分に拡大して、ページ単位で指定されたページを表示する[ページ/明けは右下上部を残し]。必要な水平および垂直拡大率が異なる場合は、他の寸法でウィンドウ内の矩形を中心と二つの小さい方を使用します。

その内容は、水平方向と垂直方向の両方のウィンドウ内に完全にそのバウンディングボックスに合わせて必要なだけ拡大して、[ページ/ FitB]（PDF 1.1）、ページで指定されたページを表示します。必要な水平および垂直拡大率が異なる場合は、他の寸法でウィンドウ内のバウンディングボックスを中心と二つの小さい方を使用します。

[ページ/ FitBHトップ]（PDF 1.1）ウィンドウの上部のエッジに位置し垂直座標上部と、ページ単位で指定されたページを表示するだけの十分な拡大ページの内容は、内境界ボックスの幅全体に合うように窓。トップ指定の場合はnull値は、そのパラメータの現在の値がそのまま保持されなければならないということ。



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 367

PDF 32000-1:2008

12.3.2.3 Named Destinations

Instead of being defined directly with the explicit syntax shown in Table 151, a destination may be referred to 
indirectly by means of a name object (PDF 1.1) or a byte string (PDF 1.2). This capability is especially useful 
when the destination is located in another PDF document. 

NOTE 1 A link to the beginning of Chapter 6 in another document might refer to the destination by a name, such as 
Chap6 . begin, instead of by an explicit page number in the other document. Then, the location of the chapter in 
the other document could change without invalidating the link. If an annotation or outline item that refers to a 
named destination has an associated action, such as a remote go-to action (see 12.6.4.3, “Remote Go-To 
Actions”) or a thread action (12.6.4.6, “Thread Actions”), the destination is in the file specified by the action’s F
entry, if any; if there is no F entry, the destination is in the current file. 

In PDF 1.1, the correspondence between name objects and destinations shall be defined by the Dests entry in 
the document catalogue (see 7.7.2, “Document Catalog”). The value of this entry shall be a dictionary in which 
each key is a destination name and the corresponding value is either an array defining the destination, using 
the syntax shown in Table 151, or a dictionary with a D entry whose value is such an array. 

NOTE 2 The latter form allows additional attributes to be associated with the destination, as well as enabling a go-to 
action (see 12.6.4.2, “Go-To Actions”) that shall be used as the target of a named destination. 

In PDF 1.2 and later, the correspondence between strings and destinations may alternatively be defined by the 
Dests entry in the document’s name dictionary (see 7.7.4, “Name Dictionary”). The value of this entry shall be 
a name tree (7.9.6, “Name Trees”) mapping name strings to destinations. (The keys in the name tree may be 
treated as text strings for display purposes.) The destination value associated with a key in the name tree may 
be either an array or a dictionary, as described in the preceding paragraph. 

NOTE 3 The use of strings as destination names is a PDF 1.2 feature. If compatibility with earlier versions of PDF is 
required, only name objects may be used to refer to named destinations. A document that supports PDF 1.2 
can contain both types. However, if backward compatibility is not a consideration, applications should use the 
string form of representation in the Dests name tree. 

12.3.3 Document Outline

A PDF document may contain a document outline that the conforming reader may display on the screen, 
allowing the user to navigate interactively from one part of the document to another. The outline consists of a 
tree-structured hierarchy of outline items (sometimes called bookmarks), which serve as a visual table of 
contents to display the document’s structure to the user. The user may interactively open and close individual 
items by clicking them with the mouse. When an item is open, its immediate children in the hierarchy shall 
become visible on the screen; each child may in turn be open or closed, selectively revealing or hiding further 
parts of the hierarchy. When an item is closed, all of its descendants in the hierarchy shall be hidden. Clicking 
the text of any visible item activates the item, causing the conforming reader to jump to a destination or trigger 
an action associated with the item. 

The root of a document’s outline hierarchy is an outline dictionary specified by the Outlines entry in the 
document catalogue (see 7.7.2, “Document Catalog”). Table 152 shows the contents of this dictionary. Each 
individual outline item within the hierarchy shall be defined by an outline item dictionary (Table 153). The items 
at each level of the hierarchy form a linked list, chained together through their Prev and Next entries and 
accessed through the First and Last entries in the parent item (or in the outline dictionary in the case of top-

[ page /FitBV left ] (PDF 1.1) Display the page designated by page, with the horizontal 
coordinate left positioned at the left edge of the window and the 
contents of the page magnified just enough to fit the entire height of its 
bounding box within the window. A null value for left specifies that the 
current value of that parameter shall be retained unchanged. 

Table 151 –  Destination syntax  (continued)

Syntax Meaning
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12.3.2.3名前地

代わりに表151に示す明示的な構文で直接定義された、先は、名前オブジェクト（PDF 1.1）またはバイト列（PDF 1.2）によって間接的に参照することができます。先が別のPDF文書内に位置している場合、この機能は特に便利です。

別のドキュメントの第6章の冒頭に注1 Aリンクは、Chap6として、名前によって先を参照する場合があります。代わりに、他の文書で明示的にページ番号で、開始します。その後、他の文書の章の位置は、リンクを無効にすることなく変更することができます。名前の宛先を参照注釈またはアウトラインアイテムのような、関連するアクションを持っている場合は、リモート行く-にアクションやスレッドのアクション（12.6.4.6、「スレッド（12.6.4.3、「リモートゴーへのアクション」を参照してください）もしあればアクション」）、送信先は、アクションのFENTRYで指定されたファイルです。何のFエントリが存在しない場合、送信先は、現在のファイルです。

PDF 1.1では、名前のオブジェクトと目的地との間の対応は（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）、文書カタログ内Destsエントリで定義されなければなりません。このエントリの値は、各キーは宛先名であり、対応する値は、その値がそのような配列であるDエントリと表151に示されている構文、または辞書を使用して、いずれかの宛先を定義する配列である辞書でなければなりません。

注2後者の形式は、追加の属性が先に関連付けることを可能にするだけでなく、外出先-にアクションを有効にする（12.6.4.2、「ゴーへのアクション」を参照）という名前の送信先のターゲットとして使用されなければならないこと。

PDF 1.2以降では、文字列と目的地との間の対応は、代わりに（「名辞典」、7.7.4を参照）、ドキュメントの名前辞書のDestsエントリで定義することができます。このエントリの値は、名前ツリー（7.9.6、「名前木」）の目的地へのマッピング名の文字列でなければなりません。 （名前ツリーのキーは、表示用のテキスト文字列として処理されてもよい。）前の段落で説明したように名前ツリー内のキーに関連付けられた宛先の値は、配列または辞書のいずれであってもよいです。

注3は、送信先名などの文字列を使用すると、PDF 1.2の機能です。 PDFの以前のバージョンとの互換性が必要な場合は、名前だけのオブジェクトは、指定の宛先を参照するために使用することができます。文書には、サポートのPDF 1.2は、両方のタイプを含めることができること。下位互換性が考慮されていない場合は、アプリケーションはDests名ツリーに表現の文字列形式を使用する必要があります。

12.3.3ドキュメントアウトライン

PDF文書が適合リーダは、ユーザが別のドキュメントのある部分からインタラクティブにナビゲートすることができ、画面上に表示してもよいことは文書のアウトラインを含んでいてもよいです。概要は、ユーザに文書の構造を表示するためにコンテンツの視覚的なテーブルとして機能概要項目（時々ブックマークと呼ばれる）の木構造の階層で構成されています。ユーザーが対話的にマウスでそれらをクリックすることで、個々のアイテムを開き、閉じることができます。アイテムが開いている場合は、階層内でその直下の子は、画面上に見えてくるものとします。それぞれの子は、順番に選択明らかに、または階層の更なる部分を隠し、開放または閉鎖することができます。アイテムが閉じているときは、階層内のその子孫のすべてが隠されなければなりません。目に見えるアイテムのテキストをクリックすると合致読者は先にジャンプするか、アイテムに関連付けられたアクションをトリガさせる、項目を活性化します。

文書のアウトライン階層のルートは、文書カタログ内のアウトラインエントリ（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）で指定されたアウトライン辞書です。テーブル152を示し、この辞書の内容。階層内の各個々のアウトライン項目は、アウトライン項目辞書（表153）によって定義されなければなりません。階層の各レベルのアイテムはトップの場合には、その前と次にエントリを一緒に連鎖してアクセス親項目の最初と最後のエントリを介して（または輪郭辞書に、リンクされたリストを形成します

ウィンドウの左端に位置し、ページの内容は内境界ボックスの全体の高さに合わせて十分なだけ拡大左水平座標と、ページ単位で指定されたページを表示する（PDF 1.1）ページ/ FitBV左]窓。左の指定にnull値は、そのパラメータの現在の値がそのまま保持されなければならないということ。

表151  - デスティネーションの構文（続き）

構文の意味
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level items). When displayed on the screen, the items at a given level shall appear in the order in which they 
occur in the linked list. 

Table 152 –  Entries in the outline dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Outlines for an outline dictionary. 

First dictionary (Required if there are any open or closed outline entries; shall be an 
indirect reference) An outline item dictionary representing the first top-
level item in the outline. 

Last dictionary (Required if there are any open or closed outline entries; shall be an 
indirect reference) An outline item dictionary representing the last top-
level item in the outline. 

Count integer (Required if the document has any open outline entries) Total number 
of visible outline items at all levels of the outline. The value cannot be 
negative.
This entry shall be omitted if there are no open outline items. 

Table 153 –  Entries in an outline item dictionary  

Key Type Value

Title text string (Required) The text that shall be displayed on the screen for this item. 

Parent dictionary (Required; shall be an indirect reference) The parent of this item in the 
outline hierarchy. The parent of a top-level item shall be the outline 
dictionary itself. 

Prev dictionary (Required for all but the first item at each level; shall be an indirect 
reference) The previous item at this outline level. 

Next dictionary (Required for all but the last item at each level; shall be an indirect 
reference) The next item at this outline level. 

First dictionary (Required if the item has any descendants; shall be an indirect 
reference) The first of this item’s immediate children in the outline 
hierarchy. 

Last dictionary (Required if the item has any descendants; shall be an indirect 
reference) The last of this item’s immediate children in the outline 
hierarchy. 

Count integer (Required if the item has any descendants) If the outline item is open, 
Count is the sum of the number of visible descendent outline items at 
all levels. The number of visible descendent outline items shall be
determined by the following recursive process:

Step 1. Initialize Count to zero.
Step 2. Add to Count the number of immediate children. During 
repetitions of this step, update only the Count of the original 
outline item.
Step 3. For each of those immediate children whose Count is 
positive and non-zero, repeat steps 2 and 3. 

If the outline item is closed, Count is negative and its absolute value is 
the number of descendants that would be visible if the outline item 
were opened.
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レベルのアイテム）。画面に表示された場合、与えられたレベルの項目は、彼らがリンクリスト内で発生した順序で表示されるものとします。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、アウトライン辞書のためのアウトラインでなければなりません。

キータイプ値

Countinteger（項目は任意の子孫を持っている場合は必須）アウトライン項目が開いている場合、カウントは、すべてのレベルで可視の子孫アウトライン項目数の合計です。目に見える子孫アウトライン項目の数は、次の再帰処理でbedeterminedもの：zero.Step 2.追加する手順1.初期カウントは、直接の子の数をカウントします。アウトライン項目が閉じている場合、このステップの繰り返しの間に、更新のみがカウント正であり、非ゼロのこれらの直接の子のそれぞれについて、元のアウトラインitem.Step 3のカウント、繰り返し手順2と3は、カウントが負その絶対値は、アウトラインアイテムが開かれた場合に見えるであろう子孫の数です。
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The value of the outline item dictionary’s F entry (PDF 1.4) shall be an integer interpreted as one-bit flags 
specifying style characteristics for displaying the item. Bit positions within the flag word are numbered from low-
order to high-order bits, with the lowest-order bit numbered 1. Table 154 shows the meanings of the flags; all 
other bits of the integer shall be 0. 

EXAMPLE The following example shows a typical outline dictionary and outline item dictionary. See H.6, “Outline 
Hierarchy Example” for an example of a complete outline hierarchy.  
 
21 0 obj 

<<  /Count 6 
 /First 22 0 R 
 /Last 29 0 R 
>> 

endobj 
 
22 0 obj 

<<  /Title ( Chapter 1 ) 
 /Parent 21 0 R 
 /Next 26 0 R 
 /First 23 0 R 
 /Last 25 0 R 
 /Count 3 
 /Dest [ 3 0 R /XYZ 0 792 0 ] 
>> 

endobj

Dest name,  
byte string, or 
array

(Optional; shall not be present if an A entry is present) The destination 
that shall be displayed when this item is activated (see 12.3.2, 
“Destinations”). 

A dictionary (Optional; PDF 1.1; shall not be present if a Dest entry is present) The 
action that shall be performed when this item is activated (see 12.6, 
“Actions”). 

SE dictionary (Optional; PDF 1.3; shall be an indirect reference) The structure 
element to which the item refers (see 14.7.2, “Structure Hierarchy”). 
(PDF 1.0) An item may also specify a destination (Dest) 
corresponding to an area of a page where the contents of the 
designated structure element are displayed. 

C array (Optional; PDF 1.4) An array of three numbers in the range 0.0 to 1.0, 
representing the components in the DeviceRGB colour space of the 
colour that shall be used for the outline entry’s text. Default value: 
[ 0.0 0.0 0.0 ]. 

F integer (Optional; PDF 1.4) A set of flags specifying style characteristics for 
displaying the outline item’s text (see Table 154). Default value: 0. 

Table 154 –  Outline item flags  

Bit position Name Meaning

1 Italic If set to 1, display the item in italic. 

2 Bold If set to 1, display the item in bold. 

Table 153 –  Entries in an outline item dictionary  (continued)

Key Type Value
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アウトライン項目辞書のFエントリ（PDF 1.4）の値は、項目を表示するためのスタイル特性を指定する1ビットのフラグとして解釈整数でなければなりません。最下位ビットが1テーブル154が示すフラグの意味を番号とフラグワード内のビット位置は、上位ビットと下位から番号付けされています。整数のすべての他のビットは0でなければなりません。

次の例が示す典型的な輪郭辞書とアウトライン項目辞書。参照H.6、完全なアウトライン階層の例については、「階層の例概要」。 21 0 OBJ << /カウント6 /最初の22 0 R /最終29 0 R >> 22 0 OBJ << /タイトル（第1章）/親21 0 R /次の26 0 R /最初の23 0 R /ラスト25 endobj 0 R / 3 /取引先カウント[3 0 R / XYZ 0 792 0] >> endobj

Destname、バイト文字列、または配列

この項目は、（12.3.2、「先」を参照）が起動されたときに表示されるものとする宛先（オプションAのエントリが存在する場合に存在してはなりません）。

Adictionary（オプション; PDF 1.1; Destはエントリが存在する場合に存在してはならない）、この項目が起動されたときに実行されなければならないアクション（12.6、「アクション」を参照してください）。

SEdictionary（オプション、PDF 1.3、間接参照でなければならない）アイテムが参照する構成要素（「構造階層」、14.7.2を参照）。 （PDF 1.0）アイテムはまた、指定された構造要素の内容が表示されるページの領域に対応する（取引先）先を指定することができます。

CARRAY（オプション、PDF 1.4）アウトラインエントリのテキストのために使用されなければならない色のDeviceRGBで色空間内のコンポーネントを表す0.0〜1.0の範囲内の3つの数字の配列。デフォルト値：[0.0 0.0 0.0]。

ビット位置名意味

1イタリック場合は、斜体でアイテムを表示する、1に設定されます。

2 BoldIfは太字でアイテムを表示する、1に設定されます。

表153  - アウトライン項目辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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12.3.4 Thumbnail Images

A PDF document may contain thumbnail images representing the contents of its pages in miniature form. A 
conforming reader may display these images on the screen, allowing the user to navigate to a page by clicking 
its thumbnail image:

NOTE Thumbnail images are not required, and may be included for some pages and not for others. 

The thumbnail image for a page shall be an image XObject specified by the Thumb entry in the page object 
(see 7.7.3, “Page Tree”). It has the usual structure for an image dictionary (8.9.5, “Image Dictionaries”), but 
only the Width, Height, ColorSpace, BitsPerComponent, and Decode entries are significant; all of the other 
entries listed in Table 89 shall be ignored if present. (If a Subtype entry is specified, its value shall be Image.) 
The image’s colour space shall be either DeviceGray or DeviceRGB, or an Indexed space based on one of 
these.

EXAMPLE This example shows a typical thumbnail image definition. 
12 0 obj 

<<  /Width 76 
 /Height 99 
 /ColorSpace /DeviceRGB 
 /BitsPerComponent 8 
 /Length 13 0 R 
 /Filter [ /ASCII85Decode /DCTDecode ] 
>> 

 
stream 
s4IA>!"M;*Ddm8XA,lT0!!3,S!/(=R!<E3%!<N<(!WrK*!WrN, 
… Omitted data … 
endstream 
endobj 
 
13 0 obj % Length of stream 
… 
endobj 

12.3.5 Collections

Beginning with PDF 1.7, PDF documents may specify how a conforming reader’s user interface presents 
collections of file attachments, where the attachments are related in structure or content. Such a presentation is 
called a portable collection. 

NOTE 1 The intent of portable collections is to present, sort, and search collections of related documents embedded in 
the containing PDF document, such as email archives, photo collections, and engineering bid sets. There is no 
requirement that documents in a collection have an implicit relationship or even a similarity; however, showing 
differentiating characteristics of related documents can be helpful for document navigation. 

A collection dictionary specifies the viewing and organizational characteristics of portable collections. If this 
dictionary is present in a PDF document, the conforming reader shall present the document as a portable 
collection. The EmbeddedFiles name tree specifies file attachments (see 7.11.4, “Embedded File Streams”). 

When a conforming reader first opens a PDF document containing a collection, it shall display the contents of 
the initial document, along with a list of the documents present in the EmbeddedFiles name tree. The 
document list shall include the additional document information specified by the collection schema. The initial 
document may be the container PDF or one of the embedded documents. 

NOTE 2 The page content in the initial document should contain information that helps the user understand what is 
contained in the collection, such as a title and an introductory paragraph. 

The file attachments comprising a collection shall be located in the EmbeddedFiles name tree. All attachments 
in that tree are in the collection; any attachments not in that tree are not. 
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12.3.4サムネイル画像

PDFドキュメントは、小型フォームでそのページの内容を表すサムネイル画像が含まれていてもよいです。適合リーダは、ユーザはそのサムネイル画像をクリックしてページに移動できるように、画面上にこれらの画像を表示することができます。

NOTEサムネイル画像が必要とされていない、といくつかのページのためではなく他人のために含めてもよいです。

ページのサムネイル画像がのXObjectは、ページオブジェクト内の親指のエントリで指定されているイメージをしなければならない（7.7.3を参照してください、「ページツリー」）。これは、画像辞書のための通常の構造（8.9.5、「画像辞書」）を持っていますが、唯一の幅、高さ、ColorSpaceでBitsPerComponent、およびデコードエントリは重要です。表89にリストされている他のすべてのエントリが存在する場合、無視されなければなりません。 （サブタイプのエントリが指定されている場合、その値は画像であるものとする。）画像の色空間をDeviceGrayまたはDeviceRGBで、またはこれらのいずれかに基づいて索引空間のいずれかでなければなりません。

例この例は、典型的なサムネイル画像の定義を示します。 12 0 OBJ << /幅76 /高さ99 /のColorSpace / DeviceRGBで/ BitsPerComponent 8 /長さ13 0 R /フィルタ[/ ASCII85Decode / DCTDecode] >>ストリームs4IA> "M;！* Ddm8XA、LT0 !! 3、S！ /（= R <！E3％！<N <（！WRK *！WRN、...欠落データ...ストリームのendstream endobj 13 0 OBJ％の長... endobj

12.3.5コレクション

PDF 1.7以降では、PDF文書は添付ファイルは構造やコンテンツに関連している添付ファイルのどのように適合し、読者のユーザー・インターフェース・プレゼントのコレクションを指定することもできます。このようなプレゼンテーションは、ポータブルコレクションと呼ばれています。

注1ポータブルコレクションの意図が存在している、ソート、および電子メールのアーカイブ、写真集、およびエンジニアリング入札セットなど含むPDF文書に埋め込まれた関連文書のコレクションを検索。コレクション内の文書が暗黙の関係、あるいは類似性を持っている必要はありません。しかし、関連文書の差別化特性を示すことは、ドキュメントのナビゲーションのために役立つことができます。

コレクションの辞書は、ポータブルコレクションの閲覧や組織の特性を指定します。この辞書は、PDF文書内に存在する場合、適合する読者は、ポータブルコレクションとして文書を提示しなければなりません。 EmbeddedFiles名のツリーを指定し、添付ファイル（7.11.4、「埋め込みファイルストリーム」を参照）。

準拠した読者は、最初のコレクションを含むPDF文書を開くと、それはEmbeddedFiles名ツリーに存在する文書のリストと一緒に、最初の文書の内容を表示しなければなりません。ドキュメントリストは、コレクションのスキーマで指定された追加の文書情報を含まなければなりません。最初の文書は、コンテナのPDFまたは埋め込まれた文書の一つであってもよいです。

注2初期ドキュメント内のページのコンテンツは、ユーザーが、このようなタイトルや入門段落として、コレクションに含まれているものを理解するのに役立つ情報が含まれている必要があります。
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Table 155 describes the entries in a collection dictionary.

A collection schema dictionary consists of a variable number of individual collection field dictionaries. Each 
collection field dictionary has a key chosen by the conforming writer, which shall be used to associate a field 
with data in a file specification. Table 156 describes the entries in a collection schema dictionary.

Table 155 –  Entries in a collection dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary 
describes; if present, shall be Collection for a collection 
dictionary.

Schema dictionary (Optional) A collection schema dictionary (see Table 156). If 
absent, the conforming reader may choose useful defaults 
that are known to exist in a file specification dictionary, such 
as the file name, file size, and modified date. 

D byte string (Optional) A string that identifies an entry in the 
EmbeddedFiles name tree, determining the document that 
shall be initially presented in the user interface. If the D entry 
is missing or in error, the initial document shall be the one 
that contains the collection dictionary.

View name (Optional) The initial view. The following values are valid:
D The collection view shall be presented in details mode, 

with all information in the Schema dictionary presented 
in a multi-column format. This mode provides the most 
information to the user.

T The collection view shall be presented in tile mode, with 
each file in the collection denoted by a small icon and a 
subset of information from the Schema dictionary. This 
mode provides top-level information about the file 
attachments to the user.

H The collection view shall be initially hidden, The 
conforming reader shall provide means for the user to 
view the collection by some explicit action.

Default value: D 

Sort dictionary (Optional) A collection sort dictionary, which specifies the 
order in which items in the collection shall be sorted in the 
user interface (see Table 158).

Table 156 –  Entries in a collection schema dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary 
describes; if present, shall be CollectionSchema for a 
collection schema dictionary.

Other keys dictionary (Optional) A collection field dictionary. Each key name is 
chosen at the discretion of the conforming writer. The key 
name shall be used to identify a corresponding collection 
item dictionary referenced from the file specification 
dictionary's CI entry (see CI key in Table 44).
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表155は、コレクションの辞書のエントリを記述します。

コレクションスキーマ辞書は、個々のコレクションフィールド辞書の可変数で構成されています。各コレクションのフィールド辞書は、ファイル指定のデータとフィールドを関連付けるために使用されるものと合致作家によって選ばれたキーを持っています。表156は、コレクションのスキーマ辞書のエントリについて説明します。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、収集辞書のために収集しなければなりません。

Schemadictionary（オプション）コレクションのスキーマ辞書（表156を参照してください）。存在しない場合は、適合するリーダは、ファイル名、ファイルサイズ、更新日時などのファイル指定辞書に存在することが知られている有用なデフォルト値を選択することができます。

Dbyte列（任意）を識別するEmbeddedFiles名ツリーのエントリは、最初にユーザインターフェースに提示されなければならない文書を決定する文字列。 Dエントリが見つからないか、誤っている場合は、最初の文書は、コレクションの辞書が含まれている1でなければなりません。

ビュー名（オプション）初期ビュー。有効な値は以下のとおりです：Dは、コレクションビューは、マルチカラム形式で提示スキーマ辞書内のすべての情報を、詳細モードで提示されなければなりません。このモードでは、コレクションビューが小さなアイコンやスキーマの辞書からの情報のサブセットで示さコレクション内の各ファイルに、タイルモードで提示されなければならないuser.Tに最も多くの情報を提供します。このモードは、コレクションビューは最初に隠さなければならないuser.Hに添付ファイルに関するトップレベルの情報を提供し、いくつかの明示的なaction.Default値によってコレクションを表示するために、ユーザのための手段を提供しなければならない準拠リーダー：D

Sortdictionary（オプション）コレクション内の項目は、ユーザーインターフェイスにソートされなければならない順序を指定し、コレクションのソート辞書、（表158を参照してください）。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、収集スキーマ辞書用CollectionSchemaしなければなりません。

その他keysdictionary（オプション）コレクションフィールド辞書。各キー名は準拠作家の裁量で選択されています。キー名がファイル指定の辞書のCIエントリから参照に対応するコレクションアイテム辞書を識別するために使用されなければならない（表44におけるCIキーを参照してください）。



PDF 32000-1:2008

372 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

A collection field dictionary describes the attributes of a particular field in a portable collection, including the 
type of data stored in the field and the lookup key used to locate the field data in the file specification dictionary. 
Table 157 describes the entries in a collection field dictionary.

A collection sort dictionary identifies the fields that shall be used to sort items in the collection. The type of 
sorting depends on the type of data:

• Text strings shall be ordered lexically from smaller to larger, if ascending order is specified. 

NOTE 3 Lexical ordering is an implementation dependency for conforming readers.

Table 157 –  Entries in a collection field dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be CollectionField for a collection field dictionary.

Subtype name (Required) The subtype of collection field or file-related field that this 
dictionary describes. This entry identifies the type of data that shall 
be stored in the field. 
The following values identify the types of fields in the collection item 
or collection subitem dictionary:
S A text field. The field data shall be stored as a PDF text string.
D A date field. The field data shall be stored as a PDF date 

string.
N A number field. The field data shall be stored as a PDF 

number.
The following values identify the types of file-related fields:
F The field data shall be the file name of the 

embedded file stream, as identified by the UF entry 
of the file specification, if present; otherwise by the F
entry of the file specification (see Table 44). 

Desc The field data shall be the description of the 
embedded file stream, as identified by the Desc
entry in the file specification dictionary (see 
Table 44).

ModDate The field data shall be the modification date of the 
embedded file stream, as identified by the ModDate
entry in the embedded file parameter dictionary (see 
Table 46).

CreationDate The field data shall be the creation date of the 
embedded file stream, as identified by the 
CreationDate entry in the embedded file parameter 
dictionary (see Table 46).

Size The field data shall be the size of the embedded file, 
as identified by the Size entry in the embedded file 
parameter dictionary (see Table 46).

N text string (Required) The textual field name that shall be presented to the user 
by the conforming reader. 

O integer (Optional) The relative order of the field name in the user interface. 
Fields shall be sorted by the conforming reader in ascending order.

V boolean (Optional) The initial visibility of the field in the user interface. 
Default value: true. 

E boolean (Optional) A flag indicating whether the conforming reader should 
provide support for editing the field value. Default value: false.
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コレクションフィールド辞書は、フィールドに格納されるデータの種類やファイル仕様辞書のフィールドのデータを検索するために使用されたルックアップキーを備えた携帯コレクション内の特定のフィールドの属性を示します。表157は、収集フィールド辞書内のエントリを記述します。

コレクションの並べ替え辞書を識別し、コレクション内の項目をソートするために使用しなければならない分野。ソートのタイプは、データの種類によって異なります。

•昇順が指定されている場合、テキスト文字列は、大規模に小さいから字句注文されなければなりません。

注3字句の順序は、読者に準拠するため、実装依存です。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、収集フィールドの辞書のためCollectionFieldされなければなりません。

Subtypename（必須）コレクション・フィールドまたはこの辞書が記述するファイル関連のフィールドのサブタイプ。このエントリは、フィールドに格納されなければならないデータの種類を識別します。 SAテキストフィールド：以下の値はコレクションアイテムやコレクションのサブ項目辞書内のフィールドの種類を特定します。フィールドデータは、PDFのテキストstring.D Aの日付フィールドとして格納されなければなりません。フィールドデータは、PDF日string.N A番号フィールドとして格納されなければなりません。ファイル指定のUFエントリによって識別される場合はFフィールドデータは、埋め込まれたファイルストリームのファイル名でなければならない：PDF number.The以下の値は、ファイルに関連するフィールドのタイプを識別するようにフィールドデータが格納されなければなりません現在、そうでない場合はファイル指定のFENTRY（表44を参照）。ファイル指定辞書にDescentryによって識別されるようにDESCフィールドデータはModDateentryによって識別さ.ModDateフィールドデータは、埋め込まれたファイルストリームの変更日付でなければならない（表44を参照）、埋め込みファイルストリームの記述でなければなりません埋め込まれたファイルのパラメータ辞書に埋め込まれたファイルのパラメータ辞書にCreationDateプロパティエントリによって識別されるよう.CreationDateフィールドデータは、埋め込まれたファイルストリームの作成日でなければならない（表46参照）フィールドデータを.Sizeなければならない（表46を参照されたいです）辞書パラメータ埋め込みファイルにサイズエントリによって識別される（表46を参照）、埋め込まれたファイルのサイズです。

Ointeger（オプション）ユーザ・インタフェースのフィールド名の相対的な順序。フィールドは昇順に準拠したリーダーによってソートされなければなりません。

Eboolean（オプション）準拠リーダーがフィールド値を編集するためのサポートを提供するかどうかを示すフラグ。デフォルト値：falseを。



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 373

PDF 32000-1:2008

• Numbers shall be ordered numerically from smaller to larger, if ascending order is specified.

• Dates shall be ordered from oldest to newest, if ascending order is specified.

Table 158 describes the entries in a collection sort dictionary. 

EXAMPLE 1 This example shows a collection dictionary representing an email in-box, where each item in the 
collection is an email message. The actual email messages are contained in file specification dictionaries. 
The organizational data associated with each email is described in a collection schema dictionary. Most 
actual organizational data (from, to, date, and subject) is provided in a collection item dictionary, but the 
size data comes from the embedded file parameter dictionary.

/Collection <<
/Type /Collection 
/Schema <<

/Type /CollectionSchema 
/from << /Subtype /S /N (From) /O 1 /V true /E false>> 
/to << /Subtype /S /N (To) /O 2 /V true /E false >> 
/date << /Subtype /D /N (Date received) /O 3 /V true /E false >> 
/subject << /Subtype /S /N (Subject) /O 4 /V true /E false >> 
/size << /Subtype /Size /N (Size) /O 5 /V true /E false >> 
>>

/D (Doc1) 
/View /D 
/Sort << /S /date /A false >> 

>>  

Table 158 –  Entries in a collection sort dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be CollectionSort for a collection sort dictionary.

S name or 
array

(Required) The name or names of fields that the conforming reader 
shall use to sort the items in the collection. If the value is a name, it 
identifies a field described in the parent collection dictionary. 
If the value is an array, each element of the array shall be a name that 
identifies a field described in the parent collection dictionary. The 
array form shall be used to allow additional fields to contribute to the 
sort, where each additional field shall be used to break ties. More 
specifically, if multiple collection item dictionaries have the same 
value for the first field named in the array, the values for successive 
fields named in the array shall be used for sorting, until a unique order 
is determined or until the named fields are exhausted. 

A boolean 
or array

(Optional) If the value is a boolean, it specifies whether the 
conforming reader shall sort the items in the collection in ascending 
order (true) or descending order (false). If the value is an array, each 
element of the array shall be a boolean value that specifies whether 
the entry at the same index in the S array shall be sorted in ascending 
or descending order.
If the number of entries in the A array is larger than the number of 
entries in the S array the extra entries in the A array shall be ignored. 
If the number of entries in the A array is less than the number of 
entries in the S array the missing entries in the A array shall be 
assumed to be true.
Default value: true.
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•昇順が指定されている場合数字は、小さいから大きい方に数値的に注文されなければなりません。

•昇順が指定されている場合日付は、古いものから最新に命じなければなりません。

実施例1この実施例は、コレクション内の各項目は、電子メールメッセージであるインボックスメールを表すコレクション辞書を示します。実際の電子メールメッセージは、ファイル指定の辞書に含まれています。各電子メールに関連した組織データは収集スキーマ辞書に記載されています。ほとんどの実際の組織データ（からに、日付、および件名）は、コレクションアイテムの辞書に提供されていますが、サイズのデータが埋め込まれたファイルのパラメータ辞書から来ています。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、コレクションの並べ替え辞書用CollectionSortしなければなりません。

SNAMEまたは配列（必須）名前または準拠した読者は、コレクション内の項目をソートするために使用しなければならないフィールドの名前。値が名前である場合、それは親コレクション辞書に説明フィールドを識別します。値が配列の場合、配列の各要素は、識別フィールドは、親コレクション辞書に記載されている名前でなければなりません。配列形式は、追加のフィールドが追加の各フィールドは、関係を壊すのに使用されなければならないの並べ替え、に寄与することを可能にするために使用されなければなりません。複数のコレクションアイテム辞書がアレイで指定最初のフィールドの同じ値を持っている場合、一意の順序が決定されるまで、または名前フィールドが使い尽くされるまで、より具体的には、アレイで指定連続するフィールドの値は、ソートのために使用されなければなりません。

Abooleanまたは配列（オプション）値がブール値である場合、それは準拠読者が順序（true）を昇順またはオーダー（false）を降順でコレクション内の項目を並べ替えるものとするかどうかを指定します。値が配列の場合、配列の各要素は、Sアレイ内の同じインデックスのエントリは、A配列内のエントリの数を昇順またはorder.If降順でソートしなければならないかどうかを指定が大きいことを示すブール値でなければなりませんS配列のエントリの数よりもA配列内の余分なエントリは無視されなければなりません。真：A配列内のエントリの数は、A配列における欠落エントリはtrue.Default値であると仮定しなければならないSアレイ内のエントリの数未満である場合。
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EXAMPLE 2 This example shows a collection item dictionary and a collection subitem dictionary. These dictionaries 
contain entries that correspond to the schema entries specified in the Example in 12.4.2, “Page Labels.”. 
7.11.6, “Collection Items” specifies the collection item and collection subitem dictionaries.

/CI << 
/Type /CollectionItem 
/from (Rob McAfee) 
/to (Patty McAfee) 
/subject << 

/Type /CollectionSubitem 
/P (Re:) 
/D (Let's have lunch on Friday!) 

>> 
/date (D:20050621094703-07’00’) 

>>

12.4 Page-Level Navigation

12.4.1 General

This sub-clause describes PDF facilities that enable the user to navigate from page to page within a document: 

• Page labels for numbering or otherwise identifying individual pages (see 12.4.2, “Page Labels”).

• Article threads, which chain together items of content within the document that are logically connected but 
not physically sequential (see 12.4.3, “Articles”).

• Presentations that display the document in the form of a slide show, advancing from one page to the next 
either automatically or under user control (see 12.4.4, “Presentations”).

For another important form of page-level navigation, see 12.5.6.5, “Link Annotations.”

12.4.2 Page Labels

Each page in a PDF document shall be identified by an integer page index that expresses the page’s relative 
position within the document. In addition, a document may optionally define page labels (PDF 1.3) to identify 
each page visually on the screen or in print. Page labels and page indices need not coincide: the indices shall 
be fixed, running consecutively through the document starting from 0 for the first page, but the labels may be 
specified in any way that is appropriate for the particular document. 

NOTE 1 If the document begins with 12 pages of front matter numbered in roman numerals and the remainder of the 
document is numbered in arabic, the first page would have a page index of 0 and a page label of i, the twelfth 
page would have index 11 and label xii, and the thirteenth page would have index 12 and label 1. 

For purposes of page labelling, a document shall be divided into labelling ranges, each of which is a series of 
consecutive pages using the same numbering system. Pages within a range shall be numbered sequentially in 
ascending order. A page’s label consists of a numeric portion based on its position within its labelling range, 
optionally preceded by a label prefix denoting the range itself. 

NOTE 2 The pages in an appendix might be labeled with decimal numeric portions prefixed with the string A-; the 
resulting page labels would be A-1, A-2, and so on. 

A document’s labelling ranges shall be defined by the PageLabels entry in the document catalogue (see 7.7.2, 
“Document Catalog”). The value of this entry shall be a number tree (7.9.7, “Number Trees”), each of whose 
keys is the page index of the first page in a labelling range. The corresponding value shall be a page label 
dictionary defining the labelling characteristics for the pages in that range. The tree shall include a value for 
page index 0. Table 159 shows the contents of a page label dictionary. 
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例2この例では、コレクションアイテムの辞書とコレクションのサブ項目の辞書を示しています。これらの辞書は、12.4.2での例で指定されたスキーマエントリに対応は、「ページがラベル。」というエントリが含まれています。 7.11.6、「コレクションアイテムは、」コレクションアイテムと収集サブ項目辞書を指定します。

/ CI << /タイプ/ CollectionItem /から（ロブ・マカフィー）/に（パティマカフィー）/主題<< /タイプ/ CollectionSubitem / P（再:) / D（レッツ・金曜日に昼食を持っている！）>> /日付（D ：20050621094703-07'00' ）>>

12.4ページ・レベル・ナビゲーション

12.4.1一般的な

•ページ番号またはその他の個々のページを識別するためのラベル（12.4.2、「ページラベル」を参照してください）。

•記事のスレッド、チェーン一緒に論理的に接続されている文書内のコンテンツのアイテムが、物理的に連続していないが（12.4.3、「記事」を参照してください）。

•自動またはユーザーコントロール下にあるページから次のページへ進んで、スライドショーの形式で文書を表示するプレゼンテーション（12.4.4、「プレゼンテーション」を参照します）。

ページレベルのナビゲーションの別の重要な形態については、12.5.6.5、「リンクの注釈」を参照してください。

12.4.2ページラベル

PDF文書内の各ページには、ドキュメント内のページの相対的な位置を表現する整数ページのインデックスによって識別されなければなりません。また、ドキュメントは、必要に応じて、視覚的に画面または印刷の各ページを識別するために、ページラベル（PDF 1.3）を定義することができます。ページラベル、ページインデックスが一致する必要はない：インデックスは1ページ目の0から始まる文書を連続実行する、固定されなければならないが、ラベルは、特定のドキュメントに適した任意の方法で指定することができます。

文書はローマ数字で番号前付の12ページから始まり、文書の残りの部分はアラビア語に番号が付けられ、最初のページは0のページインデックスと私のページラベルを持っている希望の場合注1、第十二ページがインデックスを持っているでしょう11とラベルXII、及び第13ページがインデックス12とラベル1を持っているでしょう。

ページラベルの目的のために、文書は同じ番号システムを使用して、連続する一連のページでそれぞれのラベル範囲に分割されなければなりません。範囲内のページは昇順に順次番号を付けます。ページのラベルは、任意の範囲自体を表すラベル接頭語が先行するその標識の範囲内のその位置に基づいて、数字の部分から構成されています。

付録の注2ページは、文字列A-で始まる10進数部分で標識されることがあります。得られたページラベルはA-1、A-2、というようになるであろう。

文書のラベル範囲は、文書カタログ（7.7.2を参照してください、「ドキュメントカタログ」）でPageLabelsエントリで定義されなければなりません。このエントリの値は、数木（7.9.7、「数木」）でなければならない、そのキーの各々は、標識の範囲内の最初のページのページインデックスです。対応する値は、その範囲内のページのためのラベリング特性を定義するページラベル辞書でなければなりません。ツリーは、ページインデックス0です。表159に示したページラベル辞書の内容の値を含まなければなりません。
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EXAMPLE The following example shows a document with pages labeled  
 
i, ii, iii, iv, 1, 2, 3, A-8, A-9, … 
 
1 0 obj 

<< /Type /Catalog 
 /PageLabels  << /Nums [  0 <<  /S /r  >> % A number tree containing 

  4 <<  /S /D >> % three page label dictionaries 
  7 <<  /S /D 

  /P ( A- ) 
   /St 8 

      >> 
  ] 

  >> 
 … 
>> 

endobj

12.4.3 Articles

Some types of documents may contain sequences of content items that are logically connected but not 
physically sequential. 

EXAMPLE 1 A news story may begin on the first page of a newsletter and run over onto one or more nonconsecutive 
interior pages. 

To represent such sequences of physically discontiguous but logically related items, a PDF document may 
define one or more articles (PDF 1.1). The sequential flow of an article shall be defined by an article thread; the 
individual content items that make up the article are called beads on the thread. Conforming readers may 
provide navigation facilities to allow the user to follow a thread from one bead to the next. 

The optional Threads entry in the document catalogue (see 7.7.2, “Document Catalog”) holds an array of 
thread dictionaries (Table 160) defining the document’s articles. Each individual bead within a thread shall be 

Table 159 –  Entries in a page label dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, shall be 
PageLabel for a page label dictionary. 

S name (Optional) The numbering style that shall be used for the numeric portion of each 
page label: 
D Decimal arabic numerals 
R Uppercase roman numerals 
r Lowercase roman numerals 
A Uppercase letters (A to Z for the first 26 pages, AA to ZZ for the next 26, and 

so on) 
a Lowercase letters (a to z for the first 26 pages, aa to zz for the next 26, and so 

on) 
There is no default numbering style; if no S entry is present, page labels shall 
consist solely of a label prefix with no numeric portion. 
NOTE If the P entry (next) specifies the label prefix Contents, each page is 
simply labeled Contents with no page number. (If the P entry is also missing or 
empty, the page label is an empty string.) 

P text string (Optional) The label prefix for page labels in this range. 

St integer (Optional) The value of the numeric portion for the first page label in the range. 
Subsequent pages shall be numbered sequentially from this value, which shall be 
greater than or equal to 1. Default value: 1. 
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例次の例が示すのページを有する文書標識I、II、III、IV、1、2、3、A-8、A-9、... 1つの0 OBJ << /タイプ/カタログ/ PageLabels << / NUMS [0 << / S / R >>含有％のA番号ツリー4 << / S / D >>％3ページラベル辞書7 << / S / D / P（A-）/セント8 >>] >> ...> > endobj

12.4.3記事

物理的に不連続が、論理的に関連するアイテムのような配列を表現するために、PDFドキュメントには、1つまたは複数の物品（PDF 1.1）を定義することができます。物品の一連の流れは、物品のスレッドによって定義されなければなりません。記事を構成する個々のコンテンツ項目は、スレッドのビーズと呼ばれています。準拠した読者は、ユーザーが次への1個のビーズからのスレッドを追跡できるようにするナビゲーション機能を提供することができます。

文書カタログ内の任意のスレッドのエントリは（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）ドキュメントの記事を定義するスレッド辞書（表160）の配列を保持しています。スレッド内の各個々のビーズがしなければなりません

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、ページラベルディクショナリ用PageLabelのものでなければなりません。

SNAME（オプション）各ページのラベルの数字部分に使用されなければならないナンバリングスタイル：R大文字ローマ数字小文字ローマ数字は、最初の26ページのためのZの横ためZZへのAAの文字（AをAUppercase rはD進アラビア数字26、およびので、小文字の最初の26ページのZへの手紙（、次の26のためのZZにAAなど）にはデフォルトの番号付けスタイルはありません）に。何のSエントリが存在しない場合は、ページラベルなし数値部分でのみラベル接頭辞で構成されなければなりません。 Pエントリは（次の）ラベルプレフィックスの内容を指定するNOTEIf、各ページには、単純にページ番号と内容をラベル付けされます。 （Pエントリも見つからないか、空の場合は、ページのラベルが空の文字列です。）

Stinteger（オプション）の範囲内の最初のページラベルの数字部分の値。 1：後続のページは、より大きいまたは1デフォルト値に等しくなければならないれ、この値から順次番号付けされなければなりません。
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represented by a bead dictionary (Table 161). The thread dictionary’s F entry shall refer to the first bead in the 
thread; the beads shall be chained together sequentially in a doubly linked list through their N (next) and V
(previous) entries. In addition, for each page on which article beads appear, the page object (see 7.7.3, “Page 
Tree”) shall contain a B entry whose value is an array of indirect references to the beads on the page, in 
drawing order. 

EXAMPLE 2 The following example shows a thread with three beads.  
 
22 0 obj 

<<  /F 23 0 R 
 /I  << /Title ( Man Bites Dog ) >> 
>> 

endobj 
 
23 0 obj 

<<  /T 22 0 R 
 /N 24 0 R 
 /V 25 0 R 
 /P 8 0 R 
 /R [ 158 247 318 905 ] 
>> 

endobj 
 
24 0 obj 

<<  /T 22 0 R 

Table 160 –  Entries in a thread dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be Thread for a thread dictionary. 

F dictionary (Required; shall be an indirect reference) The first bead in the thread. 

I dictionary (Optional) A thread information dictionary containing information about the 
thread, such as its title, author, and creation date. The contents of this 
dictionary shall conform to the syntax for the document information dictionary 
(see 14.3.3, “Document Information Dictionary”). 

Table 161 –  Entries in a bead dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be Bead for a bead dictionary. 

T dictionary (Required for the first bead of a thread; optional for all others; shall be an 
indirect reference) The thread to which this bead belongs. 
(PDF 1.1) This entry shall be permitted only for the first bead of a thread.
(PDF 1.2) It shall be permitted for any bead but required only for the first. 

N dictionary (Required; shall be an indirect reference) The next bead in the thread. In the 
last bead, this entry shall refer to the first bead. 

V dictionary (Required; shall be an indirect reference) The previous bead in the thread. In 
the first bead, this entry shall refer to the last bead. 

P dictionary (Required; shall be an indirect reference) The page object representing the 
page on which this bead appears. 

R rectangle (Required) A rectangle specifying the location of this bead on the page. 
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ビーズ辞書（表161）で表されます。スレッド辞書のFエントリは、スレッド内の第1のビードを指すものとします。ビーズは、それらのN（NEXT）とV（前）エントリを二重にリンクされたリストに順次一緒に連鎖されなければなりません。また、記事のビーズが表示されているページごとに、ページオブジェクトは、オーダーの描画で、その値がページ上のビーズへの間接参照の配列であるBのエントリを、含まなければならない（7.7.3、「ページツリー」を参照してください）。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、スレッド辞書のためのスレッドでなければなりません。

IDictionaryを（オプション）など、タイトル、作成者、作成日などのスレッドについての情報を含むスレッド情報辞書。この辞書の内容は、文書情報辞書の構文に適合しなければならない（「ドキュメント情報辞書」、14.3.3を参照してください）。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、ビーズ辞書用のビーズをしなければなりません。

Ndictionary、スレッド内の次のビーズ（必須間接参照でなければなりません）。最後に、ビーズでは、このエントリは、第1のビードを指すものとします。

Vdictionary（必須;間接参照でなければならない）スレッド内の前のビーズ。第1のビードでは、このエントリは最後のビーズを指すものとします。
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 /N 25 0 R 
 /V 23 0 R 
 /P 8 0 R 
 /R [ 322 246 486 904 ] 
>> 

endobj 
 
25 0 obj 

<<  /T 22 0 R 
 /N 23 0 R 
 /V 24 0 R 
 /P 10 0 R 
 /R [ 157 254 319 903 ] 
>> 

endobj

12.4.4 Presentations

12.4.4.1 General

Some conforming readers may allow a document to be displayed in the form of a presentation or slide show, 
advancing from one page to the next either automatically or under user control. In addition, PDF 1.5 introduces 
the ability to advance between different states of the same page (see 12.4.4.2, “Sub-page Navigation”).

NOTE 1 PDF 1.4 introduces a different mechanism, known as alternate presentations, for slide show displays, 
described in 13.5, “Alternate Presentations.”

A page object (see 7.7.3, “Page Tree”) may contain two optional entries, Dur and Trans (PDF 1.1), to specify 
how to display that page in presentation mode. The Trans entry shall contain a transition dictionary describing 
the style and duration of the visual transition to use when moving from another page to the given page during a 
presentation. Table 162 shows the contents of the transition dictionary. (Some of the entries shown are needed 
only for certain transition styles, as indicated in the table.) 

The Dur entry in the page object specifies the page’s display duration (also called its advance timing): the 
maximum length of time, in seconds, that the page shall be displayed before the presentation automatically 
advances to the next page. 

NOTE 2 The user can advance the page manually before the specified time has expired. 

If no Dur entry is specified in the page object, the page shall not advance automatically. 
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12.4.4プレゼンテーション

12.4.4.1一般的な

一部準拠の読者は、自動的に、またはユーザーコントロールの下で次のページへ進んで、文書がプレゼンテーションやスライドショーの形式で表示できるようにすることができます。また、PDF 1.5を発表、同じページの異なる状態の間で事前に能力が（12.4.4.2、「サブページナビゲーション」を参照してください）。

注1 PDF 1.4を導入し13.5に記載のスライドショー表示の代替プレゼンテーションとして知られている別のメカニズム、、、、「代替プレゼンテーション」。

ページオブジェクト（7.7.3を参照してください、「ページ・ツリー」）プレゼンテーションモードでそのページを表示する方法を指定するために、2つのオプションのエントリ、長調とトランス（PDF 1.1）を含有してもよいです。トランスエントリは、プレゼンテーション中に指定したページに別のページから移動するときに使用する視覚的なトランジションのスタイルと持続時間を記述する遷移辞書を含まなければなりません。テーブル162が示す遷移辞書の内容。 （表に示されているように示されるエントリのいくつかは、唯一の特定の遷移スタイルのために必要とされます。）

プレゼンテーションは、自動的に次のページに進み、前のページが表示されなければならないことを、秒単位で、時間の最大長：ページオブジェクト内長調エントリは（またその事前のタイミングと呼ばれる）は、ページの表示時間を指定します。

何長調エントリがページオブジェクトに指定されていない場合は、ページが自動的に進めてはなりません。
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Table 162 –  Entries in a transition dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, shall
be Trans for a transition dictionary. 

S name (Optional) The transition style that shall be used when moving to this page from 
another during a presentation. Default value: R.
Split Two lines sweep across the screen, revealing the new page. The lines 

may be either horizontal or vertical and may move inward from the 
edges of the page or outward from the center, as specified by the Dm
and M entries, respectively. 

Blinds Multiple lines, evenly spaced across the screen, synchronously 
sweep in the same direction to reveal the new page. The lines may be 
either horizontal or vertical, as specified by the Dm entry. Horizontal 
lines move downward; vertical lines move to the right. 

Box A rectangular box sweeps inward from the edges of the page or 
outward from the center, as specified by the M entry, revealing the 
new page. 

Wipe A single line sweeps across the screen from one edge to the other in 
the direction specified by the Di entry, revealing the new page. 

Dissolve The old page dissolves gradually to reveal the new one. 
Glitter Similar to Dissolve, except that the effect sweeps across the page in a 

wide band moving from one side of the screen to the other in the 
direction specified by the Di entry. 

R The new page simply replaces the old one with no special transition 
effect; the D entry shall be ignored. 

Fly (PDF 1.5) Changes are flown out or in (as specified by M), in the 
direction specified by Di, to or from a location that is offscreen except 
when Di is None. 

Push (PDF 1.5) The old page slides off the screen while the new page 
slides in, pushing the old page out in the direction specified by Di. 

Cover (PDF 1.5) The new page slides on to the screen in the direction 
specified by Di, covering the old page. 

Uncover (PDF 1.5) The old page slides off the screen in the direction 
specified by Di, uncovering the new page in the direction 
specified by Di. 

Fade (PDF 1.5) The new page gradually becomes visible through the 
old one.

D number (Optional) The duration of the transition effect, in seconds. Default value: 1. 

Dm name (Optional; Split and Blinds transition styles only) The dimension in which the 
specified transition effect shall occur: 
H Horizontal 
V Vertical 
Default value: H. 

M name (Optional; Split, Box and Fly transition styles only) The direction of motion for 
the specified transition effect: 
I Inward from the edges of the page 
O Outward from the center of the page 
Default value: I. 
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キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、遷移辞書用のトランスをshallbe。

SNAME（オプション）プレゼンテーション中に他からこのページに移動するときに使用しなければならないトランジションスタイル。デフォルト値：R.Split二つのラインは、新しいページを明らかにし、画面上を掃きます。線は、水平または垂直のいずれかであってもよく、それぞれ、Dmand Mエントリによって指定されるように、中心から外側に向かってページの縁から内側に移動したりしてもよいです。ブラインド複数の線は、均等に同期して新しいページを明らかにするために、同じ方向に掃引、画面を横切って間隔をあけ。ラインは、DMエントリによって指定されるように、水平または垂直のいずれであってもよいです。水平線は下方に移動します。縦線は右に移動します。 BoxA矩形箱スイープ内側ページの端から、または外側に中心部から、新たなページを明らかに、M・エントリによって指定されます。新しいページを明らかにし、ディ・エントリで指定された方向の一方端から他方に画面上の単一のラインスイープを拭きます。新しいものを明らかにし、徐々に古いページが溶解を溶かします。 GlitterSimilarは広帯域でページを横切る効果掃引がディ・エントリで指定された方向に他の画面の一方の側から移動することを除いて、溶解させます。 R新しいページが単に特別なトランジション効果で古いものを置き換えます。 Dのエントリは無視されなければなりません。フライ（PDF 1.5）変更はまたは（Mによって指定される）で、ディによって指定された方向に、またはDiがNoneである場合を除き、オフスクリーンされる場所から流出されます。

プッシュ（PDF 1.5）画面オフ古いページスライド新しいページのスライドで、方向に古いページを押し出すDiので指定されている間表紙（PDF 1.5）古いページをカバーし、ディで指定した方向に画面上の新しいページをスライド。 Diので指定された方向に新しいページを暴く発見（PDF 1.5）ジで指定された方向に画面をオフ古いページスライド、フェード（PDF 1.5）新しいページが徐々に古いものを通して見えるようになります。

秒で、（オプション）トランジション効果の継続時間をDNUMBER。デフォルト値：1。

MNAME（オプション、スプリット、ボックスのみフライ遷移スタイル）指定された遷移効果のための運動の方向：I対内ページデフォルト値の中心から外側にページOの縁から：I.
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NOTE 3 Figure 56 illustrates the relationship between transition duration (D in the transition dictionary) and display 
duration (Dur in the page object). Note that the transition duration specified for a page (page 2 in the figure) 
governs the transition to that page from another page; the transition from the page is governed by the next 
page’s transition duration. 

Figure 56 –  Presentation timing

EXAMPLE The following example shows the presentation parameters for a page to be displayed for 5 seconds. 
Before the page is displayed, there is a 3.5-second transition in which two vertical lines sweep outward 
from the center to the edges of the page.  
 
10 0 obj 

<<  /Type /Page 
 /Parent 4 0 R 
 /Contents 16 0 R 
 /Dur 5 
 /Trans  << /Type /Trans 

/D 3.5 
/S /Split 
/Dm /V 
/M /O 

  >> 
>> 

endobj

Di number or 
name

(Optional; Wipe, Glitter, Fly, Cover, Uncover and Push transition styles only)
The direction in which the specified transition effect shall moves, expressed in 
degrees counterclockwise starting from a left-to-right direction. (This differs from 
the page object’s Rotate entry, which is measured clockwise from the top.) 
If the value is a number, it shall be one of: 
  0 Left to right 
 90 Bottom to top (Wipe only) 
180 Right to left (Wipe only) 
270 Top to bottom 
315 Top-left to bottom-right (Glitter only) 
If the value is a name, it shall be None, which is relevant only for the Fly 
transition when the value of SS is not 1.0. 
Default value: 0. 

SS number (Optional; PDF 1.5; Fly transition style only) The starting or ending scale at 
which the changes shall be drawn. If M specifies an inward transition, the scale 
of the changes drawn shall progress from SS to 1.0 over the course of the 
transition. If M specifies an outward transition, the scale of the changes drawn 
shall progress from 1.0 to SS over the course of the transition
Default: 1.0.

B boolean (Optional; PDF 1.5; Fly transition style only) If true, the area that shall be flown 
in is rectangular and opaque. Default: false.

Table 162 –  Entries in a transition dictionary  (continued)

Key Type Value

Transition from 
page 1 to page 2 Page 2 displayed

Transition from 
page 2 to page 3

Transition duration
for page 2

Display duration for page 2 Transition duration
for page 3

.  .  ..  .  .
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図56  - プレゼンテーションタイミング

例次の例が示す5秒間表示するページのプレゼンテーションパラメータ。ページが表示される前に、2本の垂直線は、ページの端に中心から外側に向かって掃引する3.5秒の遷移があります。 10 0 OBJ << /タイプ/ページ/上位4 0 R /目次16 0 R /長調5 /トランス<< /タイプ/トランス/ D 3.5 / S /スプリット/ DM / V / M / O >> endobj

Dinumber又は名称（任意;ワイプ、グリッター、フライ、カバー、明らかにプッシュ遷移スタイルのみ）指定された遷移効果は度で表さ移動し、左から右への方向から出発して反時計回りにならない方向。 （上から時計回りに測定されたページオブジェクトの回転]エントリからこれが異なります。）値が数値である場合は、以下のいずれかをしなければならない：右に0左上に90ボトム（のみワイプ）180右から左へ（ワイプ値が名前である場合のみ）270上から下315に右下の（のみグリッター）に左上、それはSSの値が1.0でない場合にのみフライ遷移に関連するなし、あってはなりません。デフォルト値：0。

SSnumber（オプション; PDF 1.5;フライ遷移スタイルのみ）の変更を作成しなければならないこれから開始または終了規模。 Mが内側の移行を指定した場合、描かれた変化の規模は、移行の過程でSSから1.0へ進めなければなりません。 1.0：Mを外側にトランジションを指定した場合、描かれた変化の規模はtransitionDefaultにわたって1.0からSSへ進めなければなりません。

Bboolean trueの場合（オプション; PDF 1.5フライ遷移スタイルのみ）、空輸されなければならない領域が長方形で不透明です。デフォルト：false。

表162  - 遷移辞書のエントリ（続き）

キータイプ値

3ページの2ページからページ1からページ2ページ2 displayedTransitionへの移行

ページ3 durationfor 2ページ移行のためのページ2Display期間durationfor推移

。 。 。 。 。 。
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12.4.4.2 Sub-page Navigation

Sub-page navigation (PDF 1.5) provides the ability to navigate not only between pages but also between 
different states of the same page. 

NOTE 1 A single page in a PDF presentation could have a series of bullet points that could be individually turned on 
and off. In such an example, the bullets would be represented by optional content (see 8.11.2, “Optional 
Content Groups”), and each state of the page would be represented as a navigation node. 

NOTE 2 Conforming readers should save the state of optional content groups when a user enters presentation mode 
and restore it when presentation mode ends. This ensures, for example, that transient changes to bullets do 
not affect the printing of the document.

A navigation node dictionary (see Table 163) specifies actions to execute when the user makes a navigation 
request.

EXAMPLE Pressing an arrow key. 

The navigation nodes on a page form a doubly linked list by means of their Next and Prev entries. The primary 
node on a page shall be determined by the optional PresSteps entry in a page dictionary (see Table 30). 

NOTE 3 A conforming reader should respect navigation nodes only when in presentation mode (see 12.4.4, 
“Presentations”). 

A conforming reader shall maintain a current navigation node. When a user navigates to a page, if the page 
dictionary has a PresSteps entry, the node specified by that entry shall become the current node. (Otherwise, 
there is no current node.) If the user requests to navigate forward (such as an arrow key press) and there is a 
current navigation node, the following shall occur:

a) The sequence of actions specified by NA (if present) shall be executed.  
 
If NA specifies an action that navigates to another page, the following actions for navigating to another 
page take place, and Next should not be present.

b) The node specified by Next (if present) shall become the new current navigation node.

Similarly, if the user requests to navigate backward and there is a current navigation node, the following shall 
occur:

a) The sequence of actions specified by PA (if present) shall be executed. 
 

Table 163 –  Entries in a navigation node dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be 
NavNode for a navigation node dictionary. 

NA dictionary (Optional) An action (which may be the first in a sequence of actions) that 
shall be executed when a user navigates forward.

PA dictionary (Optional) An action (which may be the first in a sequence of actions) that 
shall be executed when a user navigates backward.

Next dictionary (Optional) The next navigation node, if any.

Prev dictionary (Optional) The previous navigation node, if any.

Dur number (Optional) The maximum number of seconds before the conforming reader
shall automatically advance forward to the next navigation node. If this entry 
is not specified, no automatic advance shall occur.
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12.4.4.2サブページのナビゲーション

PDFプレゼンテーション内注1つのページには、個別にオン、オフすることができ箇条書きのシリーズを持つことができます。そのような例では、弾丸が任意のコンテンツによって表されることになる（8.11.2、「オプションのコンテンツグループ」を参照）、およびページの各状態は、ナビゲーションノードとして表現されることになります。

注2準拠の読者は、ユーザーがプレゼンテーションモードに入ったときに、オプションのコンテンツグループの状態を保存したときにプレゼンテーションモードが終了し、それを復元する必要があります。これ性を保証は、例えば、弾丸への過渡的な変化は、文書の印刷には影響を与えません。

ナビゲーションノード辞書（表163参照）、ユーザは、ナビゲーション要求を行うときに実行するアクションを指定します。

プレゼンテーションモード（12.4.4、「プレゼンテーション」を参照）場合にのみ注3 A準拠リーダーは、ナビゲーションノードを尊重すべきです。

適合リーダは、現在のナビゲーションノードを維持しなければなりません。ページ辞書はPresStepsエントリを持っている場合は、ページへのユーザーのナビゲートは、ノードは、そのエントリで指定された場合、現在のノードになるものとします。ユーザ要求が前方に移動する場合（例えば矢印キーを押すように）（そうでなければ、現在のノードが存在しない。）と現在のナビゲーション・ノードが存在し、以下のことが発生しなければなりません。

A）NA（存在する場合）によって指定されたアクションのシーケンスが実行されなければなりません。 NAがアクションを指定する場合は、別のページに移動し、別のページのテイク場所に移動するための次のアクション、そして次は存在すべきではないということ。

b）次に（存在する場合）で指定されたノードは、新たな現在のナビゲーションノードになるものとします。

ユーザ要求が後方に移動すると、現在のナビゲーション・ノードがある場合、同様に、次のように発生しなければなりません。

キータイプ値

ユーザが前方に移動したときに実行されなければならないNAdictionary（オプション）動作（アクションのシーケンスの最初であってもよいです）。

ユーザが後方に移動したときに実行されなければならないPAdictionary（オプション）動作（アクションのシーケンスの最初であってもよいです）。

Nextdictionary（オプション）次のナビゲーションノード、もしあれば。

Prevdictionary（オプション）前回のナビゲーションノード、もしあれば。

Durnumber（オプション）次のナビゲーションノードを楽しみに進出自動的readershall適合するまでの秒数の最大値。このエントリが指定されていない場合、自動的な進歩が生じてはなりません。
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If PA specifies an action that navigates to another page, the following actions for navigating to another 
page take place, and Prev should not be present.

b) The node specified by Prev (if present) shall become the new current navigation node.

Transition effects, similar to the page transitions described earlier, may be specified as transition actions that 
are part of the NA or PA sequence; see 12.6.4.14, “Transition Actions.”

If the user requests to navigate to another page (regardless of whether there is a current node) and that page’s 
dictionary contains a PresSteps entry, the following shall occur:

a) The navigation node represented by PresSteps shall become the current node. 

b) If the navigation request was forward, or if the navigation request was for random access (such as by 
clicking on a link), the actions specified by NA shall be executed and the node specified by Next shall 
become the new current node, as described previously.  
 
If the navigation request was backward, the actions specified by PA shall be executed and the node 
specified by Prev shall become the new current node, as described previously.

c) The conforming reader shall make the new page the current page and shall display it. Any page transitions 
specified by the Trans entry of the page dictionary shall be performed. 

12.5 Annotations

12.5.1 General

An annotation associates an object such as a note, sound, or movie with a location on a page of a PDF 
document, or provides a way to interact with the user by means of the mouse and keyboard. PDF includes a 
wide variety of standard annotation types, described in detail in 12.5.6, “Annotation Types.”

Many of the standard annotation types may be displayed in either the open or the closed state. When closed, 
they appear on the page in some distinctive form, such as an icon, a box, or a rubber stamp, depending on the 
specific annotation type. When the user activates the annotation by clicking it, it exhibits its associated object, 
such as by opening a pop-up window displaying a text note (Figure 57) or by playing a sound or a movie. 
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PAがアクションを指定する場合は、別のページに移動し、別のページのテイク場所に移動するための次のアクション、そして前には存在してはならないということ。

b）の前（存在する場合）で指定されたノードは、新たな現在のナビゲーションノードになるものとします。

ページ遷移と同様遷移効果は、前述した、NAまたはPA配列の一部である遷移アクションとして指定することができます。 12.6.4.14、「トランジションアクション」を参照してください。

ユーザーの要求が（関係なく、そこに現在のノードであるかどうかの）と、そのページの辞書はPresStepsエントリが含まれている別のページに移動する場合は、次のことが発生しなければなりません。

b）のナビゲーション要求が前進した、またはナビゲーション要求は、このようなリンクをクリックしてランダムアクセス（）のためだった場合、アクションはNAで指定された場合に実行されなければならないし、次で指定されたノードは、新しい現在のノードになるもの、など先に述べました。ナビゲーション要求が後方だった場合は、PAで指定されたアクションが実行されなければならないと、前述のように前のページで指定されたノードは、新しい現在のノードになるものとします。

12.5注釈

12.5.1一般的な

注釈は、PDF文書のページ上の場所で、このようなノート、サウンド、ムービーなどのオブジェクトを関連付ける、またはマウスやキーボードを用いてユーザと対話する方法を提供します。 PDFは、12.5.6で詳細に説明されている標準の注釈タイプ、幅広い含まれ、「注釈の種類を。」

標準の注釈タイプの多くは、開または閉状態のいずれかで表示することができます。閉じたとき、それらは特定の注釈タイプに応じて、このようなアイコン、箱、またはゴムスタンプとして、いくつかの特徴的な形でページに表示されます。ユーザーがそれをクリックすることで、注釈をアクティブにすると、そのようなテキストノート（図57）を表示するポップアップウィンドウを開いて、サウンドやムービーを再生することなどによって、それに関連するオブジェクトを発揮します。
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Figure 57 –  Open annotation

Conforming readers may permit the user to navigate through the annotations on a page by using the keyboard 
(in particular, the tab key). Beginning with PDF 1.5, PDF producers may make the navigation order explicit with 
the optional Tabs entry in a page object (see Table 30). The following are the possible values for this entry:

• R (row order): Annotations shall be visited in rows running horizontally across the page. The direction 
within a row shall be determined by the Direction entry in the viewer preferences dictionary (see 12.2, 
“Viewer Preferences”). The first annotation that shall be visited is the first annotation in the topmost row. 
When the end of a row is encountered, the first annotation in the next row shall be visited.

• C (column order): Annotations shall be visited in columns running vertically up and down the page. 
Columns shall be ordered by the Direction entry in the viewer preferences dictionary (see 12.2, “Viewer 
Preferences”). The first annotation that shall be visited is the one at the top of the first column. When the 
end of a column is encountered, the first annotation in the next column shall be visited.

• S (structure order): Annotations shall be visited in the order in which they appear in the structure tree (see 
14.7, “Logical Structure”). The order for annotations that are not included in the structure tree shall be 
determined in a manner of the conforming reader's choosing.

These descriptions assume the page is being viewed in the orientation specified by the Rotate entry. 

Conceptually, the behaviour of each annotation type may be implemented by a software module called an 
annotation handler. A conforming reader shall provide annotation handlers for all of the conforming annotation 
types. The set of annotation types is extensible. A conforming reader shall provide certain expected behaviour 
for all annotation types that it does not recognize, as documented in 12.5.2, “Annotation Dictionaries.”

12.5.2 Annotation Dictionaries

The optional Annots entry in a page object (see 7.7.3, “Page Tree”) holds an array of annotation dictionaries, 
each representing an annotation associated with the given page. Table 164 shows the required and optional 
entries that are common to all annotation dictionaries. The dictionary may contain additional entries specific to 
a particular annotation type; see the descriptions of individual annotation types in 12.5.6, “Annotation Types,”
for details. A given annotation dictionary shall be referenced from the Annots array of only one page. This 
requirement applies only to the annotation dictionary itself, not to subsidiary objects, which may be shared 
among multiple annotations.

WE HAVE BEEN TRACKING GREAT EMPLOYEES SINCE 1981, 
when we began research on our book The 100 Best 
Companies to Work for in America. From our database of 
more than 1,000 companies, we selected 238 as the most 
viable candidates for this list. Of this group, 161 agreed to 
participate. (To be eligible, a company must be at least ten 
years old and have a minimum of 500 employees.) 
        We asked each candidate company to distribute to 225 
randomly selected employees the Great Place to Work 
Trust Index. This employee survey was designed by the 
Great Place to Work Institute of San Francisco to evaluate 
trust in management, pride in work/company, and 
camaraderie. Responses were returned directly to us. 
        Each company was also required to fill out the Hewitt 
People Practices Inventory, a comprehensive 29-page 
questionnaire designed by our partner in this project, 
Hewitt Associates of Lincolnshire, Ill., a leading 
management consulting firm. Finally we asked each of our 
candidates to send us additional corporate materials, such

This is the text associated with the 
highlight annotation.

Comment
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図57  - オープン注釈

適合読者は（特にタブキー）キーボードを使用して、ページ上に注釈を介してナビゲートすることをユーザに許可することができます。 PDF 1.5以降では、PDFの生産者がページオブジェクト内の任意のタブのエントリとナビゲーション順序を明示的にも（表30参照）。以下は、このエントリの可能な値です。

•R（行順）：注釈は、ページを横切って水平に延びる列に訪問しなければなりません。行内の方向は、辞書（12.2、「ビューア設定」を参照）視聴者の好み方向のエントリによって決定されなければなりません。訪問しなければならない最初のアノテーションは、一番上の行の最初の注釈です。行の最後に遭遇したとき、次の行の最初のアノテーションが訪問しなければなりません。

•C（列順）：注釈は、ページ上下垂直方向に実行されている列に訪問されなければなりません。列は（12.2、「ビューアの環境設定」を参照）、視聴者の好み辞書の方向エントリによって順序付けされなければなりません。訪問されなければならない最初の注釈は、最初の列の一番上の1です。列の終わりが検出されると、次の列の最初の注釈は、訪問されなければなりません。

•S（構造順）：注釈は、彼らが（14.7、「論理構造」を参照）構造ツリーに表示される順序で訪問されなければなりません。構造ツリーには含まれていない注釈の順序は、準拠読者が選択した方法で決定されなければなりません。

概念的には、各注釈タイプの動作は、注釈ハンドラと呼ばれるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいです。準拠した読者は、準拠注釈型のすべてのための注釈ハンドラを提供しなければなりません。注釈型のセットは拡張可能です。 12.5.2、に記載されているように準拠した読者が、それは認識していないことをすべての注釈型のための特定の予想される動作をしなければならない「注釈辞書。」

12.5.2注釈辞書

ページオブジェクトにおける任意Annotsエントリが（7.7.3、「ページ・ツリー」を参照）、それぞれが特定のページに関連付けられた注釈を表す注釈辞書の配列を保持しています。表164に示し、すべての注釈辞書に共通する必須およびオプションのエントリ。辞書は、特定の注釈タイプに対する追加のエントリの特定を含んでいてもよいです。詳細については、「注釈の種類」、12.5.6に個々の注釈型の説明を参照してください。指定された注釈辞書は、1ページのみのAnnots配列から参照されなければなりません。この要件は、注釈辞書自体にではなく、複数の注釈間で共有することができる補助オブジェクトに適用されます。

私たちはアメリカで働くために会社ベスト100のために、私たちの本の研究を始めた1981年以来、TRACKING GREAT従業員をされています。 1,000人以上の企業の私達のデータベースから、我々はこのリストの最も実行可能な候補として238を選択しました。このグループのうち、161が参加することに合意しました。 （資格を得るには、会社は、少なくとも10歳であることと、従業員500人の最小値を持っている必要があります。）私たちは、225人のランダムに選択された従業員の作業トラストインデックスには絶好の場所に配布する各候補企業を尋ねました。この従業員の調査では、管理、仕事/会社に誇り、そして友情の信頼性を評価するために、サンフランシスコの仕事研究所には絶好の場所によって設計されました。応答は、私たちに直接戻しました。各企業は、ヒューイットの人々プラクティスインベントリ、このプロジェクトでは、当社のパートナーによって設計された包括的な29ページのアンケート、リンカンシャー、イリノイ州のヒューイットアソシエイツ。、大手経営コンサルティング会社を記入する必要がありました。最後に、私たちは私たちに、追加の社内資料を送信するために私達の候補者のそれぞれを尋ね、そのよう

これは、ハイライト、注釈に関連付けられたテキストです。

コメント
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Table 164 –  Entries common to all annotation dictionaries  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Annot for an annotation dictionary. 

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; see 
Table 169 for specific values. 

Rect rectangle (Required) The annotation rectangle, defining the location of the 
annotation on the page in default user space units. 

Contents text string (Optional) Text that shall be displayed for the annotation or, if this type of 
annotation does not display text, an alternate description of the 
annotation’s contents in human-readable form. In either case, this text is 
useful when extracting the document’s contents in support of 
accessibility to users with disabilities or for other purposes (see 14.9.3, 
“Alternate Descriptions”). See 12.5.6, “Annotation Types” for more 
details on the meaning of this entry for each annotation type.

P dictionary (Optional except as noted below; PDF 1.3; not used in FDF files) An 
indirect reference to the page object with which this annotation is 
associated. 
This entry shall be present in screen annotations associated with 
rendition actions (PDF 1.5; see 12.5.6.18, “Screen Annotations” and 
12.6.4.13, “Rendition Actions”).

NM text string (Optional; PDF 1.4) The annotation name, a text string uniquely 
identifying it among all the annotations on its page. 

M date or  
text string

(Optional; PDF 1.1) The date and time when the annotation was most 
recently modified. The format should be a date string as described in 
7.9.4, “Dates,” but conforming readers shall accept and display a string 
in any format. 

F integer (Optional; PDF 1.1) A set of flags specifying various characteristics of 
the annotation (see 12.5.3, “Annotation Flags”). Default value: 0. 

AP dictionary (Optional; PDF 1.2) An appearance dictionary specifying how the 
annotation shall be presented visually on the page (see 12.5.5, 
“Appearance Streams”). Individual annotation handlers may ignore this 
entry and provide their own appearances.

AS name (Required if the appearance dictionary AP contains one or more 
subdictionaries; PDF 1.2) The annotation’s appearance state, which 
selects the applicable appearance stream from an appearance 
subdictionary (see Section 12.5.5, “Appearance Streams”). 
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キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、注釈辞書のためのAnnotのものでなければなりません。

Rectrectangle（必須）注釈矩形、デフォルトのユーザ空間単位でページ上の注釈の位置を定めます。

Contentstext文字列注釈のこのタイプは、テキスト、人間が読める形式で注釈の内容の別の説明が表示されない場合は、注釈のために表示されるか、またはされなければならない（オプション）テキスト。障害者や他の目的のためのユーザへのアクセスを支援するために、文書の内容を抽出する際のいずれかの場合には、このテキストは（14.9.3、「代替説明」を参照）に有用です。各注釈型のエントリの意味の詳細は、12.5.6、「注釈タイプ」を参照してください。

Pdictionary（オプション以下に記載されている場合を除き、PDF 1.3、FDFファイルで使用されていない）この注釈が関連付けられているページオブジェクトへの間接参照。このエントリは演出のアクションに関連付けられた画面の注釈に存在しなければならない（PDF 1.5; 12.5.6.18、「画面注釈」と12.6.4.13、「レンディションアクション」を参照してください）。

NMtext文字列（オプション; PDF 1.4）注釈名、一意にそのページ上のすべての注釈の中でそれを識別するテキスト文字列。

Mdateまたはテキスト文字列（オプション; PDF 1.1）注釈が最近変更された日付と時刻。フォーマットは「日付」7.9.4に記載の日付文字列でなければなりませんが、準拠した読者は受け入れ、任意の形式の文字列を表示しなければなりません。

Finteger（オプション; PDF 1.1）注釈のさまざまな特性を指定するフラグのセット（12.5.3、「注釈フラグ」を参照）。デフォルト値：0。

APdictionary（オプション; PDF 1.2）注釈が（12.5.5、「外観ストリーム」を参照）ページに視覚的に提示されなければならない方法を指定外観辞書。個々の注釈ハンドラは、このエントリを無視して、自分の外見を提供することができます。

ASname（外観辞書APは、1つまたは複数のサブディクショナリが含まれている場合は必須。PDF 1.2）外観サブディクショナリから適用外観ストリームを選択し、注釈の外観状態、（「外観ストリーム」、セクション12.5.5を参照してください）。
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12.5.3 Annotation Flags

The value of the annotation dictionary’s F entry is an integer interpreted as one-bit flags specifying various 
characteristics of the annotation. Bit positions within the flag word shall be numbered from low-order to high-
order, with the lowest-order bit numbered 1. Table 165 shows the meanings of the flags; all other bits of the 
integer shall be set to 0. 

Border array (Optional) An array specifying the characteristics of the annotation’s 
border, which shall be drawn as a rounded rectangle. 
(PDF 1.0) The array consists of three numbers defining the horizontal 
corner radius, vertical corner radius, and border width, all in default user 
space units. If the corner radii are 0, the border has square (not rounded) 
corners; if the border width is 0, no border is drawn.
(PDF 1.1) The array may have a fourth element, an optional dash array
defining a pattern of dashes and gaps that shall be used in drawing the 
border. The dash array shall be specified in the same format as in the 
line dash pattern parameter of the graphics state (see 8.4.3.6, “Line 
Dash Pattern”). 
EXAMPLE A Border value of [ 0 0 1 [ 3 2 ] ] specifies a border 1 

unit wide, with square corners, drawn with 3-unit 
dashes alternating with 2-unit gaps. 

NOTE (PDF 1.2) The dictionaries for some annotation types (such 
as free text and polygon annotations) can include the BS
entry. That entry specifies a border style dictionary that has 
more settings than the array specified for the Border entry. 
If an annotation dictionary includes the BS entry, then the 
Border entry is ignored.

Default value: [ 0 0 1 ]. 

C array (Optional; PDF 1.1) An array of numbers in the range 0.0 to 1.0, 
representing a colour used for the following purposes: 
The background of the annotation’s icon when closed 
The title bar of the annotation’s pop-up window 
The border of a link annotation
The number of array elements determines the colour space in which the 
colour shall be defined: 
0 No colour; transparent 
1 DeviceGray 
3 DeviceRGB 
4 DeviceCMYK 

StructParent integer (Required if the annotation is a structural content item; PDF 1.3) The 
integer key of the annotation’s entry in the structural parent tree (see 
14.7.4.4, “Finding Structure Elements from Content Items”). 

OC dictionary (Optional; PDF 1.5) An optional content group or optional content 
membership dictionary (see 8.11, “Optional Content”) specifying the 
optional content properties for the annotation. Before the annotation is 
drawn, its visibility shall be determined based on this entry as well as the 
annotation flags specified in the F entry (see 12.5.3, “Annotation Flags”). 
If it is determined to be invisible, the annotation shall be skipped, as if it 
were not in the document.

Table 164 –  Entries common to all annotation dictionaries  (continued)

Key Type Value
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12.5.3注釈国旗

注釈辞書のFエントリの値は、注釈の様々な特性を指定する1ビットのフラグとして解釈整数です。最下位ビットが1の表165が示すフラグの意味を番号とフラグワード内のビット位置は、上位に下位から数えなければなりません。整数の他のすべてのビットが0に設定されなければなりません。

Borderarray（任意）丸みを帯びた長方形として描画されなければならない注釈の境界の特性を指定するアレイ。 （PDF 1.0）アレイは、すべてのデフォルトのユーザ空間単位で水平角の半径、垂直コーナー半径、及び境界線の幅を規定する3個の数字からなります。コーナー半径が0である場合、境界は、正方形（丸みを帯びていない）の角を有します。境界線の幅が0の場合、境界線が描かれていない。（PDF 1.1）アレイが第4要素、境界の描画に使用されるものとダッシュとギャップのパターンをarraydefining任意ダッシュを有していてもよいです。ダッシュ配列は、グラフィックス状態のラインダッシュパターンパラメータ（8.4.3.6、「ラインの破線パターン」を参照）と同じ形式で指定されなければなりません。 2単位のギャップと交互に3単位の破線で描かれた正方形の角、広い[0 0 1 [3 2]指定境界1単位のEXAMPLEAの境界値。

NOTE（PDF 1.2）（例えば、フリーテキストやポリゴン注釈など）いくつかの注釈型の辞書にはBSentryを含めることができます。そのエントリはボーダーエントリに指定された配列よりも多くの設定があり境界線スタイル辞書を指定します。注釈辞書はBSのエントリが含まれている場合は、その境界線のエントリは無視されます。

CARRAY（オプション; PDF 1.1）次の目的で使用する色を表す1.0の範囲0.0における数字の配列、：注釈のアイコンの背景注釈のポップアップウィンドウのタイトルバーにリンクの国境を閉鎖し配列要素のannotationThe数は、色が定義されるものとする色空間決定：0なし色を、透明1DeviceGray 3 DeviceRGBで4 DeviceCMYK

StructParentinteger（必須注釈が構造的コンテンツ・アイテムである場合は、PDF 1.3）の構造、親ツリー内の注釈のエントリの整数キー（「コンテンツアイテムから構造要素の検索」、14.7.4.4を参照してください）。

OCdictionary（オプション; PDF 1.5）、オプションのコンテンツグループまたはオプションのコンテンツ会員辞書（「オプションのコンテンツ」、8.11を参照）、注釈のためのオプションのコンテンツプロパティを指定します。注釈が描画される前に、その可視性は、このエントリと同様にFのエントリに指定された注釈フラグ（12.5.3、「注釈フラグ」を参照）に基づいて決定されなければなりません。目に見えないと判断された場合、それは文書ではなかったかのように、注釈は、スキップされなければなりません。

表164  - すべての注釈辞書にエントリー共通（続き）

キータイプ値
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Table 165 –  Annotation flags  

Bit 
position

Name Meaning

1 Invisible If set, do not display the annotation if it does not belong to one of the 
standard annotation types and no annotation handler is available. If 
clear, display such an unknown annotation using an appearance 
stream specified by its appearance dictionary, if any (see 12.5.5, 
“Appearance Streams”). 

2 Hidden (PDF 1.2) If set, do not display or print the annotation or allow it to 
interact with the user, regardless of its annotation type or whether an 
annotation handler is available. 
NOTE 1 In cases where screen space is limited, the ability to hide 

and show annotations selectively can be used in 
combination with appearance streams (see 12.5.5, 
“Appearance Streams”) to display auxiliary pop-up 
information similar in function to online help systems. 

3 Print (PDF 1.2) If set, print the annotation when the page is printed. If clear, 
never print the annotation, regardless of whether it is displayed on the 
screen. 
NOTE 2 This can be useful for annotations representing interactive 

pushbuttons, which would serve no meaningful purpose 
on the printed page. 

4 NoZoom (PDF 1.3) If set, do not scale the annotation’s appearance to match the 
magnification of the page. The location of the annotation on the page 
(defined by the upper-left corner of its annotation rectangle) shall 
remain fixed, regardless of the page magnification. See further 
discussion following this Table. 

5 NoRotate (PDF 1.3) If set, do not rotate the annotation’s appearance to match 
the rotation of the page. The upper-left corner of the annotation 
rectangle shall remain in a fixed location on the page, regardless of the 
page rotation. See further discussion following this Table. 

6 NoView (PDF 1.3) If set, do not display the annotation on the screen or allow it 
to interact with the user. The annotation may be printed (depending on 
the setting of the Print flag) but should be considered hidden for 
purposes of on-screen display and user interaction. 

7 ReadOnly (PDF 1.3) If set, do not allow the annotation to interact with the user. 
The annotation may be displayed or printed (depending on the settings 
of the NoView and Print flags) but should not respond to mouse clicks 
or change its appearance in response to mouse motions. 
This flag shall be ignored for widget annotations; its function is 
subsumed by the ReadOnly flag of the associated form field (see 
Table 221). 

8 Locked (PDF 1.4) If set, do not allow the annotation to be deleted or its 
properties (including position and size) to be modified by the user. 
However, this flag does not restrict changes to the annotation’s 
contents, such as the value of a form field. 

9 ToggleNoView (PDF 1.5) If set, invert the interpretation of the NoView flag for certain 
events. 
NOTE 3 A typical use is to have an annotation that appears only 

when a mouse cursor is held over it.

10 LockedContents (PDF 1.7) If set, do not allow the contents of the annotation to be 
modified by the user. This flag does not restrict deletion of the 
annotation or changes to other annotation properties, such as position 
and size. 
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ビットpositionName意味

それは標準の注釈タイプのいずれかに属していないと、何の注釈ハンドラが利用できない場合は1セットあれば目に見えない、注釈は表示されません。明確な場合は、（12.5.5、「外観ストリーム」を参照）があれば、その外観辞書で指定された外観のストリームを使用して、このような未知の注釈を表示します。

2隠し（PDF 1.2）設定されている場合は、表示または注釈を印刷するかにかかわらず、その注釈型のまたは注釈ハンドラが利用可能かどうか、それはユーザと対話することはできません。画面スペースが限られている場合には備考1、選択的な外観ストリームと組み合わせて使用することができる非表示と表示の注釈への能力（12.5.5を参照してください、「外観ストリーム」）は、オンラインヘルプと同様の機能を補助ポップアップ情報を表示しますシステム。

3印刷（PDF 1.2）セットした場合、ページが印刷されたときに、注釈を印刷します。明確な場合は、関係なく、それが画面に表示されているかどうかの、注釈を印刷することはありません。注2これは、印刷されたページには意味のある目的を果たすないと思われる、対話型の押しボタンを表す注釈するのに役立ちます。

4 NoZoom（PDF 1.3）セットした場合、ページの表示倍率を一致させるために、注釈の外観を拡張できません。 （その注釈矩形の左上隅によって定義される）ページ上の注釈の位置に関わらずページ倍率の、固定されたままでなければなりません。この表以下のさらなる説明を参照してください。

5 NoRotate（PDF 1.3）設定されている場合は、ページの回転に合わせて、注釈の外観を回転させないでください。注釈矩形の左上隅に関わらず、ページ回転、ページ上の固定位置に留まるものとします。この表以下のさらなる説明を参照してください。

6 NoView（PDF 1.3）セットした場合、画面上に注釈を表示したり、それがユーザと対話することはできません。注釈は、（印刷フラグの設定に応じて）印刷することができるが、オンスクリーンディスプレイとのユーザ相互作用のために隠されたとみなされるべきです。

7読み取り専用（PDF 1.3）設定されている場合は、注釈がユーザと対話することはできません。注釈が表示されるか、または（NoViewの設定や印刷フラグに応じて）印刷されたが、マウスクリックに応答すべきでないか、マウスの動きに反応して、その外観を変更することができます。このフラグは、ウィジェットの注釈では無視されなければなりません。その機能は、関連するフォームフィールドの読み取り専用フラグによって包含される（表221を参照のこと）。

図8（PDF 1.4）設定されている場合はロックされ、注釈を削除するか、（位置及びサイズを含む）は、そのプロパティがユーザによって変更することができません。しかし、このフラグは、このようなフォームフィールドの値として、注釈の内容への変更を、制限するものではありません。

特定のイベントのためのNoViewフラグの解釈反転9 ToggleNoView（PDF 1.5）設定されている場合、。注3 A一般的な使用は、マウスカーソルをその上に保持されている場合のみ表示され、注釈を持つことです。

10 LockedContents（PDF 1.7）設定されている場合は、注釈の内容をユーザーが変更することはできません。このフラグは、注釈またはそのような位置や大きさ等の他の注釈特性に対する変更の削除を制限しません。
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If the NoZoom flag is set, the annotation shall always maintain the same fixed size on the screen and shall be 
unaffected by the magnification level at which the page itself is displayed. Similarly, if the NoRotate flag is set, 
the annotation shall retain its original orientation on the screen when the page is rotated (by changing the 
Rotate entry in the page object; see 7.7.3, “Page Tree”). 

In either case, the annotation’s position shall be determined by the coordinates of the upper-left corner of its 
annotation rectangle, as defined by the Rect entry in the annotation dictionary and interpreted in the default 
user space of the page. When the default user space is scaled or rotated, the positions of the other three 
corners of the annotation rectangle are different in the altered user space than they were in the original user 
space. The conforming reader shall perform this alteration automatically. However, it shall not actually change 
the annotation’s Rect entry, which continues to describe the annotation’s relationship with the unscaled, 
unrotated user space. 

NOTE Figure 58 shows how an annotation whose NoRotate flag is set remains upright when the page it is on is 
rotated 90 degrees clockwise. The upper-left corner of the annotation remains at the same point in default user 
space; the annotation pivots around that point. 

Figure 58 –  Coordinate adjustment with the NoRotate flag

12.5.4 Border Styles

An annotation may optionally be surrounded by a border when displayed or printed. If present, the border shall 
be drawn completely inside the annotation rectangle. In PDF 1.1, the characteristics of the border shall be 
specified by the Border entry in the annotation dictionary (see Table 164). Beginning with PDF 1.2, the border 
characteristics for some types of annotations may instead be specified in a border style dictionary designated 
by the annotation’s BS entry. Such dictionaries may also be used to specify the width and dash pattern for the 
lines drawn by line, square, circle, and ink annotations. Table 166 summarizes the contents of the border style 
dictionary. If neither the Border nor the BS entry is present, the border shall be drawn as a solid line with a 
width of 1 point. 

Table 166 –  Entries in a border style dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be Border for a border style dictionary. 

W number (Optional) The border width in points. If this value is 0, no border shall drawn. 
Default value: 1. 

Before page rotation

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

(0, 0)

After page rotation

abcdefghijklm
nopqrstuvw

xyz

(0, 0)
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NoZoomフラグが設定されている場合、注釈は常に画面上の同じ固定サイズを維持しなければならないし、ページ自体が表示される倍率レベルによって影響を受けなければなりません。 NoRotateフラグが設定されている場合、ページを回転させると同様に、注釈は、（ページオブジェクトに回転エントリを変更することによって、7.7.3を参照して、「ページ・ツリー」）画面上の元の位置を維持しなければなりません。

注釈辞書内のRectエントリによって定義され、ページのデフォルトのユーザ空間で解釈されるいずれの場合においても、注釈の位置は、その注釈矩形の左上隅の座標によって決定されなければなりません。デフォルトユーザスペースがスケーリング又は回転されるときに、元のユーザ空間であったよりも、注釈矩形の他の三つの角の位置が変更されたユーザ空間で異なっています。準拠した読者は、自動的にこの変更を行わなければなりません。しかし、それは実際にスケーリングされていない、非回転のユーザ空間での注釈の関係を記述するために続けて注釈ののRectエントリを変更してはなりません。

図58  -  NoRotateフラグを調整座標

12.5.4境界線のスタイル

注釈は、必要に応じて表示されたときの境界線で囲まれた又は印刷されてもよいです。存在する場合、境界線は注釈矩形の内側に完全に作成しなければなりません。 PDF 1.1では、ボーダーの特性は、注釈辞書のボーダーのエントリで指定されなければならない（表164を参照してください）。 PDF 1.2以降では、注釈のいくつかのタイプのボーダー特性ではなく、注釈のBSエントリで指定された境界線スタイル辞書に指定することができます。そのような辞書はまた、線、四角形、円、及びインク注釈によって描線の幅とダッシュのパターンを指定するために使用されてもよいです。表166は、境界線のスタイル辞書の内容を要約したものです。ボーダーやBSのエントリも存在しない場合は、境界線は1ポイントの幅の実線で描かれなければなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、境界線のスタイル辞書の境界線でなければなりません。

Wnumber（オプション）の点における境界線の幅。この値が0の場合、境界線が引かれてはなりません。デフォルト値：1。

ページの回転の前に

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

（0、0）

ページの回転した後、

abcdefghijklm nopqrstuvwxyz

（0、0）
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Beginning with PDF 1.5, some annotations (square, circle, and polygon) may have a BE entry, which is a 
border effect dictionary that specifies an effect that shall be applied to the border of the annotations. Beginning 
with PDF 1.6, the free text annotation may also have a BE entry. Table 167 describes the entries in a border 
effect dictionary.

12.5.5 Appearance Streams

Beginning with PDF 1.2, an annotation may specify one or more appearance streams as an alternative to the 
simple border and colour characteristics available in earlier versions. Appearance streams enable the 
annotation to be presented visually in different ways to reflect its interactions with the user. Each appearance 
stream is a form XObject (see 8.10, “Form XObjects”): a self-contained content stream that shall be rendered 
inside the annotation rectangle. 

The algorithm outlined in this sub-clause shall be used to map from the coordinate system of the appearance 
XObject (as defined by its Matrix entry; see Table 97) to the annotation’s rectangle in default user space:

S name (Optional) The border style: 
S (Solid) A solid rectangle surrounding the annotation. 
D (Dashed) A dashed rectangle surrounding the annotation. The dash 

pattern may be specified by the D entry. 
B (Beveled) A simulated embossed rectangle that appears to be raised 

above the surface of the page. 
I (Inset) A simulated engraved rectangle that appears to be recessed 

below the surface of the page. 
U (Underline) A single line along the bottom of the annotation rectangle. 
A conforming reader shall tolerate other border styles that it does not 
recognize and shall use the default value. 

D array (Optional) A dash array defining a pattern of dashes and gaps that shall be
used in drawing a dashed border (border style D in the S entry). The dash 
array shall be specified in the same format as in the line dash pattern 
parameter of the graphics state (see 8.4.3.6, “Line Dash Pattern”). The dash 
phase is not specified and shall be assumed to be 0. 
EXAMPLE A D entry of [ 3 2 ] specifies a border drawn with 3-point 

dashes alternating with 2-point gaps. 

Default value: [ 3 ]. 

Table 167 –  Entries in a border effect dictionary  

Key Type Value

S name (Optional) A name representing the border effect to apply. Possible values 
are:
S No effect: the border shall be as described by the annotation dictionary’s 

BS entry.
C The border should appear “cloudy”. The width and dash array specified by 

BS shall be honored.
Default value: S.

I number (Optional; valid only if the value of S is C) A number describing the intensity of 
the effect, in the range 0 to 2. Default value: 0.

Table 166 –  Entries in a border style dictionary  (continued)

Key Type Value
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PDF 1.5以降では、いくつかの注釈（四角、円、多角形）は注釈の境界線に適用する旨を指定する境界効果辞書である、BEのエントリを有することができます。 PDF 1.6以降では、フリーテキスト注釈もBEのエントリを有することができます。表167は、境界効果辞書のエントリについて説明します。

12.5.5外観ストリーム

PDF 1.2で始まる、注釈は、以前のバージョンで使用可能なシンプル境界と色特性の代替として一つ以上の外観ストリームを指定することができます。外観ストリームは、注釈は、ユーザとの相互作用を反映するためにさまざまな方法で視覚的に提示することを可能にします。注釈矩形内にレンダリングされなければならない自己完結したコンテンツストリーム：各出現ストリームは、フォームのXObject（8.10、「フォームXObjects」を参照します）。

このサブ節で概説したアルゴリズムは、外観のXObjectの座標系からマッピングするために使用しなければならない。デフォルトのユーザ空間における注釈の長方形に（そのマトリックスエントリによって定義されるように、表97を参照）。

Darray（オプション）破線の境界（Sエントリの境界スタイルD）の描画にbeusedものとダッシュとギャップのパターンを画定するダッシュアレイ。ダッシュ配列は、グラフィックス状態のラインダッシュパターンパラメータ（8.4.3.6、「ラインの破線パターン」を参照）と同じ形式で指定されなければなりません。ダッシュ相が指定されていない[3 2]の0 EXAMPLEAのD入力であると仮定しなければならない2点ギャップと交互に3点破線で描かれた境界を指定します。

キータイプ値

SNAME（オプション）適用する境界線の効果を表す名前。可能な値は以下のとおりです。Sなし効果：ボーダーは「曇り」が表示されます注釈辞書のBS entry.Cによって記載されているように、境界がしなければなりません。 BSにより指定された幅とダッシュアレイはhonored.Default値でなければならない：S.

INUMBER（オプション、Sの値がCである場合のみ有効）範囲0〜2デフォルト値に、効果の強さを記述数：0。

表166  - 境界線スタイル辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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Algorithm: Appearance streams

a) The appearance’s bounding box (specified by its BBox entry) shall be transformed, using Matrix, to 
produce a quadrilateral with arbitrary orientation. The transformed appearance box is the smallest upright 
rectangle that encompasses this quadrilateral.

b) A matrix A shall be computed that scales and translates the transformed appearance box to align with the 
edges of the annotation’s rectangle (specified by the Rect entry). A maps the lower-left corner (the corner 
with the smallest x and y coordinates) and the upper-right corner (the corner with the greatest x and y
coordinates) of the transformed appearance box to the corresponding corners of the annotation’s 
rectangle.

c) Matrix shall be concatenated with A to form a matrix AA that maps from the appearance’s coordinate 
system to the annotation’s rectangle in default user space: 
 
AA = Matrix ¥ A

The annotation may be further scaled and rotated if either the NoZoom or NoRotate flag is set (see 12.5.3, 
“Annotation Flags”). Any transformation applied to the annotation as a whole shall also applied to the 
appearance within it.

Starting with PDF 1.4, an annotation appearance may include transparency. If the appearance’s stream 
dictionary does not contain a Group entry, it shall be treated as a non-isolated, non-knockout transparency 
group. Otherwise, the isolated and knockout values specified in the group dictionary (see 11.6.6, 
“Transparency Group XObjects”) shall be used.

The transparency group shall be composited with a backdrop consisting of the page content along with any 
previously painted annotations, using a blend mode of Normal, an alpha constant of 1.0, and a soft mask of 
None. 

NOTE 1 If a transparent annotation appearance is painted over an annotation that is drawn without using an 
appearance stream, the effect is implementation-dependent. This is because such annotations are sometimes 
drawn by means that do not conform to the PDF imaging model. Also, the effect of highlighting a transparent 
annotation appearance is implementation-dependent. 

An annotation may define as many as three separate appearances: 

• The normal appearance shall be used when the annotation is not interacting with the user. This 
appearance is also used for printing the annotation. 

• The rollover appearance shall be used when the user moves the cursor into the annotation’s active area 
without pressing the mouse button. 

• The down appearance shall be used when the mouse button is pressed or held down within the 
annotation’s active area. 

NOTE 2 As used here, the term mouse denotes a generic pointing device that controls the location of a cursor on the 
screen and has at least one button that can be pressed, held down, and released. See 12.6.3, “Trigger 
Events,” for further discussion. 

The normal, rollover, and down appearances shall be defined in an appearance dictionary, which in turn is the 
value of the AP entry in the annotation dictionary (see Table 164). Table 168 shows the contents of the 
appearance dictionary. 
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アルゴリズム：外観ストリーム

そのにBBoxエントリで指定されたa）は外観のバウンディングボックスが（）任意の向きで、四辺形を生成するために、マトリックスを使用して、変換されなければなりません。変換外観ボックスには、この四角形を含む最小の直立長方形です。

B）行列Aは、スケールこと計算さのRectエントリによって指定された注釈の矩形（）の縁部と整列するように形質転換された外観ボックスを変換しなければなりません。左下隅と右上隅注釈の矩形の対応する角に形質転換された外観ボックスの（最大x及びy座標を持つコーナー）（最小のx座標とy座標との角）をマッピングします。

AA =マトリックス¥A：C）は、行列は、行列のデフォルトのユーザ空間で注釈の矩形に外観の座標系からマップAAを形成するために、Aと連結されなければなりません

NoZoom又はNoRotateフラグのいずれかが設定されている場合、注釈はさらにスケーリング及び回転させることができる（12.5.3、「注釈フラグ」を参照）。全体として注釈に適用される変換はまた、その中の外観に適用しなければなりません。

PDF 1.4以降では、注釈の外観は、透明性を備えることができます。外観のストリーム辞書はグループエントリが含まれていない場合、それは非絶縁型、非ノックアウト透明グループとして扱われなければなりません。それ以外の場合は、単離され、ノックアウトの値は、グループ辞書で指定された（11.6.6、「透明性グループXObjects」を参照）を使用しなければなりません。

透明基は、通常のブレンドモード、1.0のアルファ定数、およびなしのソフトマスクを使用して、以前に塗装注釈と共にページコンテンツからなる背景と合成しなければなりません。

透明注釈外観は外観ストリームを使用せずに描画されたアノテーションの上に塗装されている場合は1、効果は実装依存です。そのような注釈が時々PDFのイメージングモデルに準拠していない手段によって描画されているためです。また、透明注釈の外観を強調する効果は実装依存です。

ここで使用されるように注2は、用語マウスは、コントロール画面上のカーソルの位置が上下保持、押圧、及び解除することができる少なくとも一つのボタンを持っていることを、一般的なポインティングデバイスです。さらなる議論のための12.6.3、「トリガーイベント」を参照してください。

通常、ロールオーバー、及び外観ダウン順番に注釈辞書内のAPエントリの値であり、外観辞書、（表164を参照）で定義されなければなりません。表168に示し外観辞書の内容。
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Each entry in the appearance dictionary may contain either a single appearance stream or an appearance 
subdictionary. In the latter case, the subdictionary shall define multiple appearance streams corresponding to 
different appearance states of the annotation. 

EXAMPLE An annotation representing an interactive check box may have two appearance states named On and Off. 
Its appearance dictionary may be defined as  
 
/AP <<  /N <<  /On formXObject1 

 /Off formXObject2 
    >> 

  /D  <<  /On formXObject3 
 /Off formXObject4 

   >> 
  >> 
 
where formXObject1 and formXObject2 define the check box’s normal appearance in its checked and 
unchecked states, and formXObject3 and formXObject4 provide visual feedback, such as emboldening its 
outline, when the user clicks it. (No R entry is defined because no special appearance is needed when the 
user moves the cursor over the check box without pressing the mouse button.) The choice between the 
checked and unchecked appearance states is determined by the AS entry in the annotation dictionary 
(see Table 164). 

NOTE 3 If a conforming reader does not have native support for a particular annotation type conforming readers shall 
display the annotation with its normal (N) appearance. Conforming readers shall also attempt to provide 
reasonable behavior (such as displaying nothing) if an annotation’s AS entry designates an appearance state 
for which no appearance is defined in the appearance dictionary. 

For convenience in managing appearance streams that are used repeatedly, the AP entry in a PDF document’s 
name dictionary (see 7.7.4, “Name Dictionary”) may contain a name tree mapping name strings to appearance 
streams. The name strings have no standard meanings; no PDF objects may refer to appearance streams by 
name. 

12.5.6 Annotation Types

12.5.6.1 General

PDF supports the standard annotation types listed in Table 169. The following sub-clauses describe each of 
these types in detail. 

The values in the first column of Table 169 represent the value of the annotation dictionary’s Subtype entry. 
The third column indicates whether the annotation is a markup annotation, as described in 12.5.6.2, “Markup 
Annotations.” The sub-clause also provides more information about the value of the Contents entry for 
different annotation types.

Table 168 –  Entries in an appearance dictionary  

Key Type Value

N stream or dictionary (Required) The annotation’s normal appearance. 

R stream or dictionary (Optional) The annotation’s rollover appearance. Default value: the 
value of the N entry. 

D stream or dictionary (Optional) The annotation’s down appearance. Default value: the value 
of the N entry. 
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外観辞書内の各エントリは、単一の外観ストリームまたは外観サブディクショナリのいずれかを含んでいてもよいです。後者の場合には、副辞書は、注釈の異なる外観の状態に対応する複数の外観ストリームを定義しなければなりません。

インタラクティブなチェックボックスを表す例アン注釈は、オンとオフという名前の2つの外観状態を有することができます。その外観辞書/ AP << / N << /オンformXObject1 /オフformXObject2 >> / D << /オンformXObject3 /オフformXObject4 >>として定義することができる>> formXObject1とformXObject2そのチェックのチェックボックスの通常の外観を定義しそして未チェックの状態、およびformXObject3とformXObject4は、ユーザーがそれをクリックしたときに、その概要をボールドとして、視覚的なフィードバックを提供します。チェックし、未チェックの外観状態間の選択は、注釈辞書（SEEにおけるASエントリによって決定されます（ユーザーがマウスボタンを押さずに、チェックボックスの上にカーソルを移動したとき。特別な外観は必要ありませんので、ノーRエントリが定義されています）表164）。

繰り返し使用される外観の流れを管理する上での利便性のために、PDFドキュメントの名前辞書のAPエントリは外観ストリームに名前ツリーマッピング名の文字列が含まれていてもよい（7.7.4、「名辞書」を参照してください）。名前の文字列には標準的な意味を持っていません。ノーPDFオブジェクトは、名前によって外観ストリームを参照することができます。

12.5.6注釈の種類

12.5.6.1一般的な

表169の最初の列の値は、注釈辞書のサブタイプのエントリの値を表します。 12.5.6.2に記載されているように3列目は、「マークアップ注釈。」、注釈マークアップ注釈であるかどうかを示しますサブ句は、異なる注釈タイプのコンテンツ項目の値についての詳細情報を提供します。

キータイプ値
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Table 169 –  Annotation types  

Annotation type Description Markup Discussed in sub-clause

Text Text annotation Yes 12.5.6.4, “Text Annotations”

Link Link annotation No 12.5.6.5, “Link Annotations”

FreeText (PDF 1.3) Free text annotation Yes 12.5.6.6, “Free Text Annotations”

Line (PDF 1.3) Line annotation Yes 12.5.6.7, “Line Annotations”

Square (PDF 1.3) Square annotation Yes 12.5.6.8, “Square and Circle 
Annotations”

Circle (PDF 1.3) Circle annotation Yes 12.5.6.8, “Square and Circle 
Annotations”

Polygon (PDF 1.5) Polygon annotation Yes 12.5.6.9, “Polygon and Polyline 
Annotations”

PolyLine (PDF 1.5) Polyline annotation Yes 12.5.6.9, “Polygon and Polyline 
Annotations”

Highlight (PDF 1.3) Highlight annotation Yes 12.5.6.10, “Text Markup Annotations”

Underline (PDF 1.3) Underline 
annotation 

Yes 12.5.6.10, “Text Markup Annotations”

Squiggly (PDF 1.4) Squiggly-underline  
annotation 

Yes 12.5.6.10, “Text Markup Annotations”

StrikeOut (PDF 1.3) Strikeout annotation Yes 12.5.6.10, “Text Markup Annotations”

Stamp (PDF 1.3) Rubber stamp 
annotation 

Yes 12.5.6.12, “Rubber Stamp Annotations”

Caret (PDF 1.5) Caret annotation Yes 12.5.6.11, “Caret Annotations”

Ink (PDF 1.3) Ink annotation Yes 12.5.6.13, “Ink Annotations”

Popup (PDF 1.3) Pop-up annotation No 12.5.6.14, “Pop-up Annotations”

FileAttachment (PDF 1.3) File attachment  
annotation 

Yes 12.5.6.15, “File Attachment Annotations”

Sound (PDF 1.2) Sound annotation Yes 12.5.6.16, “Sound Annotations”

Movie (PDF 1.2) Movie annotation No 12.5.6.17, “Movie Annotations”

Widget (PDF 1.2) Widget annotation No 12.5.6.19, “Widget Annotations”

Screen (PDF 1.5) Screen annotation No 12.5.6.18, “Screen Annotations”

PrinterMark (PDF 1.4) Printer’s mark 
annotation 

No 12.5.6.20, “Printer’s Mark Annotations”

TrapNet (PDF 1.3) Trap network 
annotation 

No 12.5.6.21, “Trap Network Annotations”

Watermark (PDF 1.6) Watermark 
annotation

No 12.5.6.22, “Watermark Annotations”

3D (PDF 1.6) 3D annotation No 13.6.2, “3D Annotations”

Redact (PDF 1.7) Redact annotation Yes 12.5.6.23, “Redaction Annotations”
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マークアップは、サブ節で説明した注釈タイプ説明

TEXTTEXT注釈は12.5.6.4はい、「テキスト注釈」

LinkLink注釈なし12.5.6.5、「リンクの注釈」

FreeTextの（PDF 1.3）フリーテキスト注釈はい12.5.6.6、「フリーテキスト注釈」

ライン（PDF 1.3）ライン注釈はい12.5.6.7、「行注釈」

スクエア（PDF 1.3）スクエア注釈はい12.5.6.8、「広場やサークル注釈」

サークル（PDF 1.3）サークル注釈はい12.5.6.8、「広場やサークル注釈」

ポリゴン（PDF 1.5）多角形注釈はい12.5.6.9、「ポリゴンとポリライン注釈」

ポリライン（PDF 1.5）12.5.6.9ポリライン注釈はい、「ポリゴンとポリライン注釈」

ハイライト（PDF 1.3）ハイライト注釈はい12.5.6.10、「テキストマークアップ注釈」

下線（PDF 1.3）下線注釈はい12.5.6.10、「テキストマークアップ注釈」

波線（PDF 1.4）波線下線の注釈はい12.5.6.10、「テキストマークアップ注釈」

取り消し線（PDF 1.3）取り消し線注釈12.5.6.10はい、「テキストマークアップ注釈」

スタンプ（PDF 1.3）ラバースタンプ注釈12.5.6.12はい、「ラバースタンプ注釈」

キャレット（PDF 1.5）キャレットannotationYes 12.5.6.11、「キャレット注釈」

インク（PDF 1.3）インク注釈はい12.5.6.13、「インク注釈」

ポップアップ（PDF 1.3）のポップアップ注釈なし12.5.6.14、「ポップアップ注釈」

FileAttachment（PDF 1.3）ファイル添付注釈12.5.6.15はい、「添付ファイルの注釈」

サウンド（PDF 1.2）サウンド注釈はい12.5.6.16、「音声メモ」

ムービー（PDF 1.2）映画注釈なし12.5.6.17、「ムービー注釈」

ウィジェット（PDF 1.2）ウィジェット注釈なし12.5.6.19、「ウィジェット注釈」

画面（PDF 1.5）画面注釈なし12.5.6.18、「画面の注釈」

PrinterMark（PDF 1.4）プリンタのマークの注釈なし12.5.6.20、「プリンタのマーク注釈」

TrapNet（PDF 1.3）トラップネットワークの注釈なし12.5.6.21、「トラップネットワークの注釈」

ウォーターマーク（PDF 1.6）透かしannotationNo 12.5.6.22、「ウォーターマーク注釈」

3D（PDF 1.6）3D注釈なし13.6.2、「3D注釈」

墨消し（PDF 1.7）墨消し注釈はい12.5.6.23、「墨消し注釈」
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12.5.6.2 Markup Annotations

As mentioned in 12.5.2, “Annotation Dictionaries,” the meaning of an annotation’s Contents entry varies by 
annotation type. Typically, it is the text that shall be displayed for the annotation or, if the annotation does not 
display text, an alternate description of the annotation’s contents in human-readable form. In either case, the 
Contents entry is useful when extracting the document’s contents in support of accessibility to users with 
disabilities or for other purposes (see 14.9.3, “Alternate Descriptions”).

Many annotation types are defined as markup annotations because they are used primarily to mark up PDF 
documents (see Table 170). These annotations have text that appears as part of the annotation and may be 
displayed in other ways by a conforming reader, such as in a Comments pane. 

Markup annotations may be divided into the following groups:

• Free text annotations display text directly on the page. The annotation’s Contents entry specifies the 
displayed text.

• Most other markup annotations have an associated pop-up window that may contain text. The annotation’s 
Contents entry specifies the text that shall be displayed when the pop-up window is opened. These 
include text, line, square, circle, polygon, polyline, highlight, underline, squiggly-underline, strikeout, rubber 
stamp, caret, ink, and file attachment annotations.

• Sound annotations do not have a pop-up window but may also have associated text specified by the 
Contents entry.

When separating text into paragraphs, a CARRIAGE RETURN (0Dh) shall be used and not, for example, a 
LINE FEED character (0Ah).

NOTE 1 A subset of markup annotations is called text markup annotations (see 12.5.6.10, “Text Markup Annotations”).

The remaining annotation types are not considered markup annotations:

• The pop-up annotation type shall not appear by itself; it shall be associated with a markup annotation that uses it to 
display text. 

NOTE 2 If an annotation has no parent, the Contents entry shall represent the text of the annotation, otherwise it shall 
be ignored by a conforming reader.

• For all other annotation types (Link, Movie, Widget, PrinterMark, and TrapNet), the Contents entry shall 
provide an alternate representation of the annotation’s contents in human-readable form, which is useful 
when extracting the document’s contents in support of accessibility to users with disabilities or for other 
purposes (see 14.9.3, “Alternate Descriptions”).

Table 170 lists entries that apply to all markup annotations. 

Table 170 –  Additional entries specific to markup annotations  

Key Type Value

T text string (Optional; PDF 1.1) The text label that shall be displayed in the title bar of 
the annotation’s pop-up window when open and active. This entry shall 
identify the user who added the annotation.

Popup dictionary (Optional; PDF 1.3) An indirect reference to a pop-up annotation for 
entering or editing the text associated with this annotation. 

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved391

PDF 32000-1：2008

12.5.6.2マークアップ注釈

12.5.2で述べたように、「注釈辞書は、」注釈の内容エントリの意味は、注釈型によって異なります。典型的には、注釈が、テキスト、人間が読める形式で注釈の内容の代替説明を表示しない場合、注釈のために表示されるか、またはされなければならないテキストです。 （14.9.3、「代替説明」を参照）、障害者や他の目的のためのユーザーにアクセスを支援するために、文書の内容を抽出する際のいずれかの場合には、目次エントリが便利です。

彼らはPDFドキュメントを（表170を参照）をマークアップするために主に使用されているので、多くの注釈タイプは、マークアップ注釈として定義されています。これらのアノテーションは、アノテーションの一部として表示され、そのようなコメントペインのように準拠したリーダーによって他の方法で表示することができるテキストを持っています。

マークアップ注釈は、以下のグループに分けることができます。

•フリーテキスト注釈は、ページ上のテキストを直接表示します。注釈の内容エントリが表示されるテキストを指定します。

•他のほとんどのマークアップ注釈は、テキストが含まれていてもよい関連するポップアップウィンドウを持っています。注釈の内容エントリはポップアップウィンドウが開いたときに表示されなければならないテキストを指定します。これらは、テキスト、ライン、四角形、円形、多角形、ポリライン、ハイライト、下線、波線、下線、取り消し線、ゴムスタンプ、キャレット、インク、および添付ファイルの注釈が含まれています。

•サウンド注釈は、ポップアップウィンドウを持っていないだけでなく、内容のエントリで指定されたテキストを関連付けられている可能性があります。

段落にテキストを分離すると、キャリッジリターン（0DH）は、例えば、改行文字（0AH）を使用していないされなければなりません。

マークアップ注釈の注1 Aサブセットは（12.5.6.10、「テキストマークアップ注釈」を参照）、テキストマークアップ注釈と呼ばれています。

残りの注釈タイプは、マークアップ注釈を考慮されていません。

注2注釈に親がない場合は、目次のエントリは、それ以外の場合は準拠読者によって無視されなければならない、注釈のテキストを表すものとします。

•その他のすべての注釈型（リンク、映画、ウィジェット、PrinterMark、およびTrapNet）については、目次のエントリは、アクセシビリティのサポートに文書の内容を抽出する際に有用である人間が読める形で注釈の内容の代替表現を提供しなければなりません障害者や他の目的のためのユーザー（14.9.3、「代替説明」を参照）。

キータイプ値

Ttext文字列（オプション; PDF 1.1）が開いていてアクティブな時、注釈のポップアップウィンドウのタイトルバーに表示されなければならないテキストラベル。このエントリは、注釈を追加したユーザーを識別しなければなりません。
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CA number (Optional; PDF 1.4) The constant opacity value that shall be used in 
painting the annotation (see Sections 11.2, “Overview of Transparency,”
and 11.3.7, “Shape and Opacity Computations”). This value shall apply to 
all visible elements of the annotation in its closed state (including its 
background and border) but not to the pop-up window that appears when 
the annotation is opened. 
The specified value shall not used if the annotation has an appearance 
stream (see 12.5.5, “Appearance Streams”); in that case, the appearance 
stream shall specify any transparency. (However, if the compliant viewer 
regenerates the annotation’s appearance stream, it may incorporate the 
CA value into the stream’s content.)
The implicit blend mode (see 11.3.5, “Blend Mode””) is Normal. Default 
value: 1.0. 
If no explicit appearance stream is defined for the annotation, it may be
painted by implementation-dependent means that do not necessarily 
conform to the PDF imaging model; in this case, the effect of this entry is 
implementation-dependent as well. 

RC text string 
or text 
stream

(Optional; PDF 1.5) A rich text string (see 12.7.3.4, “Rich Text Strings”) 
that shall be displayed in the pop-up window when the annotation is 
opened.

CreationDate date (Optional; PDF 1.5) The date and time (7.9.4, “Dates”) when the 
annotation was created.

IRT dictionary (Required if an RT entry is present, otherwise optional; PDF 1.5) A 
reference to the annotation that this annotation is “in reply to.” Both 
annotations shall be on the same page of the document. The relationship 
between the two annotations shall be specified by the RT entry.
If this entry is present in an FDF file (see 12.7.7, “Forms Data Format”), its 
type shall not be a dictionary but a text string containing the contents of 
the NM entry of the annotation being replied to, to allow for a situation 
where the annotation being replied to is not in the same FDF file. 

Subj text string (Optional; PDF 1.5) Text representing a short description of the subject 
being addressed by the annotation. 

RT name (Optional; meaningful only if IRT is present; PDF 1.6) A name specifying 
the relationship (the “reply type”) between this annotation and one 
specified by IRT. Valid values are:
R The annotation shall be considered a reply to the annotation 

specified by IRT. Conforming readers shall not display replies 
to an annotation individually but together in the form of 
threaded comments.

Group The annotation shall be grouped with the annotation specified 
by IRT; see the discussion following this Table.

Default value: R.

IT name (Optional; PDF 1.6) A name describing the intent of the markup 
annotation. Intents allow conforming readers to distinguish between 
different uses and behaviors of a single markup annotation type. If this 
entry is not present or its value is the same as the annotation type, the 
annotation shall have no explicit intent and should behave in a generic 
manner in a conforming reader.
Free text annotations (Table 174), line annotations (Table 175), polygon 
annotations (Table 178), and (PDF 1.7) polyline annotations (Table 178) 
have defined intents, whose values are enumerated in the corresponding 
tables.

Table 170 –  Additional entries specific to markup annotations  (continued)

Key Type Value
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CAnumber（オプション; PDF 1.4）注釈を塗装に使用しなければならない一定の不透明度値（「透明性の概要」、セクション11.2を参照し、11.3.7、「形状と不透明度計算」）。この値は、（その背景と境界を含む）が閉じた状態ではなく、注釈を開いたときに表示されるポップアップウィンドウに注釈のすべての可視要素に適用しなければなりません。アノテーション（12.5.5、「外観ストリーム」を参照）の外観ストリームを持っている場合、指定された値を使用してはなりません。その場合には、外観ストリームは任意の透明度を指定しなければなりません。 （ただし、準拠した視聴者が、それはストリームのコンテンツにCA値を組み込むことができる、注釈の外観ストリームを再生した場合。）暗黙のブレンドモードを（「「ブレンドモード」、11.3.5を参照してください）通常です。デフォルト値：1.0。明示的な外観ストリームは、注釈のために定義されていない場合、それは必ずしもPDFのイメージングモデルに準拠していない実装依存の手段によってbepaintedあり;この場合には、このエントリの効果は同様に実装依存です。

RCtext文字列またはテキストストリーム

（オプション; PDF 1.5）注釈を開いたときにポップアップウィンドウに表示されなければならないリッチテキスト文字列（12.7.3.4、「リッチテキスト文字列」を参照してください）。

CreationDatedate（オプション; PDF 1.5）日付と時刻（7.9.4、「日付」）注釈が作成されました。

IRTdictionary（必須RTエントリは、そうでなければ任意に存在する場合、PDF 1.5）この注釈であることを注釈を参照「に対する応答で。」どちらの注釈が文書の同じページにしなければなりません。 2つの注釈の関係は（12.7.7、「フォームデータ形式」を参照してください）このエントリは、FDFファイルに存在するRT entry.Ifによって指定されなければならない、そのタイプは、辞書が、内容を含むテキスト文字列であってはなりません注釈ビーイングのNMエントリの注釈ビーイングが同じFDFファイルにないに答えた状況を可能にする、に答えました。

rtNameは（オプション、IRTが存在する場合にのみ意味を持つ。PDF 1.6）この注釈とIRTによって指定された一方との間の関係（「応答タイプ」）を指定する名前。有効な値は以下のとおりです。RThe注釈は、IRTで指定された注釈への返信考慮しなければなりません。適合読者はIRTによって指定された注釈とグループ化されなければならないねじcomments.GroupThe注釈の形で個別が、一緒にアノテーションに応答を表示してはなりません。 R.：このTable.Default値以下の議論を参照してください

ITname（オプション; PDF 1.6）マークアップ注釈の意図を記述する名前。インテントは、適合読者は単一のマークアップ注釈タイプの異なる用途や行動を区別することを可能にします。このエントリが存在しないか、またはその値が注釈型と同じである場合、注釈は、明示的な意図を持っていないものと適合しreader.Freeテキスト注釈（表174）、ライン注釈（表175）に一般的な方法で振る舞うべき、ポリゴンアノテーション（表178）、及び（PDF 1.7）ポリライン注釈（表178）は、その値が対応テーブルに列挙されたインテントを定義しています。

表170  - マークアップ注釈への追加エントリ特定（続き）

キータイプ値
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In PDF 1.6, a set of annotations may be grouped so that they function as a single unit when a user interacts 
with them. The group consists of a primary annotation, which shall not have an IRT entry, and one or more 
subordinate annotations, which shall have an IRT entry that refers to the primary annotation and an RT entry 
whose value is Group.

Some entries in the primary annotation are treated as “group attributes” that shall apply to the group as a 
whole; the corresponding entries in the subordinate annotations shall be ignored. These entries are Contents
(or RC and DS), M, C, T, Popup, CreationDate, Subj, and Open. Operations that manipulate any annotation 
in a group, such as movement, cut, and copy, shall be treated by conforming readers as acting on the entire 
group.

NOTE 3 A primary annotation may have replies that are not subordinate annotations; that is, that do not have an RT
value of Group.

12.5.6.3 Annotation States

Beginning with PDF 1.5, annotations may have an author-specific state associated with them. The state is not 
specified in the annotation itself but in a separate text annotation that refers to the original annotation by means 
of its IRT (“in reply to”) entry (see Table 173). States shall be grouped into a number of state models, as shown 
in Table 171.

Annotations shall be thought of as initially being in the default state for each state model. State changes made 
by a user shall be indicated in a text annotation with the following entries:

• The T entry (see Table 170) shall specify the user.

• The IRT entry (see Table 173) shall refer to the original annotation.

• State and StateModel (see Table 172) shall update the state of the original annotation for the specified 
user. 

ExData dictionary (Optional; PDF 1.7) An external data dictionary specifying data that shall 
be associated with the annotation. This dictionary contains the following 
entries:
Type (optional) If present, shall be ExData.
Subtype (required) a name specifying the type of data that the markup 

annotation shall be associated with. The only defined value is 
Markup3D. Table 298 lists the values that correspond to a 
subtype of Markup3D. 

Table 171 –  Annotation states  

State model State Description

Marked Marked The annotation has been marked by the user. 

Unmarked The annotation has not been marked by the user (the default).

Review Accepted The user agrees with the change.

Rejected The user disagrees with the change.

Cancelled The change has been cancelled.

Completed The change has been completed.

None The user has indicated nothing about the change (the default). 

Table 170 –  Additional entries specific to markup annotations  (continued)

Key Type Value
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PDF 1.6では、注釈のセットは、それらが単一のユニットとして有する場合、ユーザ相互作用を機能するようにグループ化することができます。グループは、プライマリ注釈とその値がグループであるRTエントリを指すIRTエントリを有するものとIRTエントリ、および1つまたは複数の下位のアノテーションを、持っていなければならない主要注釈、から成ります。

主な注釈のいくつかのエントリは、グループ全体に適用されるものと、「グループ属性」として扱われます。下位の注釈内の対応するエントリは無視されなければなりません。これらのエントリは、コンテンツ（またはRCおよびDS）、M、C、T、ポップアップ、のCreationDate、SUBJ、および開いています。このような移動、カット、コピー、グループ内のすべての注釈を操作する操作は、グループ全体に作用するように読者を適合することによって治療されなければなりません。

注3主な注釈は、下位の注釈ではありません応答を有していてもよいです。それは、グループのRTvalueを持っていないこと、です。

12.5.6.3注釈州

PDF 1.5以降では、注釈は、それらに関連付けられている作者特有の状態を有することができます。状態は、注釈自体ではなく、そのIRTによって元の注釈を意味別のテキストアノテーションで指定されていない（「に対する返信で」）エントリ（表173を参照のこと）。表171に示されるように状態が、状態モデルの数にグループ化されなければなりません。

注釈は、最初に、各状態モデルのデフォルトの状態にあると考えなければなりません。ユーザによって行われた状態の変更は、次のエントリを持つテキスト注釈に表示しなければなりません。

•Tエントリ（表170を参照）は、ユーザーを指定しなければなりません。

•IRTエントリ元の注釈を指すものとする（表173を参照）。

ExDatadictionary（オプション; PDF 1.7）注釈に関連付けされなければならないデータを指定する外部データディクショナリ。この辞書は、次のエントリが含まれています。

存在する場合（オプション）を入力し、EXDATAしなければなりません。

状態モデルの状態説明

無印注釈は、ユーザ（デフォルト）でマークされていません。

ユーザーが変更に同意しReviewAccepted。

変化に対応し、ユーザーが不一致を拒否。

キャンセル変更がキャンセルされました。

完成した変更が完了しました。

表170  - マークアップ注釈への追加エントリ特定（続き）

キータイプ値
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Additional state changes shall be made by adding text annotations in reply to the previous reply for a given 
user. 

12.5.6.4 Text Annotations

A text annotation represents a “sticky note” attached to a point in the PDF document. When closed, the 
annotation shall appear as an icon; when open, it shall display a pop-up window containing the text of the note 
in a font and size chosen by the conforming reader. Text annotations shall not scale and rotate with the page; 
they shall behave as if the NoZoom and NoRotate annotation flags (see Table 165) were always set. Table 172
shows the annotation dictionary entries specific to this type of annotation. 

EXAMPLE The following example shows the definition of a text annotation.  
 
22 0 obj 

<<  /Type /Annot 
 /Subtype /Text 
 /Rect [ 266 116 430 204 ] 
 /Contents ( The quick brown fox ate the lazy mouse . ) 
>> 

endobj

12.5.6.5 Link Annotations

A link annotation represents either a hypertext link to a destination elsewhere in the document (see 12.3.2, 
“Destinations”) or an action to be performed (12.6, “Actions”). Table 173 shows the annotation dictionary 
entries specific to this type of annotation. 

Table 172 –  Additional entries specific to a text annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Text for a text annotation. 

Open boolean (Optional) A flag specifying whether the annotation shall initially be 
displayed open. Default value: false (closed). 

Name name (Optional) The name of an icon that shall be used in displaying the 
annotation. Conforming readers shall provide predefined icon 
appearances for at least the following standard names: 

Comment, Key, Note, Help, NewParagraph, Paragraph, Insert
Additional names may be supported as well. Default value: Note. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over the Name entry; see Table 168 and 12.5.5, “Appearance Streams.”

State text string (Optional; PDF 1.5) The state to which the original annotation shall be set; 
see 12.5.6.3, “Annotation States.”
Default: “Unmarked” if StateModel is “Marked”; “None” if StateModel is 
“Review”.

StateModel text string (Required if State is present, otherwise optional; PDF 1.5) The state 
model corresponding to State; see 12.5.6.3, “Annotation States.”

Table 173 –  Additional entries specific to a link annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Link for a link annotation. 

A dictionary (Optional; PDF 1.1) An action that shall be performed when the link 
annotation is activated (see 12.6, “Actions”). 
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12.5.6.4テキスト注釈

テキスト注釈は、PDF文書内のポイントに添付の「付箋」を表しています。閉じたときに、注釈は、アイコンとして表示されますしなければなりません。開放時、それが準拠する読者が選択したフォントとサイズで、ノートのテキストを含むポップアップウィンドウを表示しなければなりません。テキスト注釈は、拡大縮小、ページを回転してはなりません。 NoZoomとNoRotate注釈フラグが（表165を参照）は常に設定されたかのように、彼らは振る舞うものとします。表は、注釈のこのタイプに注釈辞書のエントリの特定を172shows。

例次の例では、テキスト注釈の定義を示しています。 22 0 OBJ << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/テキスト/のRect [266 116 430 204] /目次（速い茶色のキツネは、レイジーマウスを食べた。）>> endobj

12.5.6.5リンクの注釈

リンク注釈は、他の場所、文書内の宛先へのハイパーリンク（12.3.2、「先」を参照）または（12.6、「アクション」）実行されるべきアクションのいずれかを表します。表173に示した注釈このタイプの注釈辞書のエントリを特定。

キータイプ値

コメント、キー、ノート、ヘルプ、NewParagraph、段落、挿入

追加の名前もサポートすることができます。デフォルト値：注意してください。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、名前のエントリより優先されるもの。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください

Statetext文字列（オプション; PDF 1.5）元のアノテーションが設定されなければならない先の状態。 12.5.6.3参照、「注釈の状態。」デフォルト：StateModelは「マーク」されている場合、「無印」。 StateModelは「レビュー」であれば「なし」。

（状態が存在する場合は必須、それ以外の場合はオプション、PDF 1.5）StateModeltext列状態に対応する状態モデル。 12.5.6.3は、「注釈の状態を。」

キータイプ値

Adictionary（オプション; PDF 1.1）リンクアノテーションが活性化されたときに実行されなければならないアクション（12.6、「アクション」を参照してください）。
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EXAMPLE The following example shows a link annotation that jumps to a destination elsewhere in the document.  
 
93 0 obj 

<<  /Type /Annot 
 /Subtype /Link 
 /Rect [ 71 717 190 734 ] 
 /Border [ 16 16 1 ] 
 /Dest [ 3 0 R /FitR –4 399 199 533 ] 
>> 

endobj

12.5.6.6 Free Text Annotations

A free text annotation (PDF 1.3) displays text directly on the page. Unlike an ordinary text annotation (see 
12.5.6.4, “Text Annotations”), a free text annotation has no open or closed state; instead of being displayed in a 
pop-up window, the text shall be always visible. Table 174 shows the annotation dictionary entries specific to 

Dest array, name or  
byte string

(Optional; not permitted if an A entry is present) A destination that shall 
be displayed when the annotation is activated (see 12.3.2, 
“Destinations”). 

H name (Optional; PDF 1.2) The annotation’s highlighting mode, the visual effect 
that shall be used when the mouse button is pressed or held down 
inside its active area: 
N (None) No highlighting. 
I (Invert) Invert the contents of the annotation rectangle. 
O I(Outline) Invert the annotation’s border. 
P (Push) Display the annotation as if it were being pushed 

below the surface of the page.
Default value: I. 

PA dictionary (Optional; PDF 1.3) A URI action (see 12.6.4.7, “URI Actions”) formerly 
associated with this annotation. When Web Capture (14.10, “   Web 
Capture”) changes an annotation from a URI to a go-to action (12.6.4.2, 
“Go-To Actions”), it uses this entry to save the data from the original URI 
action so that it can be changed back in case the target page for the go-
to action is subsequently deleted. 

QuadPoints array (Optional; PDF 1.6) An array of 8 × n numbers specifying the 
coordinates of n quadrilaterals in default user space that comprise the 
region in which the link should be activated. The coordinates for each 
quadrilateral are given in the order 
x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4

specifying the four vertices of the quadrilateral in counterclockwise 
order. For orientation purposes, such as when applying an underline 
border style, the bottom of a quadrilateral is the line formed by (x1 , y1)
and (x2 , y2). 

If this entry is not present or the conforming reader does not recognize 
it, the region specified by the Rect entry should be used. QuadPoints
shall be ignored if any coordinate in the array lies outside the region 
specified by Rect.

BS dictionary (Optional; PDF 1.6) A border style dictionary (see Table 166) specifying 
the line width and dash pattern to be used in drawing the annotation’s 
border. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, takes precedence over 
the BS entry; see Table 164 and 12.5.5, “Appearance Streams”. 

Table 173 –  Additional entries specific to a link annotation  (continued)

Key Type Value
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次の例が示す他の場所に文書で先にジャンプするリンク注釈。 93 0 OBJ << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/リンク/のRect [71 717 190 734] /ボーダー[16 16 1] /取引先[3 0 R /明け-4 399 199 533] >> endobj

12.5.6.6フリーテキスト注釈

フリーテキスト注釈（PDF 1.3）は、ページ上で直接テキストを表示します。通常のテキスト注釈とは異なり（12.5.6.4、「テキスト注釈」を参照）、フリーテキスト注釈には開閉状態を持っていません。代わりに、ポップアップウィンドウに表示されているのは、テキストは常に表示しなければなりません。表174に示した注釈辞書のエントリの特定に

Destarray、名前またはバイト文字列（任意; Aエントリが存在する場合に許可されていない）アノテーションが起動されたときに表示されなければならない先（12.3.2、「先」を参照）。

Hname（オプション; PDF 1.2）注釈のハイライト表示モード、マウスボタンが押されたか、そのアクティブ領域の内側に押されているときに使用されなければならない視覚効果：N（なし）いいえ強調。注釈長方形の内容反転I（反転）。 O I注釈の境界線反転（概要）。 I.：それはpage.Default値の表面の下に押されたかのようにP（プッシュ）は注釈を表示します

PAdictionary（オプション; PDF 1.3）以前はこの注釈に関連付けられているA URIアクション（12.6.4.7、「URIアクション」を参照してください）。 Webキャプチャは（14.10、「Webキャプチャ」）は頼りにアクション（12.6.4.2、「ゴーへのアクション」）へのURIから注釈を変更した場合、それはとても元URIアクションからのデータを保存するには、このエントリを使用していますゴーへのアクションの対象ページが、その後削除された場合には、それがバックに変更することができます。

QuadPointsarray（オプション、PDF 1.6）8のアレイ×N個のリンクが活性化されるべき領域を含むデフォルトのユーザ空間におけるn四角形の座標を特定する番号。各四角形の座標は、反時計回りの順序で順序四角形のX1、Y1、X2、Y2、X3、Y3、X4 y4specifying 4つの頂点に与えられています。このような下線境界線スタイルを適用する場合のように配向目的のために、四角形の底部は（x1、y1）と（x2、y2）とによって形成される線です。

このエントリが存在しないか、または適合読者がそれを認識しない場合、のRectエントリによって指定された領域が使用されるべきです。いずれかのRectで指定された領域の外側の配列が位置の座標場合は無視することがQuadPointsshall。

BSdictionary（オプション; PDF 1.6）境界線スタイル辞書（表166を参照）注釈の境界線を描画に使用する線幅やダッシュパターンを指定します。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、BSのエントリに優先します。表164および12.5.5、「外観ストリーム」を参照してください。

表173  - リンク注釈への追加エントリの特定（続き）

キータイプ値
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this type of annotation. 12.7.3.3, “Variable Text” describes the process of using these entries to generate the 
appearance of the text in these annotations.

Table 174 –  Additional entries specific to a free text annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
FreeText for a free text annotation. 

DA string (Required) The default appearance string that shall be used in formatting 
the text (see 12.7.3.3, “Variable Text”). 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over the DA entry; see Table 168 and 12.5.5, “Appearance Streams.”

Q integer (Optional; PDF 1.4) A code specifying the form of quadding (justification) 
that shall be used in displaying the annotation’s text: 
0 Left-justified 
1 Centered 
2 Right-justified 
Default value: 0 (left-justified). 

RC text string 
or text 
stream

(Optional; PDF 1.5) A rich text string (see 12.7.3.4, “Rich Text Strings”) 
that shall be used to generate the appearance of the annotation. 

DS text string (Optional; PDF 1.5) A default style string, as described in 12.7.3.4, “Rich 
Text Strings.”

CL array (Optional; meaningful only if IT is FreeTextCallout; PDF 1.6) An array of 
four or six numbers specifying a callout line attached to the free text 
annotation. Six numbers [ x1 y1 x2 y2  x3 y3 ] represent the starting, 
knee point, and ending coordinates of the line in default user space, as 
shown in Figure 8.4. Four numbers [ x1 y1 x2 y2 ] represent the starting 
and ending coordinates of the line. 

IT name (Optional; PDF 1.6) A name describing the intent of the free text 
annotation (see also the IT entry in Table 170). The following values shall 
be valid:
FreeText The annotation is intended to function as a plain 

free-text annotation. A plain free-text annotation 
is also known as a text box comment.

FreeTextCallout The annotation is intended to function as a 
callout. The callout is associated with an area on 
the page through the callout line specified in CL. 

FreeTextTypeWriter The annotation is intended to function as a click-
to-type or typewriter object and no callout line is 
drawn. 

Default value: FreeText

BE dictionary (Optional; PDF 1.6) A border effect dictionary (see Table 167) used in 
conjunction with the border style dictionary specified by the BS entry. 
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注釈のこのタイプ。 12.7.3.3、「可変テキスト」は、これらの注釈内のテキストの外観を生成するために、これらのエントリを使用するプロセスを説明しています。

キータイプ値

DAstring（必須）テキストの書式設定に使用しなければならないデフォルトの外観の文字列（12.7.3.3、「可変テキスト」を参照してください）。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、DAエントリーより優先されるもの。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください

RCtext文字列またはテキストストリーム

注釈の外観を生成するために使用しなければならない。（オプションPDF 1.5）リッチテキスト文字列（12.7.3.4、「リッチテキスト文字列」を参照してください）。

DStext文字列（オプション; PDF 1.5）デフォルトのスタイルの文字列、12.7.3.4で説明したように、「リッチテキスト文字列。」

CLarray（オプション;意味のあるITがFreeTextCalloutである場合にのみ、PDF 1.6）フリーテキスト注釈に添付コールアウトラインを指定する4つのまたは6つの数字の配列。 6つの数字[X1、Y1、X2、Y2、X3、Y3]図8.4に示すように、開始、ニーポイント、およびデフォルトユーザ空間における線の座標を終了を表します。 4つの数字[X1、Y1、X2、Y2]は、ラインの開始及び終了座標を表します。

ITname（オプション; PDF 1.6）フリーテキスト注釈の意図を記述する名前（表170におけるITのエントリを参照してください）。次の値が有効なものでなければならない：FreeTextThe注釈はプレーンフリーテキスト注釈として機能するように意図されます。プレーンフリーテキスト注釈もcomment.FreeTextCalloutThe注釈がコールアウトとして機能するように意図されたテキストボックスとして知られています。コールアウトは、CLで指定された引き出し線を介してページ上の領域に関連付けられています。 FreeTextTypeWriterThe注釈はクリック・ツー・タイプまたはタイプライターオブジェクトとして機能するように意図され、いかなるコールアウトラインが描かれていません。デフォルト値：FreeTextの
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Figure 59 –  Free text annotation with callout

12.5.6.7 Line Annotations

The purpose of a line annotation (PDF 1.3) is to display a single straight line on the page. When opened, it shall 
display a pop-up window containing the text of the associated note. Table 175 shows the annotation dictionary 
entries specific to this type of annotation. 

RD rectangle (Optional; PDF 1.6) A set of four numbers describing the numerical 
differences between two rectangles: the Rect entry of the annotation and 
a rectangle contained within that rectangle. The inner rectangle is where 
the annotation’s text should be displayed. Any border styles and/or border 
effects specified by BS and BE entries, respectively, shall be applied to 
the border of the inner rectangle.
The four numbers correspond to the differences in default user space 
between the left, top, right, and bottom coordinates of Rect and those of 
the inner rectangle, respectively. Each value shall be greater than or 
equal to 0. The sum of the top and bottom differences shall be less than 
the height of Rect, and the sum of the left and right differences shall be 
less than the width of Rect. 

BS dictionary (Optional; PDF 1.6) A border style dictionary (see Table 166) specifying 
the line width and dash pattern that shall be used in drawing the 
annotation’s border. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, takes precedence over 
the BS entry; see Table 164 and 12.5.5, “Appearance Streams”. 

LE name (Optional; meaningful only if CL is present; PDF 1.6) A name specifying 
the line ending style that shall be used in drawing the callout line specified 
in CL. The name shall specify the line ending style for the endpoint 
defined by the pairs of coordinates (x1, y1). Table 176 shows the possible 
line ending styles. 
Default value: None.

Table 174 –  Additional entries specific to a free text annotation  (continued)

Key Type Value

Free text with callouts

x3, y3

x2, y2

x1, y1
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図59  - コールアウト付きフリーテキスト注釈

12.5.6.7ライン注釈

ライン注釈（PDF 1.3）の目的は、ページ上の単一の直線を表示することです。開いたとき、それは、関連するノートのテキストを含むポップアップウィンドウを表示しなければなりません。表175に示した注釈このタイプの注釈辞書のエントリを特定。

RDrectangle（オプション、PDF 1.6）2つの矩形の間の数値の差異を説明する4つの数字の組：注釈のRectエントリとその矩形内に含まれる矩形。注釈のテキストが表示されるべきところ、内側の長方形です。 BSにより指定された境界線のスタイル及び/又は境界の影響とはエントリは、それぞれ、4つの数字は、左、上、右、下の座標との間のデフォルトのユーザ空間の違いに対応する内側rectangle.Theの境界に適用されなければならないBEそれぞれのRectと内側の長方形のもの、の。各値は、頂部及び底部の差の合計が以下のRectの高さよりもなければならない、と左右差の和が以下のRectの幅よりもなければならない0以上でなければなりません。

BSdictionary（オプション; PDF 1.6）境界線スタイル辞書（表166を参照）注釈の境界線を描画に使用しなければならない線幅やダッシュパターンを指定します。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、BSのエントリに優先します。表164および12.5.5、「外観ストリーム」を参照してください。

LEname（オプション; CLが存在する場合にのみ意味を持つ。PDF 1.6）CLで指定されたコールアウトの線の描画に使用されなければならない行末のスタイルを指定する名前。名前は、座標（x1、y1）とのペアで定義されたエンドポイントの行末スタイルを指定しなければなりません。表176に示したスタイルを終了することも可能ライン。デフォルト値：なし。

表174  - フリーテキスト注釈の追加エントリ特定（続き）

キータイプ値

コールアウトと無料テキスト

X3、Y3

X2、Y2

X1、Y1
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Table 175 –  Additional entries specific to a line annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Line for a line annotation. 

L array (Required) An array of four numbers, [ x1 y1 x2 y2 ], specifying the 
starting and ending coordinates of the line in default user space. 
If the LL entry is present, this value shall represent the endpoints of the 
leader lines rather than the endpoints of the line itself; see Figure 60.

BS dictionary (Optional) A border style dictionary (see Table 166) specifying the width 
and dash pattern that shall be used in drawing the line. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over the L and BS entries; see Table 168 and 12.5.5, “Appearance 
Streams.”

LE array (Optional; PDF 1.4) An array of two names specifying the line ending 
styles that shall be used in drawing the line. The first and second 
elements of the array shall specify the line ending styles for the endpoints 
defined, respectively, by the first and second pairs of coordinates, (x1 , y1 )
and (x2 , y2 ), in the L array. Table 176 shows the possible values. Default 
value: [ /None /None ]. 

IC array (Optional; PDF 1.4) An array of numbers in the range 0.0 to 1.0 specifying 
the interior color that shall be used to fill the annotation’s line endings 
(see Table 176). The number of array elements shall determine the colour 
space in which the colour is defined: 
0 No colour; transparent 
1 DeviceGray 
3 DeviceRGB 
4 DeviceCMYK 

LL number (Required if LLE is present, otherwise optional; PDF 1.6) The length of 
leader lines in default user space that extend from each endpoint of the 
line perpendicular to the line itself, as shown in Figure 60. A positive value 
shall mean that the leader lines appear in the direction that is clockwise 
when traversing the line from its starting point to its ending point (as 
specified by L); a negative value shall indicate the opposite direction. 
Default value: 0 (no leader lines).

LLE number (Optional; PDF 1.6) A non-negative number that shall represents the 
length of leader line extensions that extend from the line proper 180 
degrees from the leader lines, as shown in Figure 60. 
Default value: 0 (no leader line extensions).

Cap boolean (Optional; PDF 1.6) If true, the text specified by the Contents or RC
entries shall be replicated as a caption in the appearance of the line, as 
shown in Figure 61 and Figure 62. The text shall be rendered in a manner 
appropriate to the content, taking into account factors such as writing 
direction. 
Default value: false.

IT name (Optional; PDF 1.6) A name describing the intent of the line annotation 
(see also Table 170). Valid values shall be LineArrow, which means that 
the annotation is intended to function as an arrow, and LineDimension, 
which means that the annotation is intended to function as a dimension 
line.
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キータイプ値

Larray（必須）デフォルトユーザ空間でラインの開始および終了座標を指定する4つの数値の配列、[X1、Y1、X2、Y2]。 LLエントリが存在する場合、この値は、引き出し線の終点ではなく線自体のエンドポイントを表すものとします。図60を参照してください。

BSdictionary（オプション）境界線のスタイル辞書（表166を参照）のラインを描画に使用されるものの幅とダッシュのパターンを指定します。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、LとBSのエントリより優先されるもの。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください

LEarray（オプション; PDF 1.4）のラインを描画に使用されなければならないスタイルを終了行を指定する2名の配列。アレイの第一及び第二の要素は、Lアレイにおける座標の第1および第2の対によってそれぞれ定義されたエンドポイントのスタイルを、終了行、（X1、Y1）と（X2、Y2）を、指定しなければなりません。テーブル176は、可能な値を示しています。デフォルト値：[/なし/なし]。

LLnumber;図60 A正の値に示すように、（LLEが存在する場合にそうでない任意、必須PDF 1.6）ライン自体に垂直な線の各端点から延びて、デフォルトのユーザ空間内の引き出し線の長さは、その意味するもの引き出し線は、（Lによって指定されるように）その終点にその出発点から線を横切るときに時計回り方向に現れます。負の値は逆の方向を示すものとします。デフォルト値：0（なし引き出し線）。

LLE番号（オプション、PDF 1.6）者は、図60に示すように、引き出し線から線から適切な180度伸びる引出線の拡張の長さを表す非負数。

デフォルト値：0（なしリーダーラインの拡張）。

Capboolean（オプション、PDF 1.6）がテキストをする方法の適切にレンダリングされなければならない。図61及び図62に示すように、trueの場合、コンテンツやRCentriesで指定されたテキストは、行の外観のキャプションとして複製されなければなりませんコンテンツは、そのような方向を書くなど、アカウントの要因を考慮します。デフォルト値：falseを。

ITname（オプション、PDF 1.6）ライン注釈の意図を記述する名前（表170も参照します）。有効な値は、注釈が矢印として機能することが意図されていることを意味LineArrow、および注釈を寸法線として機能するように意図されていることを意味LineDimension、でなければなりません。
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Figure 60 –  Leader lines 

LLO number (Optional; PDF 1.7) A non-negative number that shall represent the 
length of the leader line offset, which is the amount of empty space 
between the endpoints of the annotation and the beginning of the leader 
lines. 

CP name (Optional; meaningful only if Cap is true; PDF 1.7) A name describing the 
annotation’s caption positioning. Valid values are Inline, meaning the 
caption shall be centered inside the line, and Top, meaning the caption 
shall be on top of the line.
Default value: Inline

Measure dictionary (Optional; PDF 1.7) A measure dictionary (see Table 261) that shall 
specify the scale and units that apply to the line annotation.

CO array (Optional; meaningful only if Cap is true; PDF 1.7) An array of two 
numbers that shall specify the offset of the caption text from its normal 
position. The first value shall be the horizontal offset along the annotation 
line from its midpoint, with a positive value indicating offset to the right 
and a negative value indicating offset to the left. The second value shall 
be the vertical offset perpendicular to the annotation line, with a positive 
value indicating a shift up and a negative value indicating a shift down.
Default value: [0, 0] (no offset from normal positioning)

Table 175 –  Additional entries specific to a line annotation  (continued)

Key Type Value

/LLE 10 -- 10 point leader 
line extension

/LL 50 -- 50 point leader line

/LLO 10 -- 10 point leader 
line offset

/LL -50 -- 50 point inverse 
leader line

/LLE 10 -- 10 point leader 
line extension

/LLO 10 -- 10 point leader 
line offset
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LLOnumber（オプション; PDF 1.7）注釈のエンドポイントと引き出し線の始まりとの間の空きスペースの量であるオフセット引出線の長さを代表する非負の数。

CPNAME（オプション;キャップがtrueの場合にのみ意味を持つ。PDF 1.7）注釈のキャプションの位置を記述した名前。有効な値は、インライン、キャプションを意味する線の内側を中心とするものとされ、そしてトップは、キャプションを意味するline.Default値の上にしなければならない：インライン

Measuredictionary（オプション; PDF 1.7）ラインの注釈には適用され、スケールと単位を指定しなければならない対策辞書（表261を参照してください）。

Co-Arrayの（オプション;キャップがtrueの場合にのみ意味を持つ。PDF 1.7）通常の位置からのキャプションテキストのオフセットを指定する2つの数の配列。最初の値は、左右にオフセットを示す負の値にオフセットを示す正の値との中点から注釈線に沿って水平オフセットでなければなりません。 [0、0]（NO通常測位からのオフセット）：第2の値はシフトを示す正の値とシフトdown.Default値を示す負の値で、注釈線に対して垂直オフセット垂直でなければなりません

表175  - ラインの注釈への追加エントリの特定（続き）

キータイプ値

/ LLE 10から10ポイントリーダーラインの拡張

/ LL 50から50ポイントリーダーライン

/ LLO 10から10ポイントリーダーラインオフセット

/ LL -50  - 引出線の逆50のポイント

/ LLE 10から10ポイントリーダーラインの拡張

/ LLO 10から10ポイントリーダーラインオフセット
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Figure 61 illustrates the effect of including a caption to a line annotation, which is specified by setting Cap to 
true. 

Figure 61 –  Lines with captions appearing as part of the line 

Figure 62 illustrates the effect of applying a caption to a line annotation that has a leader offset.

Figure 62 –  Line with a caption appearing as part of the offset 

Table 176 –  Line ending styles  

Name  Appearance Description

Square A square filled with the annotation’s interior color, if any 

Circle A circle filled with the annotation’s interior color, if any 

Diamond A diamond shape filled with the annotation’s interior color, if any 

OpenArrow Two short lines meeting in an acute angle to form an open 
arrowhead 

ClosedArrow Two short lines meeting in an acute angle as in the OpenArrow style 
and connected by a third line to form a triangular closed arrowhead 
filled with the annotation’s interior color, if any 

None No line ending 

This is an inside caption

This is a caption that is longer than the line

This is a top caption

This is an offset caption
/CO [30, 15] -- 30 point horizontal offset along the annotation line 
and 15 point vertical offset perpendicular to the annotation line
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図61は、trueにキャップを設定することにより、指定されたライン注釈、キャプションなどの効果を示します。

図62は、オフセットリーダーを有するライン注釈にキャプションを適用することの効果を示します。

名前外観説明

もしあればSquareA広場には、注釈の内装色で塗りつぶさ

もしあればCircleA円は、注釈の内装色で塗りつぶさ

もしあれば、注釈の内装色で塗りつぶされDiamondAダイヤモンド形状

ClosedArrowTwo短い線はOpenArrowスタイルのように鋭角の角度で満たすと、もしあれば、注釈の内部の色で塗りつぶさ三角閉じ矢印を形成する第三の線で接続

これは内部のキャプションです

これはラインよりも長いキャプションです

これは、トップのキャプションです

これは、オフセットキャプションです

/ CO [30、15]  -  30点注釈ラインに注釈ラインと15点垂直オフセット垂直に沿って水平オフセット



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 401

PDF 32000-1:2008

12.5.6.8 Square and Circle Annotations

Square and circle annotations (PDF 1.3) shall display, respectively, a rectangle or an ellipse on the page. When 
opened, they shall display a pop-up window containing the text of the associated note. The rectangle or ellipse 
shall be inscribed within the annotation rectangle defined by the annotation dictionary’s Rect entry (see 
Table 168). 

Figure 63 shows two annotations, each with a border width of 18 points. Despite the names square and circle, 
the width and height of the annotation rectangle need not be equal. Table 177 shows the annotation dictionary 
entries specific to these types of annotations. 

Figure 63 –  Square and circle annotations

Butt (PDF 1.5) A short line at the endpoint perpendicular to the line itself 

ROpenArrow (PDF 1.5) Two short lines in the reverse direction from OpenArrow

RClosedArrow (PDF 1.5) A triangular closed arrowhead in the reverse direction 
from ClosedArrow

Slash (PDF 1.6) A short line at the endpoint approximately 30 degrees 
clockwise from perpendicular to the line itself

Table 177 –  Additional entries specific to a square or circle annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Square or Circle for a square or circle annotation, respectively. 

BS dictionary (Optional) A border style dictionary (see Table 166) specifying the line 
width and dash pattern that shall be used in drawing the rectangle or 
ellipse. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over the Rect and BS entries; see Table 168 and 12.5.5, “Appearance 
Streams.” 

Table 176 –  Line ending styles  (continued)

Name  Appearance Description

18 pt 18 pt

Rect

Square annotation Circle annotation
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12.5.6.8広場やサークル注釈

広場やサークル注釈（PDF 1.3）は、それぞれ、ページ上の長方形または楕円を表示しなければなりません。開いたとき、彼らは、関連するノートのテキストを含むポップアップウィンドウを表示しなければなりません。長方形または楕円は、注釈辞書の四角形エントリ（表168参照）によって定義された注釈矩形に内接しなければなりません。

図63が示す2つの注釈、18点の境界線の幅とそれぞれ。正方形の名前やサークル、注釈矩形の幅と高さにもかかわらず、同じである必要はありません。表177に示した注釈のこれらのタイプに注釈辞書のエントリを特定。

図63  - スクエアとサークル注釈

ROpenArrow（PDF 1.5）OpenArrowから逆方向に二つの短い線

RClosedArrow（PDF 1.5）ClosedArrowから逆方向の三角形閉じ矢印

スラッシュ（PDF 1.6）エンドポイントの短い線は、約30度線自体に対して垂直から時計回り

キータイプ値

Subtypename（必須）この辞書が記述する注釈のタイプ。それぞれ、正方形または円形の注釈のための広場やサークルでなければなりません。

BSdictionary（オプション）境界線のスタイル辞書（表166を参照）、長方形または楕円を描くに使用しなければならない線幅やダッシュパターンを指定します。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、のRectとBSのエントリより優先する。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください

表176  - ライン終了の形式（続き）

名前外観説明

18 ptの18 PT

RECT

スクエア注釈サークル注釈
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12.5.6.9 Polygon and Polyline Annotations

Polygon annotations (PDF 1.5) display closed polygons on the page. Such polygons may have any number of 
vertices connected by straight lines. Polyline annotations (PDF 1.5) are similar to polygons, except that the first 
and last vertex are not implicitly connected.

IC array (Optional; PDF 1.4) An array of numbers that shall be in the range 0.0 to 
1.0 and shall specify the interior color with which to fill the annotation’s 
rectangle or ellipse. The number of array elements determines the colour 
space in which the colour shall be defined: 
0 No colour; transparent 
1 DeviceGray 
3 DeviceRGB 
4 DeviceCMYK 

BE dictionary (Optional; PDF 1.5) A border effect dictionary describing an effect applied 
to the border described by the BS entry (see Table 167). 

RD rectangle (Optional; PDF 1.5) A set of four numbers that shall describe the 
numerical differences between two rectangles: the Rect entry of the 
annotation and the actual boundaries of the underlying square or circle. 
Such a difference may occur in situations where a border effect 
(described by BE) causes the size of the Rect to increase beyond that of 
the square or circle.
The four numbers shall correspond to the differences in default user 
space between the left, top, right, and bottom coordinates of Rect and 
those of the square or circle, respectively. Each value shall be greater 
than or equal to 0. The sum of the top and bottom differences shall be 
less than the height of Rect, and the sum of the left and right differences 
shall be less than the width of Rect.

Table 178 –  Additional entries specific to a polygon or polyline annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Polygon or PolyLine for a polygon or polyline annotation, respectively. 

Vertices array (Required) An array of numbers (see Table 174) specifying the width and 
dash pattern that shall represent the alternating horizontal and vertical 
coordinates, respectively, of each vertex, in default user space.

LE array (Optional; meaningful only for polyline annotations) An array of two 
names that shall specify the line ending styles. The first and second 
elements of the array shall specify the line ending styles for the endpoints 
defined, respectively, by the first and last pairs of coordinates in the 
Vertices array. Table 176 shows the possible values. Default value: [ /
None /None ].

BS dictionary (Optional) A border style dictionary (see Table 166) specifying the width 
and dash pattern that shall be used in drawing the line. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over the Vertices and BS entries; see Table 168 and 12.5.5, 
“Appearance Streams.” 

Table 177 –  Additional entries specific to a square or circle annotation  (continued)

Key Type Value
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12.5.6.9ポリゴンとポリライン注釈

多角形の注釈（PDF 1.5）は、ページ上の閉じたポリゴンを表示します。そのようなポリゴンを直線で接続する頂点の任意の数を有することができます。ポリライン注釈（PDF 1.5）は、最初と最後の頂点が暗黙的に接続されていないことを除いて、多角形に似ています。

RDrectangle（オプション; PDF 1.5）2つの矩形の間の数値の違いについて記述しなければならない4つの数字のセット：注釈ののRectエントリとその下にある正方形または円の実際の境界。そのような違いは、（BEにより記載）境界効果がのRectのサイズは、左、頂部との間のデフォルトのユーザ空間の違いに対応しなければならない正方形またはcircle.The 4つの数値のものを超えて増加させる状況で発生する可能性が右、下のRectの座標とそれぞれ正方形または円形のものと。各値は、頂部及び底部の差の合計が以下のRectの高さよりもなければならない、と左右差の和が以下のRectの幅よりもなければならない0以上でなければなりません。

キータイプ値

Subtypename（必須）この辞書が記述する注釈のタイプ。それぞれ、ポリゴンやポリライン注釈のために多角形またはポリラインしなければなりません。

Verticesarray（必須）デフォルトのユーザ空間で、各頂点を、それぞれ、交互の水平および垂直座標を表すものと幅とダッシュのパターンを指定する数値（表174参照）のアレイ。

LEarray（オプション;のみポリライン注釈の意味の）スタイルを終了行を指定する2名の配列。アレイの第一及び第二の要素は、頂点アレイの座標の最初と最後の対によって、それぞれ定義されたエンドポイントのスタイルを終了行を指定しなければなりません。テーブル176は、可能な値を示しています。デフォルト値：[/なし/なし]。

BSdictionary（オプション）境界線のスタイル辞書（表166を参照）のラインを描画に使用されるものの幅とダッシュのパターンを指定します。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、頂点とBSのエントリより優先する。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください

表177  - 正方形または円形の注釈への追加エントリ特定（続き）

キータイプ値
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12.5.6.10 Text Markup Annotations

Text markup annotations shall appear as highlights, underlines, strikeouts (all PDF 1.3), or jagged (“squiggly”) 
underlines (PDF 1.4) in the text of a document. When opened, they shall display a pop-up window containing 
the text of the associated note. Table 179 shows the annotation dictionary entries specific to these types of 
annotations. 

IC array (Optional; PDF 1.4) An array of numbers that shall be in the range 0.0 to 
1.0 and shall specify the interior color with which to fill the annotation’s 
line endings (see Table 176). The number of array elements determines 
the colour space in which the colour shall be defined: 
0 No colour; transparent 
1 DeviceGray 
3 DeviceRGB 
4 DeviceCMYK 

BE dictionary (Optional; meaningful only for polygon annotations) A border effect 
dictionary that shall describe an effect applied to the border described by 
the BS entry (see Table 167). 

IT name (Optional; PDF 1.6) A name that shall describe the intent of the polygon 
or polyline annotation (see also Table 170). The following values shall be
valid:
PolygonCloud The annotation is intended to function as a cloud 

object.
PolyLineDimension (PDF 1.7) The polyline annotation is intended to 

function as a dimension.
PolygonDimension (PDF 1.7) The polygon annotation is intended to 

function as a dimension.

Measure dictionary (Optional; PDF 1.7) A measure dictionary (see Table 261) that shall 
specify the scale and units that apply to the annotation. 

Table 179 –  Additional entries specific to text markup annotations  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall
be Highlight, Underline, Squiggly, or StrikeOut for a highlight, 
underline, squiggly-underline, or strikeout annotation, respectively. 

QuadPoints array (Required) An array of 8 × n numbers specifying the coordinates of n
quadrilaterals in default user space. Each quadrilateral shall 
encompasses a word or group of contiguous words in the text 
underlying the annotation. The coordinates for each quadrilateral shall 
be given in the order 
x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4

specifying the quadrilateral’s four vertices in counterclockwise order 
(see Figure 64). The text shall be oriented with respect to the edge 
connecting points (x1 , y1) and (x2 , y2).

The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over QuadPoints; see Table 168 and 12.5.5, “Appearance Streams.” 

Table 178 –  Additional entries specific to a polygon or polyline annotation  (continued)

Key Type Value
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12.5.6.10テキストマークアップ注釈

テキストマークアップ注釈は、文書のテキストでハイライト、下線、奪三振（すべてPDF 1.3）、またはギザギザ（「波線」）下線（PDF 1.4）として表示されなければなりません。開いたとき、彼らは、関連するノートのテキストを含むポップアップウィンドウを表示しなければなりません。表179に示した注釈のこれらのタイプに注釈辞書のエントリを特定。

ITname（オプション; PDF 1.6）多角形またはポリライン注釈の意図について記述しなければならない名前（表170を参照してください）。次の値がbevalidもの：PolygonCloudThe注釈は、クラウドobject.PolyLineDimension（PDF 1.7）ポリラインアノテーションはdimension.PolygonDimensionとしての機能を目的としている（PDF 1.7）多角形注釈は、ディメンションとして機能するように意図されるとして機能するように意図されます。

キータイプ値

Subtypename（必須）この辞書が記述する注釈のタイプ。 shallbeハイライト、下線、波線、または取り消し線をそれぞれハイライト、下線、波線下線、または取り消し線注釈、ため。

QuadPointsarray（必須）8のアレイ×Nデフォルトユーザ空間でnquadrilateralsの座標を特定する番号。各四辺形は、アノテーションの基礎となるテキストに連続した単語の単語またはグループを包含するものとします。各四角形の座標は、反時計回りの順序（図64参照）に注文X1、Y1、X2、Y2、X3、Y3、X4 y4specifying四辺形の4つの頂点に与えられなければなりません。テキストは、点（X1、Y1）と（X2、Y2）を接続するエッジに対して配向されなければなりません。

注釈辞書のAPエントリが存在する場合、QuadPointsに優先するものとします。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください

表178  - ポリゴンやポリライン注釈への追加エントリの特定（続き）

キータイプ値
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Figure 64 –  QuadPoints specification

12.5.6.11 Caret Annotations

A caret annotation (PDF 1.5) is a visual symbol that indicates the presence of text edits. Table 180 lists the 
entries specific to caret annotations.

12.5.6.12 Rubber Stamp Annotations

A rubber stamp annotation (PDF 1.3) displays text or graphics intended to look as if they were stamped on the 
page with a rubber stamp. When opened, it shall display a pop-up window containing the text of the associated 
note. Table 181 shows the annotation dictionary entries specific to this type of annotation. 

Table 180 –  Additional entries specific to a caret annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Caret for a caret annotation. 

RD rectangle (Optional; PDF 1.5) A set of four numbers that shall describe the 
numerical differences between two rectangles: the Rect entry of the 
annotation and the actual boundaries of the underlying caret. Such a 
difference can occur. When a paragraph symbol specified by Sy is 
displayed along with the caret.
The four numbers shall correspond to the differences in default user 
space between the left, top, right, and bottom coordinates of Rect and 
those of the caret, respectively. Each value shall be greater than or equal 
to 0. The sum of the top and bottom differences shall be less than the 
height of Rect, and the sum of the left and right differences shall be less 
than the width of Rect. 

Sy name (Optional) A name specifying a symbol that shall be associated with the 
caret:
P A new paragraph symbol (¶) should be associated with the 

caret.
None No symbol should be associated with the caret.
Default value: None.

Jupiter
(x3 

, y3 
)

(x2 
, y2 

)

(x1 
, y1 

)

(x4 
, y4 

)
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図64  -  QuadPoints仕様

12.5.6.11キャレット注釈

キャレット注釈（PDF 1.5）はテキスト編集の存在を示す視覚的なシンボルです。表180のリストキャレット注釈へのエントリの特定。

12.5.6.12ラバースタンプ注釈

ラバースタンプ注釈（PDF 1.3）は、テキストやグラフィックスは、それらがゴム印でページに刻印されているかのように見えることを意図し表示します。開いたとき、それは、関連するノートのテキストを含むポップアップウィンドウを表示しなければなりません。テーブル181が示す注釈このタイプの注釈辞書エントリ特定。

キータイプ値

RDrectangle（オプション; PDF 1.5）2つの矩形の間の数値の違いについて記述しなければならない4つの数字のセット：注釈ののRectエントリとその下にあるキャレットの実際の境界。このような違いが発生する可能性があります。段落記号はSyので指定された場合caret.The 4つの数字がデフォルトユーザーの左の間の空間、上、右、それぞれのRectとキャレットのものの底部の座標の差に対応しなければならないとともに表示されます。各値は、頂部及び底部の差の合計が以下のRectの高さよりもなければならない、と左右差の和が以下のRectの幅よりもなければならない0以上でなければなりません。

Syname（オプション）キャレットに関連付けされなければならないシンボルを指定する名前：P A新しい段落記号（¶）caret.Noneない記号に関連付けられている必要がありcaret.Default値に関連付けされなければならない：なし。

木星

（X3、Y3）

（X2、Y2）

（X1、Y1）

（X4、Y4）
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12.5.6.13 Ink Annotations

An ink annotation (PDF 1.3) represents a freehand “scribble” composed of one or more disjoint paths. When 
opened, it shall display a pop-up window containing the text of the associated note. Table 182 shows the 
annotation dictionary entries specific to this type of annotation. 

12.5.6.14 Pop-up Annotations

A pop-up annotation (PDF 1.3) displays text in a pop-up window for entry and editing. It shall not appear alone 
but is associated with a markup annotation, its parent annotation, and shall be used for editing the parent’s text. 
It shall have no appearance stream or associated actions of its own and shall be identified by the Popup entry 
in the parent’s annotation dictionary (see Table 174). Table 183 shows the annotation dictionary entries specific 
to this type of annotation. 

Table 181 –  Additional entries specific to a rubber stamp annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Stamp for a rubber stamp annotation. 

Name name (Optional) The name of an icon that shall be used in displaying the 
annotation. Conforming readers shall provide predefined icon 
appearances for at least the following standard names: 

Approved, Experimental, NotApproved, AsIs, Expired , 
NotForPublicRelease, Confidential, Final, Sold, Departmental, 
ForComment, TopSecret, Draft, ForPublicRelease

Additional names may be supported as well. Default value: Draft. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over the Name entry; see Table 168 and 12.5.5, “Appearance Streams.” 

Table 182 –  Additional entries specific to an ink annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Ink for an ink annotation. 

InkList array (Required) An array of n arrays, each representing a stroked path. Each 
array shall be a series of alternating horizontal and vertical coordinates in 
default user space, specifying points along the path. When drawn, the 
points shall be connected by straight lines or curves in an 
implementation-dependent way. 

BS dictionary (Optional) A border style dictionary (see Table 166) specifying the line 
width and dash pattern that shall be used in drawing the paths. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over the InkList and BS entries; see Table 168 and 12.5.5, “Appearance 
Streams.” 

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved405

PDF 32000-1：2008

12.5.6.13インク注釈

インク注釈（PDF 1.3）は、1つまたは複数の互いに素な経路からなるフリーハンド「落書き」を表します。開いたとき、それは、関連するノートのテキストを含むポップアップウィンドウを表示しなければなりません。テーブル182が示す注釈このタイプの注釈辞書エントリ特定。

12.5.6.14ポップアップ注釈

ポップアップ注釈（PDF 1.3）は、入力と編集のためのポップアップウィンドウにテキストを表示します。それだけでは表示されないものはなく、マークアップ、注釈、その親の注釈に関連付けられ、親のテキストを編集するために使用しなければなりません。それは外観の流れや、独自の関連付けられたアクションを持っていないものや、親の注釈辞書のポップアップエントリによって識別されなければならない（表174を参照してください）。表183に示した注釈このタイプの注釈辞書のエントリを特定。

キータイプ値

Namename（オプション）注釈を表示する際に使用しなければならないアイコンの名前。読者に準拠することは、少なくとも次の標準名については事前に定義されたアイコン出演提供するもの：承認済み、実験、NotApproved、ASIS、期限切れ、NotForPublicRelease、機密、決勝、販売、部門別、ForComment、TopSecret、ドラフトを、ForPublicReleaseAdditional名は同様にサポートすることができます。デフォルト値：ドラフト。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、名前のエントリより優先されるもの。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください

キータイプ値

InkListarray（必須）N配列の配列は、それぞれ、ストロークパスを表します。各アレイは、パスに沿った点を指定して、デフォルトのユーザ空間で水平および垂直座標を一連の交互でなければなりません。描かれた場合、ポイントは実装依存の方法で直線又は曲線で接続しなければなりません。

パスの描画に使用されなければならない線幅と破線パターンを指定するBSdictionary（オプション）A枠線のスタイル辞書（表166を参照してください）。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、InkListとBSのエントリより優先されるもの。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください
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12.5.6.15 File Attachment Annotations

A file attachment annotation (PDF 1.3) contains a reference to a file, which typically shall be embedded in the 
PDF file (see 7.11.4, “Embedded File Streams”). 

NOTE A table of data might use a file attachment annotation to link to a spreadsheet file based on that data; activating 
the annotation extracts the embedded file and gives the user an opportunity to view it or store it in the file 
system. Table 184 shows the annotation dictionary entries specific to this type of annotation. 

The Contents entry of the annotation dictionary may specify descriptive text relating to the attached file. 
Conforming readers shall use this entry rather than the optional Desc entry (PDF 1.6) in the file specification 
dictionary (see Table 44) identified by the annotation’s FS entry.

12.5.6.16 Sound Annotations

A sound annotation (PDF 1.2) shall analogous to a text annotation except that instead of a text note, it contains 
sound recorded from the computer’s microphone or imported from a file. When the annotation is activated, the 
sound shall be played. The annotation shall behave like a text annotation in most ways, with a different icon (by 
default, a speaker) to indicate that it represents a sound. Table 185 shows the annotation dictionary entries 
specific to this type of annotation. Sound objects are discussed in 13.3, “Sounds.” 

Table 183 –  Additional entries specific to a pop-up annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall
be Popup for a pop-up annotation. 

Parent dictionary (Optional; shall be an indirect reference) The parent annotation with 
which this pop-up annotation shall be associated. 
If this entry is present, the parent annotation’s Contents, M, C, and T
entries (see Table 168) shall override those of the pop-up annotation 
itself. 

Open boolean (Optional) A flag specifying whether the pop-up annotation shall
initially be displayed open. Default value: false (closed). 

Table 184 –  Additional entries specific to a file attachment annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall
be FileAttachment for a file attachment annotation. 

FS file specification (Required) The file associated with this annotation. 

Name name (Optional) The name of an icon that shall be used in displaying the 
annotation. Conforming readers shall provide predefined icon 
appearances for at least the following standard names: 
GraphPushPin
PaperclipTag
Additional names may be supported as well. Default value: PushPin. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over the Name entry; see Table 168 and 12.5.5, “Appearance 
Streams.”
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12.5.6.15ファイル添付注釈

ファイル添付注釈（PDF 1.3）は、典型的には、PDFファイルに埋め込まれなければならないファイル、（7.11.4、「埋め込みファイルストリーム」を参照）への参照が含まれています。

注釈辞書の内容エントリは、添付ファイルに関する説明テキストを指定することもできます。読者に準拠して、注釈のFSエントリによって識別される（表44を参照してください）ファイル指定の辞書でこのエントリではなく、オプションのDESCエントリ（PDF 1.6）を使用しなければなりません。

12.5.6.16サウンド注釈

サウンド注釈（PDF 1.2）の代わりにテキストノートのことを除いて、テキスト注釈に類似するもの、それは健全なコンピュータのマイクから録音またはファイルからのインポートが含まれています。注釈がアクティブになると、音が再生されなければなりません。注釈は、それが音を表すことを示すために、（デフォルトでは、スピーカー）異なるアイコンで、ほとんどの方法で、テキスト注釈のように動作するものとします。表185に示した注釈このタイプの注釈辞書のエントリを特定。サウンドオブジェクトは13.3で議論されている「サウンド。」

キータイプ値

Parentdictionary（オプション;間接参照しなければならない）、このポップアップ注釈が関連するものとすると、親の注釈。このエントリが存在する場合、親注釈の内容、M、C、およびTentriesは（表168を参照してください）ポップアップ注釈自体のそれらを上書きするものとします。

キータイプ値

Namename（オプション）注釈を表示する際に使用しなければならないアイコンの名前。 GraphPushPinPaperclipTagAdditional名ウェルとしてサポートされてもよい：読者に準拠して、少なくとも以下の標準名の定義済みアイコンの外観を提供しなければなりません。デフォルト値：画鋲。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、名前のエントリより優先されるもの。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください
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12.5.6.17 Movie Annotations

A movie annotation (PDF 1.2) contains animated graphics and sound to be presented on the computer screen 
and through the speakers. When the annotation is activated, the movie shall be played. Table 186 shows the 
annotation dictionary entries specific to this type of annotation. Movies are discussed in 13.4, “Movies.” 

12.5.6.18 Screen Annotations

A screen annotation (PDF 1.5) specifies a region of a page upon which media clips may be played. It also 
serves as an object from which actions can be triggered. 12.6.4.13, “Rendition Actions” discusses the 
relationship between screen annotations and rendition actions. Table 187 shows the annotation dictionary 
entries specific to this type of annotation.

Table 185 –  Additional entries specific to a sound annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Sound for a sound annotation. 

Sound stream (Required) A sound object defining the sound that shall be played when 
the annotation is activated (see 13.3, “Sounds”). 

Name name (Optional) The name of an icon that shall be used in displaying the 
annotation. Conforming readers shall provide predefined icon 
appearances for at least the standard names Speaker and Mic. Additional 
names may be supported as well. Default value: Speaker. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over the Name entry; see Table 168 and 12.5.5, “Appearance Streams.” 

Table 186 –  Additional entries specific to a movie annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Movie for a movie annotation. 

T text string (Optional) The title of the movie annotation. Movie actions (12.6.4.9, 
“Movie Actions”) may use this title to reference the movie annotation.

Movie dictionary (Required) A movie dictionary that shall describe the movie’s static 
characteristics (see 13.4, “Movies”). 

A boolean or 
dictionary

(Optional) A flag or dictionary specifying whether and how to play the 
movie when the annotation is activated. If this value is a dictionary, it shall 
be a movie activation dictionary (see 13.4, “Movies”) specifying how to 
play the movie. If the value is the boolean true, the movie shall be played 
using default activation parameters. If the value is false, the movie shall 
not be played. Default value: true. 

Table 187 –  Additional entries specific to a screen annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Screen for a screen annotation. 

T text string (Optional) The title of the screen annotation. 

MK dictionary (Optional) An appearance characteristics dictionary (see Table 189). The 
I entry of this dictionary provides the icon used in generating the 
appearance referred to by the screen annotation’s AP entry.
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12.5.6.17作品の注釈

映画の注釈（PDF 1.2）は、コンピュータ画面上とスピーカーを通して提示されるアニメーショングラフィックとサウンドが含まれています。注釈が作動すると、動画が再生されなければなりません。表186に示した注釈このタイプの注釈辞書のエントリを特定。動画は13.4で議論されている「作品。」

12.5.6.18画面注釈

画面注釈（PDF 1.5）メディアクリップを再生することができる上に、ページの領域を特定します。また、アクションをトリガすることが可能なオブジェクトとして働きます。 12.6.4.13、「レンディションアクション」画面の注釈とレンディションアクション間の関係を論じています。表187に示した注釈このタイプの注釈辞書のエントリを特定。

キータイプ値

SOUNDSTREAM（必須）注釈が活性化されたときに再生されなければならない音を定義するサウンドオブジェクト（13.3、「サウンド」を参照してください）。

Namename（オプション）注釈を表示する際に使用しなければならないアイコンの名前。準拠した読者は、少なくとも標準名スピーカーとマイクのために事前に定義されたアイコンの外観を提供しなければなりません。追加の名前もサポートすることができます。デフォルト値：スピーカー。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、名前のエントリより優先されるもの。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください

キータイプ値

Ttext文字列（オプション）映画の注釈のタイトル。映画のアクションは（12.6.4.9、「ムービーアクション」）映画の注釈を参照するには、このタイトルを使用することができます。

ムービーの静特性を記述しなければならないMoviedictionary（必須）Aムービー辞書（13.4、「作品」を参照してください）。

Abooleanまたは辞書（オプション）注釈が活性化されたとき、どのようにムービーを再生するかどうかのフラグまたは辞書指定。この値は辞書であれば、それは映画の活性化辞書ものでなければならないムービーを再生する方法を指定する（13.4、「作品」を参照してください）。値がブール値trueの場合、ムービーはデフォルトの起動パラメータを使用して再生されなければなりません。値がfalseの場合、ムービーは再生されないものとします。デフォルト値はtrue。

キータイプ値

MKdictionary（オプション）外観特性辞書（表189を参照してください）。この辞書のIエントリは、画面注釈のAPエントリによって参照される外観を生成するのに使用されるアイコンを提供します。
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In addition to the entries in Table 187, screen annotations may use the common entries in the annotation 
dictionary (see Table 164) in the following ways:

• The P entry shall be used for a screen annotation referenced by a rendition action. It shall reference a valid 
page object, and the annotation shall be present in the page’s Annots array for the action to be valid. 

• The AP entry refers to an appearance dictionary (see Table 168) whose normal appearance provides the 
visual appearance for a screen annotation that shall be used for printing and default display when a media 
clip is not being played. If AP is not present, the screen annotation shall not have a default visual 
appearance and shall not be printed. 

12.5.6.19 Widget Annotations

Interactive forms (see 12.7, “Interactive Forms”) use widget annotations (PDF 1.2) to represent the appearance 
of fields and to manage user interactions. As a convenience, when a field has only a single associated widget 
annotation, the contents of the field dictionary (12.7.3, “Field Dictionaries”) and the annotation dictionary may 
be merged into a single dictionary containing entries that pertain to both a field and an annotation. 

NOTE This presents no ambiguity, since the contents of the two kinds of dictionaries do not conflict. 

Table 188 shows the annotation dictionary entries specific to this type of annotation; interactive forms and fields 
are discussed at length in 12.7, “Interactive Forms.” 

A dictionary (Optional; PDF 1.1) An action that shall be performed when the 
annotation is activated (see 12.6, “Actions”). 

AA dictionary (Optional; PDF 1.2) An additional-actions dictionary defining the screen 
annotation’s behaviour in response to various trigger events (see 12.6.3, 
“Trigger Events”). 

Table 188 –  Additional entries specific to a widget annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Widget for a widget annotation. 

H name (Optional) The annotation’s highlighting mode, the visual effect that shall 
be used when the mouse button is pressed or held down inside its active 
area: 
N (None) No highlighting. 
I (Invert) Invert the contents of the annotation rectangle. 
O (Outline) Invert the annotation’s border. 
P (Push) Display the annotation’s down appearance, if any (see 

12.5.5, “Appearance Streams”). If no down appearance is defined, 
the contents of the annotation rectangle shall be offset to appear 
as if it were being pushed below the surface of the page. 

T (Toggle) Same as P (which is preferred). 
A highlighting mode other than P shall override any down appearance 
defined for the annotation. Default value: I. 

MK dictionary (Optional) An appearance characteristics dictionary (see Table 189) that 
shall be used in constructing a dynamic appearance stream specifying 
the annotation’s visual presentation on the page. 
The name MK for this entry is of historical significance only and has no 
direct meaning. 

Table 187 –  Additional entries specific to a screen annotation  (continued)

Key Type Value
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表187のエントリに加えて、注釈辞書内の共通のエントリを使用することができる画面注釈は、次の方法で（表164を参照します）。

•Pエントリはレンディションアクションによって参照画面注釈のために使用しなければなりません。これは、有効なページオブジェクトを参照するものとし、アクションが有効であるためには、注釈は、ページのAnnots配列中に存在しなければなりません。

•APのエントリは、その正常な外観メディアクリップが再生されていないときに印刷し、デフォルトの表示に使用されなければならない画面注釈のための視覚的な外観を提供外観辞書（表168を参照のこと）を指します。 APが存在しない場合は、画面注釈は、デフォルトの外観を持っていないものとし、印刷してはなりません。

12.5.6.19ウィジェット注釈

インタラクティブフォームは（12.7、「インタラクティブフォーム」を参照）フィールドの外観を表現するために、ユーザーとの対話を管理するためのウィジェット注釈（PDF 1.2）を使用します。フィールドは、単一の関連するウィジェット注釈を有する利便性として、フィールド辞書（12.7.3、「フィールド辞書」）の内容と注釈辞書フィールドの両方に関連することエントリを含む単一の辞書に統合することができます注釈。

NOTEこのプレゼントの辞書の2種類の内容が矛盾していないので、無曖昧さを、。

テーブル188が示す注釈このタイプの注釈辞書エントリ特定。インタラクティブフォームとフィールドは、12.7の長さの「インタラクティブフォーム」を考察されています

Adictionary（オプション; PDF 1.1）注釈が起動されたときに実行されなければならないアクション（12.6、「アクション」を参照してください）。

AAdictionary（オプション; PDF 1.2）の追加 - アクションが（12.6.3、「トリガーイベント」を参照）、様々なトリガイベントに応答して、画面のアノテーションの振る舞いを定義する辞書。

キータイプ値

Hname（オプション）注釈のハイライト表示モード、マウスボタンが押されたか、そのアクティブ領域の内側に押されているときに使用されなければならない視覚効果：N（なし）いいえ強調。注釈長方形の内容反転I（反転）。 O注釈の境界線反転（概要）。いずれの場合P（プッシュ）（12.5.5、「外観ストリーム」を参照）、注釈のダウン外観を表示します。何のダウン外観が定義されていない場合は、ページの表面の下に押されたかのように、注釈矩形の内容が表示されるようにオフセットされなければなりません。 （好ましい）Pと同じT（トグル）。 P以外の強調表示モードは、注釈のために定義された任意のダウン外観を上書きするものとします。デフォルト値：I.

表187  - 画面注釈への追加エントリの特定（続き）

キータイプ値
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The MK entry may be used to provide an appearance characteristics dictionary containing additional 
information for constructing the annotation’s appearance stream. Table 189 shows the contents of this 
dictionary. 

A dictionary (Optional; PDF 1.1) An action that shall be performed when the 
annotation is activated (see 12.6, “Actions”). 

AA dictionary (Optional; PDF 1.2) An additional-actions dictionary defining the 
annotation’s behaviour in response to various trigger events (see 12.6.3, 
“Trigger Events”). 

BS dictionary (Optional; PDF 1.2) A border style dictionary (see Table 166) specifying 
the width and dash pattern that shall be used in drawing the annotation’s 
border. 
The annotation dictionary’s AP entry, if present, shall take precedence 
over the L and BS entries; see Table 168 and 12.5.5, “Appearance 
Streams.”

Parent dictionary (Required if this widget annotation is one of multiple children in a field; 
absent otherwise) An indirect reference to the widget annotation’s parent 
field. A widget annotation may have at most one parent; that is, it can be 
included in the Kids array of at most one field

Table 189 –  Entries in an appearance characteristics dictionary  

Key Type Value

R integer (Optional) The number of degrees by which the widget annotation shall 
be rotated counterclockwise relative to the page. The value shall be a 
multiple of 90. Default value: 0. 

BC array (Optional) An array of numbers that shall be in the range 0.0 to 1.0 
specifying the colour of the widget annotation’s border. The number of 
array elements determines the colour space in which the colour shall be
defined: 
0 No colour; transparent 
1 DeviceGray 
3 DeviceRGB 
4 DeviceCMYK 

BG array (Optional) An array of numbers that shall be in the range 0.0 to 1.0 
specifying the colour of the widget annotation’s background. The number 
of array elements shall determine the colour space, as described for BC. 

CA text string (Optional; button fields only) The widget annotation’s normal caption, 
which shall be displayed when it is not interacting with the user. 
Unlike the remaining entries listed in this Table, which apply only to 
widget annotations associated with pushbutton fields (see Pushbuttons in 
12.7.4.2, “Button Fields”), the CA entry may be used with any type of 
button field, including check boxes (see Check Boxes in 12.7.4.2, “Button 
Fields”) and radio buttons (Radio Buttons in 12.7.4.2, “Button Fields”). 

RC text string (Optional; pushbutton fields only) The widget annotation’s rollover 
caption, which shall be displayed when the user rolls the cursor into its 
active area without pressing the mouse button. 

AC text string (Optional; pushbutton fields only) The widget annotation’s alternate 
(down) caption, which shall be displayed when the mouse button is 
pressed within its active area. 

Table 188 –  Additional entries specific to a widget annotation  (continued)

Key Type Value
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Adictionary（オプション; PDF 1.1）注釈が起動されたときに実行されなければならないアクション（12.6、「アクション」を参照してください）。

AAdictionary（オプション; PDF 1.2）の追加 - アクションが（12.6.3、「トリガーイベント」を参照）、様々なトリガイベントに応答して、アノテーションの振る舞いを定義する辞書。

BSdictionary（オプション; PDF 1.2）境界線スタイル辞書（表166を参照）注釈の境界線を描画に使用しなければならない幅とダッシュのパターンを指定します。注釈辞書のAPエントリが存在する場合、LとBSのエントリより優先されるもの。 「外観ストリーム。」、表168および12.5.5を参照してください

Parentdictionary（このウィジェット注釈は、フィールド内の複数の子の1つである場合は必須、それ以外の場合は不在）ウィジェット注釈の親フィールドへの間接参照。ウィジェットの注釈は、多くても1人の親で有していてもよいです。それはそれは、最大で1つのフィールドのキッズアレイに含まれることが可能であり、

キータイプ値

BGarray（オプション）ウィジェット注釈の背景の色を指定する1.0の範囲0.0でなければならない数字の配列。 BCについて記載したように、アレイ要素の数は、色空間を決定しなければなりません。

CAtext string（オプション、ボタンのみフィールド）、それはユーザと対話されていないときに表示されなければならないウィジェット注釈の通常のキャプション、。プッシュボタンフィールドに関連付けられたウィジェット注釈（「ボタンフィールド」、12.7.4.2に押ボタンを参照）にのみ適用され、この表に記載されている残りのエントリとは異なり、CAエントリは、（チェックボックスなど、ボタンフィールドの任意のタイプで使用することができます12.7.4.2で、12.7.4.2に「ボタンフィールド」）およびラジオボタン（ラジオボタンをチェックボックスを参照してください、「ボタンフィールド」）。

RCtext文字列（任意;のみ押ボタンフィールド）ユーザがマウスボタンを押さずにその活性領域にカーソルを移動したときに表示されなければならないウィジェット注釈のロールオーバーキャプション、。

ACtextストリング（オプション、プッシュボタンフィールドのみ）マウスボタンがそのアクティブ領域内に押されたときに表示されなければならないウィジェット注釈の代替（ダウン）キャプション、。

表188  - ウィジェットの注釈への追加エントリの特定（続き）

キータイプ値
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12.5.6.20 Printer’s Mark Annotations

A printer’s mark annotation (PDF 1.4) represents a graphic symbol, such as a registration target, colour bar, or 
cut mark, that may be added to a page to assist production personnel in identifying components of a multiple-
plate job and maintaining consistent output during production. See 14.11.3, “Printer’s Marks,” for further 
discussion. 

12.5.6.21 Trap Network Annotations

A trap network annotation (PDF 1.3) may be used to define the trapping characteristics for a page of a PDF 
document. 

NOTE Trapping is the process of adding marks to a page along colour boundaries to avoid unwanted visual artifacts 
resulting from misregistration of colorants when the page is printed.

A page shall have no more than one trap network annotation, whose Subtype entry has the value TrapNet and 
which shall always be the last element in the page object’s Annots array (see 7.7.3.3, “Page Objects”). See 
14.11.6, “Trapping Support,” for further discussion. 

12.5.6.22 Watermark Annotations

A watermark annotation (PDF 1.6) shall be used to represent graphics that shall be printed at a fixed size and 
position on a page, regardless of the dimensions of the printed page. The FixedPrint entry of a watermark 
annotation dictionary (see Table 190) shall be a dictionary that contains values for specifying the size and 
position of the annotation (see Table 191).

I stream (Optional; pushbutton fields only; shall be an indirect reference) A form 
XObject defining the widget annotation’s normal icon, which shall be 
displayed when it is not interacting with the user. 

RI stream (Optional; pushbutton fields only; shall be an indirect reference) A form 
XObject defining the widget annotation’s rollover icon, which shall be 
displayed when the user rolls the cursor into its active area without 
pressing the mouse button. 

IX stream (Optional; pushbutton fields only; shall be an indirect reference) A form 
XObject defining the widget annotation’s alternate (down) icon, which 
shall be displayed when the mouse button is pressed within its active 
area. 

IF dictionary (Optional; pushbutton fields only) An icon fit dictionary (see Table 247) 
specifying how the widget annotation’s icon shall be displayed within its 
annotation rectangle. If present, the icon fit dictionary shall apply to all of 
the annotation’s icons (normal, rollover, and alternate). 

TP integer (Optional; pushbutton fields only) A code indicating where to position the 
text of the widget annotation’s caption relative to its icon: 
0 No icon; caption only 
1 No caption; icon only 
2 Caption below the icon 
3 Caption above the icon 
4 Caption to the right of the icon 
5 Caption to the left of the icon 
6 Caption overlaid directly on the icon 
Default value: 0. 

Table 189 –  Entries in an appearance characteristics dictionary  (continued)

Key Type Value
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12.5.6.20プリンタのマーク・注釈

プリンタのマーク注釈（PDF 1.4）は、多板ジョブのコンポーネントを識別し、一貫性のある出力を維持する生産担当者を支援するためにページに追加されてもよい登録対象、カラーバー、またはカットマークとして、図形を表します生産中。さらなる議論のため14.11.3、「トンボ」を参照してください。

12.5.6.21トラップネットワークの注釈

注記トラップは、ページが印刷されるとき、着色剤の位置ずれに起因する望ましくない視覚的アーチファクトを回避するために、色の境界に沿ってページにマークを追加するプロセスです。

ページは、そのサブタイプのエントリ値TrapNetを持ち、常にページオブジェクトのAnnots配列（7.7.3.3を参照してください、「ページがオブジェクト」）の最後の要素でなければならこれ1つの以下のトラップネットワークアノテーションを、持っていないものとします。さらなる議論のため14.11.6、「トラッピングのサポート」を参照してください。

12.5.6.22透かし注釈

透かし注釈（PDF 1.6）にかかわらず、印刷されたページの寸法の、ページ上の固定サイズ及び位置で印刷しなければならないグラフィックスを表すために使用されなければなりません。透かし注釈辞書のFixedPrintエントリがアノテーション（表191参照）の大きさと位置を特定するための値が含まれた辞書でなければならない（表190を参照のこと）。

ISTREAM（任意;のみ押ボタンフィールド、間接参照でなければならない）、それはユーザと対話されていないときに表示されなければならないウィジェット注釈の通常のアイコンを定義するフォームのXObject。

RIstream（任意;のみ押ボタンフィールド、間接参照でなければならない）形態のXObjectは、ユーザがマウスボタンを押さずにその活性領域にカーソルを移動したときに表示されなければならないウィジェット注釈のロールオーバーアイコンを定義します。

IXstream（任意;のみ押ボタンフィールド、間接参照でなければならない）形態のXObjectは、マウスボタンがそのアクティブ領域内に押されたときに表示されなければならないウィジェット注釈の代替（ダウン）アイコンを定義します。

IFdictionary（オプション;のみプッシュボタン・フィールド）アイコンフィット辞書（表247を参照してください）ウィジェット注釈のアイコンは、その注釈矩形内に表示されなければならない方法を指定します。存在する場合、アイコンフィット辞書は、注釈のアイコン（通常、ロールオーバー、および代替）のすべてに適用されるものとします。

表189  - （続き）辞書外観特性のエントリ

キータイプ値
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Watermark annotations shall have no pop-up window or other interactive elements. When displaying a 
watermark annotation on-screen, conforming readers shall use the dimensions of the media box as the page 
size so that the scroll and zoom behaviour is the same as for other annotations.

NOTE Since many printing devices have non printable margins, such margins should be taken into consideration 
when positioning watermark annotations near the edge of a page.

When rendering a watermark annotation with a FixedPrint entry, the following behaviour shall occur:

• The annotation’s rectangle (as specified by its Rect entry) shall be translated to the origin and transformed 
by the Matrix entry of its FixedPrint dictionary to produce a quadrilateral with arbitrary orientation.

• The transformed annotation rectangle shall be defined as the smallest upright rectangle that encompasses 
this quadrilateral; it shall be used in place of the annotation rectangle referred to in steps 2 and 3 of 
"Algorithm: Appearance streams".

In addition, given a matrix B that maps a scaled and rotated page into the default user space, a new matrix shall 
be computed that cancels out B and translates the origin of the printed page to the origin of the default user 
space. This transformation shall be applied to ensure the correct scaling and alignment. 

Table 190 –  Additional entries specific to a watermark annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
Watermark for a watermark annotation. 

FixedPrint dictionary (Optional) A fixed print dictionary (see Table 191) that specifies how this 
annotation shall be drawn relative to the dimensions of the target media. If 
this entry is not present, the annotation shall be drawn without any special 
consideration for the dimensions of the target media.
If the dimensions of the target media are not known at the time of 
drawing, drawing shall be done relative to the dimensions specified by the 
page’s MediaBox entry (see Table 30).

Table 191 –  Entries in a fixed print dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) Shall be FixedPrint.

Matrix array (Optional) The matrix used to transform the annotation’s rectangle before 
rendering.
Default value: the identity matrix [ 1 0 0 1 0 0 ]. 
When positioning content near the edge of a page, this entry should be 
used to provide a reasonable offset to allow for nonburnable margins.

H number (Optional) The amount to translate the associated content horizontally, as 
a percentage of the width of the target media (or if unknown, the width of 
the page’s MediaBox). 1.0 represents 100% and 0.0 represents 0%. 
Negative values should not be used, since they may cause content to be 
drawn off the page.
Default value: 0.

V number (Optional) The amount to translate the associated content vertically, as a 
percentage of the height of the target media (or if unknown, the height of 
the page’s MediaBox). 1.0 represents 100% and 0.0 represents 0%. 
Negative values should not be used, since they may cause content to be 
drawn off the page.
Default value: 0.
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ウォーターマークの注釈には、ポップアップウィンドウや他のインタラクティブな要素を持っていないものとします。画面上の透かしの注釈を表示する場合、スクロールやズーム動作が他の注釈と同じになるように、適合する読者はページサイズとしてボックスメディアの寸法を使用しなければなりません。

NOTE多くの印刷装置は、非印刷可能なマージンを持っているので、ページの端近く透かし注釈を配置する際に、そのようなマージンを考慮する必要があります。

FixedPrintエントリを持つ透かし注釈をレンダリングする場合、以下の動作が発生しなければなりません。

•注釈の矩形が（それのRectエントリによって指定される）を原点に変換し、任意の向きで四辺形を生成するために、そのFixedPrint辞書の行列エントリによって形質転換されなければなりません。

•形質転換された注釈矩形は、この四辺形を包含する最小の直立長方形として定義されなければなりません。 「：外観ストリームアルゴリズム」とは、ステップ2と3で言及した注釈矩形の代わりに使用されなければなりません。

加えて、デフォルトのユーザ空間にスケーリング及び回転ページをマッピング行列Bを与え、新しい行列がB相殺とは、既定のユーザー空間の原点に印刷されたページの原点を変換することを計算しなければなりません。この変換は、適切なスケーリング及び位置合わせを確実にするために適用しなければなりません。

キータイプ値

FixedPrintdictionary（オプション）固定印字辞書（表191を参照）、このアノテーションは、ターゲットメディアの寸法に対して作成しなければならない方法を指定しています。このエントリが存在しない場合、アノテーションターゲットメディアの寸法は図面、描画時には知られていないターゲットmedia.Ifの寸法のために特別な考慮せずに作成しなければならないがで指定された寸法に対して行われなければなりませんページのメディアサイズエントリ（表30参照）。

キータイプ値

型名（必須）FixedPrintされなければなりません。

Matrixarray（オプション）rendering.Default値の前に注釈の矩形を変換するために使用行列：単位行列[1 0 0 1 0 0]。ページの端に近いコンテンツを配置する場合は、このエントリは不燃マージンを可能にするためにオフセットを合理的に提供するために使用する必要があります。

Hnumber（オプション）量は、ターゲットメディアの幅（または不明の場合は、ページのメディアサイズの幅）の割合として、水平に関連するコンテンツを変換します。 1.0が100％を表し、0.0は0％を表します。 0：彼らはコンテンツがpage.Default値引き出される可能性がありので、負の値は、使用すべきではありません。

Vnumber（オプション）量は、対象メディアの高さ（または不明の場合は、ページのメディアサイズの高さ）の割合として、縦に関連するコンテンツを変換します。 1.0が100％を表し、0.0は0％を表します。 0：彼らはコンテンツがpage.Default値引き出される可能性がありので、負の値は、使用すべきではありません。
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EXAMPLE The following example shows a watermark annotation that prints a text string one inch from the left and 
one inch from the top of the printed page.  
 
8 0 obj % Watermark appearance 

<< 
/Length ... 
/Subtype /Form 
/Resources ... 
/BBox ... 

>> 
stream 
... 

BT 
/F1 1 Tf 
36 0 0 36 0 -36 Tm 
(Do Not Build) Tx 
ET 
... 

endstream 
endobj 
 
9 0 obj % Watermark annotation 

<< 
/Rect ... 
/Type /Annot 
/Subtype /Watermark 
/FixedPrint 10 0 R 
/AP <</N 8 0 R>> 

>> 
 
% in the page dictionary 

/Annots [9 0 R] 
 
10 0 obj % Fixed print dictionary 

<< 
/Type /FixedPrint 
/Matrix [1 0 0 1 72 -72] % Translate one inch right and one inch down 
/H 0 
/V 1.0 % Translate the full height of the page vertically 

>> 
endobj

In situations other than the usual case where the PDF page size equals the printed page size, watermark 
annotations with a FixedPrint entry shall be printed in the following manner:

• When page tiling is selected in a conforming reader (that is, a single PDF page is printed on multiple 
pages), the annotations shall be printed at the specified size and position on each page to ensure that any 
enclosed content is present and legible on each printed page.

• When n-up printing is selected (that is, multiple PDF pages are printed on a single page), the annotations 
shall be printed at the specified size and shall be positioned as if the dimensions of the printed page were 
limited to a single portion of the page. This ensures that any enclosed content does not overlap content 
from other pages, thus rendering it illegible. 

12.5.6.23 Redaction Annotations

A redaction annotation (PDF 1.7) identifies content that is intended to be removed from the document. The 
intent of redaction annotations is to enable the following process:

a) Content identification. A user applies redact annotations that specify the pieces or regions of content that 
should be removed. Up until the next step is performed, the user can see, move and redefine these 
annotations. 
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例次の例が示すテキスト文字列の左から1インチと印刷されたページの最上部から1インチを印刷した透かし注釈。 8 0 OBJ％ウォーターマークの外観<< /長さ... /サブタイプ/フォーム/リソース... /にBBox ... >>ストリーム... BT / F1 1 Tfが36 0 0 36 0 -36のTm（ドゥないビルド）送信ET ... endstream endobj 9 0 OBJ％透かし注釈<< /のRect ... /タイプ/ Annotの/サブタイプ/ウォーターマーク/ FixedPrint 10 0 R / AP << / N 8 0 R >>％でページ辞書/ Annots [9 0 R] 10 0 OBJ％固定印字辞書<< /タイプ/ FixedPrint /行列[1 0 0 1 72 -72]％1インチ右及び/ H 0 / Vダウン1インチ1.0％翻訳を翻訳ページの全高垂直>> endobj

PDFのページサイズが印刷されたページサイズに等しい通常の場合以外の状況では、FixedPrintエントリを持つ透かし注釈は、次のように印刷されなければなりません。

•ページタイルを適合リーダー（ある、単一のPDFページが複数ページに印刷されている）で選択された場合、注釈は任意囲まれたコンテンツが存在し、読みやすいであることを保証するために、各ページ上の指定されたサイズおよび位置に印刷されなければなりません各印刷ページ。

•Nアップ印刷が（すなわち、複数のPDFページが単一のページに印刷されている）を選択した場合、注釈は、指定されたサイズで印刷するものとし、印刷されたページの大きさは、単一の部分に限定されていたかのように配置しなければなりませんページの。どの囲まれたコンテンツは、このように読みにくく、それをレンダリング、他のページからコンテンツを重複しないことをこれが保証されます。

12.5.6.23墨消し注釈

改訂注釈（PDF 1.7）文書から削除されることを意図されているコンテンツを識別する。改訂注釈の意図は、次のプロセスを有効にするには、次のとおりです。

a）のコンテンツ識別。ユーザは、除去されるべきコンテンツの断片または領域を指定する墨消し注釈を適用します。次のステップが実行されるまで、ユーザーが参照、移動およびこれらの注釈を再定義することができます。
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b) Content removal. The user instructs the viewer application to apply the redact annotations, after which the 
content in the area specified by the redact annotations is removed. In the removed content’s place, some 
marking appears to indicate the area has been redacted. Also, the redact annotations are removed from 
the PDF document. 

Redaction annotations provide a mechanism for the first step in the redaction process (content identification). 
This allows content to be marked for redaction in a non-destructive way, thus enabling a review process for 
evaluating potential redactions prior to removing the specified content. 

Redaction annotations shall provide enough information to be used in the second phase of the redaction 
process (content removal). This phase is application-specific and requires the conforming reader to remove all 
content identified by the redaction annotation, as well as the annotation itself. 

Conforming readers that support redaction annotations shall provide a mechanism for applying content 
removal, and they shall remove all traces of the specified content. If a portion of an image is contained in a 
redaction region, that portion of the image data shall be destroyed; clipping or image masks shall not be used 
to hide that data. Such conforming readers shall also be diligent in their consideration of all content that can 
exist in a PDF document, including XML Forms Architecture (XFA) content and Extensible Metadata Platform 
(XMP) content.

Table 192 –  Additional entries specific to a redaction annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall
be Redact for a redaction annotation.

QuadPoints array (Optional) An array of 8 x n numbers specifying the coordinates of n 
quadrilaterals in default user space, as described in Table 175 for text 
markup annotations. If present, these quadrilaterals denote the 
content region that is intended to be removed. If this entry is not 
present, the Rect entry denotes the content region that is intended to 
be removed.

IC array (Optional) An array of three numbers in the range 0.0 to 1.0 
specifying the components, in the DeviceRGB colour space, of the 
interior colour with which to fill the redacted region after the affected 
content has been removed. If this entry is absent, the interior of the 
redaction region is left transparent. This entry is ignored if the RO
entry is present.

RO stream (Optional) A form XObject specifying the overlay appearance for this 
redaction annotation. After this redaction is applied and the affected 
content has been removed, the overlay appearance should be drawn 
such that its origin lines up with the lower-left corner of the annotation 
rectangle. This form XObject is not necessarily related to other 
annotation appearances, and may or may not be present in the AP
dictionary. This entry takes precedence over the IC, OverlayText, 
DA, and Q entries.

OverlayText text string (Optional) A text string specifying the overlay text that should be 
drawn over the redacted region after the affected content has been 
removed. This entry is ignored if the RO entry is present.

Repeat boolean (Optional) If true, then the text specified by OverlayText should be 
repeated to fill the redacted region after the affected content has been 
removed. This entry is ignored if the RO entry is present. Default 
value: false.

DA byte string (Required if OverlayText is present, ignored otherwise) The 
appearance string to be used in formatting the overlay text when it is 
drawn after the affected content has been removed (see 12.7.3.3, 
“Variable Text”). This entry is ignored if the RO entry is present.
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b）のコンテンツ除去。ユーザは、墨消しアノテーションで指定された領域内のコンテンツが除去された後に墨消しアノテーションを適用するビューアアプリケーションを指示します。削除されたコンテンツの代わりに、エリアを示すために、いくつかのマーキングが表示されますが編集されました。また、墨消し注釈はPDF文書から削除されます。

改訂注釈は、墨塗り処理（コンテンツID）の最初のステップのためのメカニズムを提供します。これは、このように前に指定されたコンテンツを削除する可能性redactionsを評価するための検討プロセスを有効に、非破壊的な方法で墨消し用にマークするコンテンツができます。

改訂注釈は、墨塗り処理（コンテンツの削除）の第二段階で使用するのに十分な情報を提供しなければなりません。このフェーズは、アプリケーション固有であり、改訂注釈、ならびに、注釈自体によって識別されたすべてのコンテンツを削除するために適合リーダーを必要とします。

サポート改訂注釈がコンテンツ削除を適用するためのメカニズムを提供しなければならない、と彼らは指定されたコンテンツのすべての痕跡を除去しなければならないことを読者に準拠。画像の部分は墨塗り領域に含まれている場合、画像データの部分が破壊されなければなりません。クリッピングまたは画像マスクが非表示にそのデータを使用してはなりません。そのような適合読者は、XMLフォームアーキテクチャ（XFA）コンテンツと拡張メタデータプラットフォーム（XMP）コンテンツを含む、PDF文書内に存在することができ、すべてのコンテンツのそれらの考慮に勤勉でなければなりません。

キータイプ値

Subtypename（必須）この辞書が記述する注釈のタイプ。改訂注釈のための墨消しをshallbe。

QuadPointsarray（オプション）テキストマークアップ注釈は、表175に記載されているように、デフォルトのユーザ空間内の座標N四角形を指定する8×n個の数字の配列。存在する場合、これらの四辺形が除去されることが意図されているコンテンツ領域を示します。このエントリが存在しない場合、のRectエントリが削除されることが意図されているコンテンツ領域を示します。

ICarray（オプション）、影響を受けたコンテンツが削除された後に編集さ領域を埋めるれる内装色のDeviceRGBで色空間内のコンポーネントを特定範囲内の3つの数字0.0〜1.0、の配列。このエントリが存在しない場合は、改訂領域の内部は透明のままです。 ROentryが存在する場合、このエントリは無視されます。

ROstream（オプション）この改訂注釈のオーバーレイの外観を指定するフォームXObjectを。この改訂が適用されると、影響を受けるコンテンツが除去された後、オーバーレイ外観は、注釈矩形の左下隅と、そのような起源線こと策定されるべきです。この形式のXObjectは、必ずしも他の注釈の外観に関係なく、またはAPdictionary中に存在してもしなくてもよいです。このエントリはIC、OverlayText、DA、およびQエントリよりも優先されます。

OverlayTexttext文字列（オプション）影響を受けるコンテンツが削除された後に編集さ領域に渡って描かれるべきオーバーレイテキストを指定するテキスト文字列。 ROエントリが存在する場合、このエントリは無視されます。

Repeatboolean（オプション）trueの場合は、その後、OverlayTextで指定されたテキストは、影響を受けるコンテンツが削除された後に編集さ域を埋めるために繰り返されるべきです。 ROエントリが存在する場合、このエントリは無視されます。デフォルト値：falseを。

（OverlayTextが存在する場合は必須、それ以外の場合は無視されます）DAbyte文字出現文字列が影響を受けるコンテンツが除去された後にそれが描かれているオーバーレイテキストの書式設定に使用される（12.7.3.3、「可変テキスト」を参照してください）。 ROエントリが存在する場合、このエントリは無視されます。
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12.6 Actions

12.6.1 General

In addition to jumping to a destination in the document, an annotation or outline item may specify an action 
(PDF 1.1) to perform, such as launching an application, playing a sound, changing an annotation’s appearance 
state. The optional A entry in the annotation or outline item dictionary (see Tables 168 and 153) specifies an 
action performed when the annotation or outline item is activated; in PDF 1.2, a variety of other circumstances 
may trigger an action as well (see 12.6.3, “Trigger Events”). In addition, the optional OpenAction entry in a 
document’s catalogue (7.7.2, “Document Catalog”) may specify an action that shall be performed when the 
document is opened. PDF includes a wide variety of standard action types, described in detail in 12.6.4, “Action 
Types.” 

12.6.2 Action Dictionaries

An action dictionary defines the characteristics and behaviour of an action. Table 193 shows the required and 
optional entries that are common to all action dictionaries. The dictionary may contain additional entries specific 
to a particular action type; see the descriptions of individual action types in 12.6.4, “Action Types,” for details. 

NOTE 1 The action dictionary’s Next entry (PDF 1.2) allows sequences of actions to be chained together. For example, 
the effect of clicking a link annotation with the mouse might be to play a sound, jump to a new page, and start 
up a movie. Note that the Next entry is not restricted to a single action but may contain an array of actions, 
each of which in turn may have a Next entry of its own. The actions may thus form a tree instead of a simple 
linked list. Actions within each Next array are executed in order, each followed in turn by any actions specified 
in its Next entry, and so on recursively. Conforming readers should attempt to provide reasonable behavior in 
anomalous situations. For example, self-referential actions should not be executed more than once, and 
actions that close the document or otherwise render the next action impossible should terminate the execution 
sequence. Applications should also provide some mechanism for the user to interrupt and manually terminate 
a sequence of actions. 

PDF 1.5 introduces transition actions, which allow the control of drawing during a sequence of actions; see 
12.6.4.14, “Transition Actions.”

Q integer (Optional) A code specifying the form of quadding (justification) to be 
used in laying out the overlay text:
0 Left-justified
1 Centered
2 Right-justified
This entry is ignored if the RO entry is present. Default value: 0 (left-
justified).

Table 193 –  Entries common to all action dictionaries  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Action for an action dictionary. 

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; see 
Table 194 for specific values. 

Next dictionary or array (Optional; PDF 1.2) The next action or sequence of actions that 
shall be performed after the action represented by this dictionary. 
The value is either a single action dictionary or an array of action 
dictionaries that shall be performed in order; see the Note for 
further discussion. 

Table 192 –  Additional entries specific to a redaction annotation  (continued)

Key Type Value

PDF 32000-1：2008

414©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

12.6アクション

12.6.1一般的な

文書内の宛先にジャンプすることに加えて、注釈又はアウトラインアイテムは、アプリケーションの起動音を再生、注釈の外観状態を変化させるように、実行するアクション（PDF 1.1）を指定することができます。注釈またはアウトライン項目辞書における任意Aエントリは、（表168及び153を参照）注釈またはアウトライン・アイテムが起動されると実行されるアクションを指定します。 PDF 1.2に、他の様々な状況では（12.6.3、「トリガーイベント」を参照）と同様のアクションをトリガすることができます。また、文書のカタログではオプションOpenActionエントリ（7.7.2、「ドキュメントカタログ」）は、文書を開いたときに実行されなければならないアクションを指定することもできます。 PDFは、12.6.4で詳細に説明した標準アクションタイプ、幅広い含まれ、「アクション・タイプを。」

12.6.2アクション辞書

アクションの辞書は特性やアクションの動作を定義します。表193に示したすべてのアクションの辞書に共通する必須およびオプションのエントリ。辞書は、特定の行動タイプに追加エントリの特定を含んでいてもよいです。詳細については、「アクションタイプ」、12.6.4に個々のアクションタイプの説明を参照してください。

注1アクション辞書の次のエントリ（PDF 1.2）アクションのシーケンスが互いに連鎖することができます。例えば、マウスでリンクアノテーションをクリックする効果は、サウンドを再生する新しいページにジャンプし、映画を起動するかもしれません。次のエントリは、単一のアクションに限定されるものではなく、順番に、独自の次のエントリを有することができるそれぞれのアクションの配列を含んでいてもよいことに注意してください。アクションは、このように代わりに、単純なリンクリストのツリーを形成することができます。次の各アレイ内のアクションはそれぞれ、その次のエントリで指定されたアクションによって順番に続き、そうで再帰的に、順に実行されます。読者に準拠することは異常な状況下で合理的な行動を提供しようとすべきです。例えば、自己参照アクションが複数回実行され、文書を閉じるか、そうでない場合は、実行シーケンスを終了すべきことは不可能次のアクションをレンダリングするアクションをするべきではありません。また、アプリケーションは中断し、手動で一連の動作を終了するユーザーのためのいくつかのメカニズムを提供する必要があります。

PDF 1.5が導入アクションのシーケンス中に描画の制御を可能に遷移アクション、。 12.6.4.14、「トランジションアクション」を参照してください。

Qinteger（任意）オーバーレイテキストをレイアウトに使用される（正当化）quaddingの形式を指定するコード：0左justified1 Centered2右justifiedThis ROエントリが存在する場合、エントリは無視されます。デフォルト値：0（左揃え）。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、アクションの辞書のために行動しなければなりません。

表192  - 改訂注釈への追加エントリの特定（続き）

キータイプ値
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NOTE 2 No action should modify its own action dictionary or any other in the action tree in which it resides. The effect of 
such modification on subsequent execution of actions in the tree is undefined. 

12.6.3 Trigger Events

An annotation, page object, or (beginning with PDF 1.3) interactive form field may include an entry named AA 
that specifies an additional-actions dictionary (PDF 1.2) that extends the set of events that can trigger the 
execution of an action. In PDF 1.4, the document catalogue dictionary (see 7.7.2, “Document Catalog”) may 
also contain an AA entry for trigger events affecting the document as a whole. Tables 194 to 197 show the 
contents of this type of dictionary. 

PDF 1.5 introduces four trigger events in annotation’s additional-actions dictionary to support multimedia 
presentations:

• The PO and PC entries have a similar function to the O and C entries in the page object’s additional-
actions dictionary (see Table 194). However, associating these triggers with annotations allows annotation 
objects to be self-contained. 

EXAMPLE Annotations containing such actions can be copied or moved between pages without requiring page 
open/close actions to be changed.

• The PV and PI entries allow a distinction between pages that are open and pages that are visible. At any 
one time, while more than one page may be visible, depending on the page layout.

NOTE 1 For these trigger events, the values of the flags specified by the annotation’s F entry (see 12.5.3, “Annotation 
Flags”) have no bearing on whether a given trigger event occurs.

Table 194 –  Entries in an annotation’s additional-actions dictionary  

Key Type Value

E dictionary (Optional; PDF 1.2) An action that shall be performed when the cursor enters 
the annotation’s active area. 

X dictionary (Optional; PDF 1.2) An action that shall be performed when the cursor exits the 
annotation’s active area. 

D dictionary (Optional; PDF 1.2) An action that shall be performed when the mouse button is 
pressed inside the annotation’s active area.

U dictionary (Optional; PDF 1.2) An action that shall be performed when the mouse button is 
released inside the annotation’s active area. 
For backward compatibility, the A entry in an annotation dictionary, if present, 
takes precedence over this entry (see Table 168). 

Fo dictionary (Optional; PDF 1.2; widget annotations only) An action that shall be performed 
when the annotation receives the input focus. 

Bl dictionary (Optional; PDF 1.2; widget annotations only) (Uppercase B, lowercase L) An 
action that shall be performed when the annotation loses the input focus. 

PO dictionary (Optional; PDF 1.5) An action that shall be performed when the page containing 
the annotation is opened. 
EXAMPLE 1 When the user navigates to it from the next or previous page 

or by means of a link annotation or outline item. 

The action shall be executed after the O action in the page’s additional-actions 
dictionary (see Table 195) and the OpenAction entry in the document Catalog
(see Table 28), if such actions are present.
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12.6.3トリガーイベント

注釈、ページオブジェクト、または（PDF 1.3から始まる）インタラクティブフォームフィールドが指定する追加-アクションは、アクションの実行をトリガできるイベントのセットを拡張する（PDF 1.2）を辞書というAAという名前のエントリを含むことができます。 PDF 1.4では、文書のカタログ辞書は（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）も、全体としてドキュメントに影響を与えるトリガーイベントのAAのエントリが含まれていてもよいです。テーブル194〜197は、辞書のこのタイプの内容を示しています。

PDF 1.5を発表注釈の追加、アクションの4つのトリガイベントは、マルチメディアプレゼンテーションをサポートするための辞書：

•POとPCのエントリは（表194を参照してください）ディクショナリページオブジェクトの追加・アクションでOとCのエントリと同様の機能を持っています。しかし、注釈でこれらのトリガーを関連付けることは注釈オブジェクトは、自己完結型にすることができます。

そのような行動を含む例注釈を変更するページのオープン/クローズの操作を必要とせずにコピーしたり、ページ間を移動することができます。

•PVとPIのエントリが開いているページと表示されるページ間の区別を可能にします。任意の時点で、複数のページは、ページレイアウトに応じて、可視光であってもよいです。

これらのトリガイベントの場合注1、注釈のFエントリで指定されたフラグの値が（12.5.3、「注釈フラグ」を参照）指定されたトリガイベントが発生するかどうかには関係ありません。

キータイプ値

Ddictionary（オプション; PDF 1.2）マウスボタンが注釈のアクティブエリアの内側に押したときに実行されなければならないアクション。

下位互換性のために、注釈辞書内のAエントリは、存在する場合、このエントリに優先します（表168を参照のこと）。

Bldictionary（オプション、PDF 1.2、ウィジェット注釈のみ）（大文字B、小文字L）アノテーションが入力フォーカスを失ったときに実行されなければならないアクション。

そのような行為が存在する場合、アクションは、ページの追加・アクションでOアクション辞書（表195を参照）、文書カタログでOpenActionエントリ（表28参照）後に実行されなければなりません。
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PC dictionary (Optional; PDF 1.5) An action that shall be performed when the page containing 
the annotation is closed.
EXAMPLE 2 When the user navigates to the next or previous page, or 

follows a link annotation or outline item. 

The action shall be executed before the C action in the page’s additional-
actions dictionary (see Table 195), if present.

PV dictionary (Optional; PDF 1.5) An action that shall be performed when the page containing 
the annotation becomes visible. 

PI dictionary (Optional; PDF 1.5) An action that shall be performed when the page containing 
the annotation is no longer visible in the conforming reader’s user interface. 

Table 195 –  Entries in a page object’s additional-actions dictionary  

Key Type Value

O dictionary (Optional; PDF 1.2) An action that shall be performed when the page is opened 
(for example, when the user navigates to it from the next or previous page or by 
means of a link annotation or outline item). This action is independent of any 
that may be defined by the OpenAction entry in the document Catalog (see 
7.7.2, “Document Catalog”) and shall be executed after such an action. 

C dictionary (Optional; PDF 1.2) An action that shall be performed when the page is closed 
(for example, when the user navigates to the next or previous page or follows a 
link annotation or an outline item). This action applies to the page being closed 
and shall be executed before any other page is opened. 

Table 196 –  Entries in a form field’s additional-actions dictionary  

Key Type Value

K dictionary (Optional; PDF 1.3) A JavaScript action that shall be performed when the user 
modifies a character in a text field or combo box or modifies the selection in a 
scrollable list box. This action may check the added text for validity and reject or 
modify it. 

F dictionary (Optional; PDF 1.3) A JavaScript action that shall be performed before the field 
is formatted to display its value. This action may modify the field’s value before 
formatting. 

V dictionary (Optional; PDF 1.3) A JavaScript action that shall be performed when the field’s 
value is changed. This action may check the new value for validity. (The name 
V stands for “validate.”) 

C dictionary (Optional; PDF 1.3) A JavaScript action that shall be performed to recalculate 
the value of this field when that of another field changes. (The name C stands 
for “calculate.”) The order in which the document’s fields are recalculated shall 
be defined by the CO entry in the interactive form dictionary (see 12.7.2, 
“Interactive Form Dictionary”). 

Table 194 –  Entries in an annotation’s additional-actions dictionary  (continued)

Key Type Value
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PCdictionary（オプション; PDF 1.5）注釈を含むページがclosed.EXAMPLE 2Whenは、次または前のページにユーザーナビゲートで、またはリンク注釈やアウトライン項目を以下のときに実行されなければならないアクション。

存在する場合、アクションは、ページの追加・アクションでCアクション辞書（表195を参照）の前に実行されなければなりません。

キータイプ値

Odictionary（オプション; PDF 1.2）ページを開いたときに実行されなければならないアクション（例えば、時に次または前のページからのリンクや注釈やアウトライン項目を用いて、それへのユーザーナビゲート）。このアクションは、文書カタログにおけるOpenActionエントリによって定義され得るそのいずれかは無関係である（7.7.2、「文書カタログ」を参照）、そのようなアクションの後に実行されなければなりません。

Cdictionary（オプション; PDF 1.2）ページが閉じている場合（例えば、ユーザーのナビゲート次または前のページへのリンク注釈やアウトライン項目を以下の）実行されなければならないアクション。このアクションは、閉鎖されているページに適用され、他のページが開かれる前に実行されなければなりません。

キータイプ値

Cdictionary（オプション; PDF 1.3）別のフィールドの変更を、このフィールドの値を再計算するために実行されなければならないA JavaScriptアクション。 （名前はCの略「計算。」）文書のフィールドが再計算される順序は、（12.7.2、「インタラクティブフォーム辞書」を参照）インタラクティブフォーム辞書のCOエントリによって定義されなければなりません。

表194  - 注釈の追加、アクションのエントリ辞書（続き）

キータイプ値
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Conforming readers shall ensure the presence of such a device, or equivalent controls for simulating one, for 
the corresponding actions to be executed correctly. Mouse-related trigger events are subject to the following 
constraints: 

• An E (enter) event may occur only when the mouse button is up. 

• An X (exit) event may not occur without a preceding E event. 

• A U (up) event may not occur without a preceding E and D event. 

• In the case of overlapping or nested annotations, entering a second annotation’s active area causes an X
event to occur for the first annotation. 

NOTE 2 The field-related trigger events K (keystroke), F (format), V (validate), and C (calculate) are not defined for 
button fields (see 12.7.4.2, “Button Fields”). The effects of an action triggered by one of these events are 
limited only by the action itself and can occur outside the described scope of the event. For example, even 
though the F event is used to trigger actions that format field values prior to display, it is possible for an action 
triggered by this event to perform a calculation or make any other modification to the document.  
 
These field-related trigger events can occur either through user interaction or programmatically, such as in 
response to the NeedAppearances entry in the interactive form dictionary (see 12.7.2, “Interactive Form 
Dictionary”), importation of FDF data (12.7.7, “Forms Data Format”), or JavaScript actions (12.6.4.16, 
“JavaScript Actions”). For example, the user’s modifying a field value can trigger a cascade of calculations and 
further formatting and validation for other fields in the document. 

12.6.4 Action Types

12.6.4.1 General

PDF supports the standard action types listed in Table 198. The following sub-clauses describe each of these 
types in detail. 

Table 197 –  Entries in the document catalog’s additional-actions dictionary  

Key Type Value

WC dictionary (Optional; PDF 1.4) A JavaScript action that shall be performed before closing a 
document. (The name WC stands for “will close.”)

WS dictionary (Optional; PDF 1.4) A JavaScript action that shall be performed before saving a 
document. (The name WS stands for “will save.”) 

DS dictionary (Optional; PDF 1.4) A JavaScript action that shall be performed after saving a 
document. (The name DS stands for “did save.”) 

WP dictionary (Optional; PDF 1.4) A JavaScript action that shall be performed before printing 
a document. (The name WP stands for “will print.”) 

DP dictionary (Optional; PDF 1.4) A JavaScript action that shall be performed after printing a 
document. (The name DP stands for “did print.”) 

Table 198 –  Action types  

Action type Description Discussed in sub-clause

GoTo Go to a destination in the current document. 12.6.4.2, “Go-To Actions”

GoToR (“Go-to remote”) Go to a destination in another 
document. 

12.6.4.3, “Remote Go-To Actions”

GoToE (“Go-to embedded”; PDF 1.6) Go to a destination in 
an embedded file.

12.6.4.4, “Embedded Go-To Actions”
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適合読者は、対応するアクションが正しく実行されるために、いずれかをシミュレートするようなA装置、または同等のコントロールが存在することを保証しなければなりません。マウス関連のトリガ・イベントは、以下の制約を受けます。

•第注釈の活性領域に入る、重複またはネストされた注釈の場合には最初のアノテーションのために発生するたXEventを引き起こします。

注記2フィールドに関連するトリガ・イベントK（キーストローク）、F（形式）、V（検証）、及びC（計算）は、ボタンフィールドに定義されていない（12.7.4.2、「ボタンフィールド」を参照）。これらのイベントのいずれかによって誘発作用の効果は、アクション自体によってのみ制限され、イベントの記載の範囲外で起こり得ます。 Fイベントが前の表示にフォーマットフィールドの値ことをトリガーアクションに使用されていても、例えば、このイベントによってトリガアクションは、計算を実行したり、文書に他の修正を行うことが可能です。これらのフィールドに関連するトリガ・イベントは、インタラクティブフォーム辞書内NeedAppearancesエントリへの応答のように、プログラムのユーザ相互作用またはのいずれかを介して起こり得る（12.7.2を参照、「インタラクティブフォーム辞典」）、FDFデータのインポート（12.7.7、 ）「データ形式フォーム」、またはJavaScriptアクション（12.6.4.16、「JavaScriptのアクション」）。たとえば、ユーザーの変更フィールドの値は、計算や文書内の他のフィールドのための更なるフォーマットと検証のカスケードをトリガすることができます。

12.6.4アクションタイプ

12.6.4.1一般的な

キータイプ値

WCdictionary（オプション; PDF 1.4）ドキュメントを閉じる前に実行されなければならないA JavaScriptアクション。 （名前WCの略、「終了します。」）

サブ節で述べたアクションタイプ説明

現在のドキュメント内の宛先へGoToGo。 12.6.4.2、「ゴーへのアクション」

GoToR（「リモートゴーへ」）別の文書内の宛先へ移動します。 12.6.4.3、「リモートゴーへのアクション」

GoToE（「ゴーに埋め込まれた」; PDF 1.6）組み込みfile.12.6.4.4で目的地に移動し、「組み込みゴーへのアクション」
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NOTE The set-state action is considered obsolete and should not be used.

12.6.4.2 Go-To Actions

A go-to action changes the view to a specified destination (page, location, and magnification factor). Table 199
shows the action dictionary entries specific to this type of action. 

NOTE Specifying a go-to action in the A entry of a link annotation or outline item (see Table 173 and Table 153) has 
the same effect as specifying the destination directly with the Dest entry. For example, the link annotation 
shown in the Example in 12.6.4.12, “Set-OCG-State Actions,” which uses a go-to action, has the same effect 
as the one in the following Example, which specifies the destination directly. However, the go-to action is less 
compact and is not compatible with PDF 1.0; therefore, using a direct destination is preferable. 

Launch Launch an application, usually to open a file. 12.6.4.5, “Launch Actions”

Thread Begin reading an article thread. 12.6.4.6, “Thread Actions”

URI Resolve a uniform resource identifier. 12.6.4.7, “URI Actions”

Sound (PDF 1.2) Play a sound. 12.6.4.8, “Sound Actions”

Movie (PDF 1.2) Play a movie. 12.6.4.9, “Movie Actions”

Hide (PDF 1.2) Set an annotation’s Hidden flag. 12.6.4.10, “Hide Actions”

Named (PDF 1.2) Execute an action predefined by the 
conforming reader. 

12.6.4.11, “Named Actions”

SubmitForm (PDF 1.2) Send data to a uniform resource locator. 12.7.5.2, “Submit-Form Action”

ResetForm (PDF 1.2) Set fields to their default values. 12.7.5.3, “Reset-Form Action”

ImportData (PDF 1.2) Import field values from a file. 12.7.5.4, “Import-Data Action”

JavaScript (PDF 1.3) Execute a JavaScript script. 12.6.4.16, “JavaScript Actions”

SetOCGState (PDF 1.5) Set the states of optional content groups. 12.6.4.12, “Set-OCG-State Actions”

Rendition (PDF 1.5) Controls the playing of multimedia content. 12.6.4.13, “Rendition Actions”

Trans (PDF 1.5) Updates the display of a document, using 
a transition dictionary.

12.6.4.14, “Transition Actions”

GoTo3DView (PDF 1.6) Set the current view of a 3D annotation 12.6.4.15, “Go-To-3D-View Actions,”

Table 199 –  Additional entries specific to a go-to action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be GoTo
for a go-to action. 

D name,  
byte string,  
or array

(Required) The destination to jump to (see 12.3.2, “Destinations”). 

Table 198 –  Action types  (continued)

Action type Description Discussed in sub-clause
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セット状態のアクションが廃止されたとみなされ、使用すべきではありません注意してください。

12.6.4.2ゴーへのアクション

ゴーへの作用は、指定された宛先（ページ、位置、及び倍率）にビューを変更します。表は、アクションのこのタイプのアクションの辞書エントリの特定を199shows。

ゴーへのリンク注釈やアウトライン項目のAエントリでアクションを指定するNOTE（表173及び表153を参照してください）Destはエントリに直接送信先を指定するのと同じ効果があります。たとえば、12.6.4.12に例に示したリンクアノテーションは、ゴーへのアクションを使用しています「セットOCGステートアクションは、」直接目的地を指定する以下の例では1と同じ効果があります。しかし、ゴーへのアクションが少なくコンパクトで、PDF 1.0と互換性がありません。従って、直接宛先を使用することが好ましいです。

ファイルを開くには、通常、アプリケーションをLaunchLaunch。 12.6.4.5、「起動アクション」

記事のスレッドを読んでThreadBegin。 12.6.4.6、「スレッド・アクション」

URIResolve統一資源識別子。 12.6.4.7、「URIアクション」

サウンド（PDF 1.2）サウンドを再生します。 12.6.4.8、「サウンドアクション」

ムービー（PDF 1.2）のムービーを再生します。 12.6.4.9、「ムービーアクション」

隠す（PDF 1.2）注釈の隠されたフラグを設定します。 12.6.4.10、「隠すアクション」

名前付き（PDF 1.2）準拠のリーダーによって事前定義されたアクションを実行します。 12.6.4.11、「名前付きアクション」

SubmitForm（PDF 1.2）ユニフォームリソースロケータにデータを送信します。 12.7.5.2、「送信フォームアクション」

ResetForm（PDF 1.2）デフォルト値にフィールドを設定します。 12.7.5.3、「リセットフォームアクション」

IMPORTDATA（PDF 1.2）ファイルからインポートするフィールド値。 12.7.5.4、「インポート・データアクション」

JavaScriptを（PDF 1.3）JavaScriptのスクリプトを実行します。 12.6.4.16、「JavaScriptのアクション」

SetOCGState（PDF 1.5）は、オプションのコンテンツグループの状態を設定します。 12.6.4.12、「セットOCGステートアクション」

レンディション（PDF 1.5）は、マルチメディアコンテンツの再生を制御します。 12.6.4.13、「レンディションアクション」

トランス（PDF 1.5）は、「移行アクション」、遷移dictionary.12.6.4.14を使用して、文書の表示を更新します

GoTo3DView（PDF 1.6）3D注釈12.6.4.15の現在のビューを設定して、「ゴー・ツー・3Dビューのアクション、」

キータイプ値

DNAME、バイト文字列、または配列

（必須）（12.3.2、「送信先」を参照）にジャンプする先。

表198  - アクションタイプ（続き）

サブ節で述べたアクションタイプ説明
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EXAMPLE 93 0 obj 
<<  /Type /Annot 
 /Subtype /Link 
 /Rect [ 71 717 190 734 ] 
 /Border [ 16 16 1 ] 
 /A << /Type /Action 

  /S /GoTo 
  /D [ 3 0 R /FitR –4 399 199 533 ] 

  >> 
>> 

endobj

12.6.4.3 Remote Go-To Actions

A remote go-to action is similar to an ordinary go-to action but jumps to a destination in another PDF file 
instead of the current file. Table 200 shows the action dictionary entries specific to this type of action. 

NOTE Remote go-to actions cannot be used with embedded files; see 12.6.4.4, “Embedded Go-To Actions.” 

12.6.4.4 Embedded Go-To Actions

An embedded go-to action (PDF 1.6) is similar to a remote go-to action but allows jumping to or from a PDF file 
that is embedded in another PDF file (see 7.11.4, “Embedded File Streams”). Embedded files may be 
associated with file attachment annotations (see 12.5.6.15, “File Attachment Annotations”) or with entries in the 
EmbeddedFiles name tree (see 7.7.4, “Name Dictionary”). Embedded files may in turn contain embedded 
files. Table 201 shows the action dictionary entries specific to embedded go-to actions.

Embedded go-to actions provide a complete facility for linking between a file in a hierarchy of nested 
embedded files and another file in the same or different hierarchy. The following terminology shall be used:

• The source is the document containing the embedded go-to action. 

• The target is the document in which the destination lives. 

• The T entry in the action dictionary is a target dictionary that locates the target in relation to the source, in 
much the same way that a relative path describes the physical relationship between two files in a file 
system. Target dictionaries may be nested recursively to specify one or more intermediate targets before 
reaching the final one. As the hierarchy is navigated, each intermediate target shall be referred to as the 
current document. Initially, the source is the current document. 

Table 200 –  Additional entries specific to a remote go-to action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be 
GoToR for a remote go-to action. 

F file specification (Required) The file in which the destination shall be located. 

D name, 
byte string, or 
array

(Required) The destination to jump to (see 12.3.2, “Destinations”). If 
the value is an array defining an explicit destination (as described 
under 12.3.2.2, “Explicit Destinations”), its first element shall be a page 
number within the remote document rather than an indirect reference 
to a page object in the current document. The first page shall be
numbered 0. 

NewWindow boolean (Optional; PDF 1.2) A flag specifying whether to open the destination 
document in a new window. If this flag is false, the destination 
document replaces the current document in the same window. If this 
entry is absent, the conforming reader should behave in accordance 
with its preference. 
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実施例93 0 OBJ << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/リンク/のRect [71 717 190 734] /ボーダー[16 16 1] / A << /タイプ/アクション/ S /後藤/ D [3 0 R /明け - 4 399 199 533] >> endobj

12.6.4.3リモートゴーへのアクション

NOTEリモート行く-に埋め込まれたファイルで使用することはできませんアクション。 12.6.4.4を参照して、「ゴーへのアクションを組み込み。」

12.6.4.4組込みゴーへのアクション

組み込みゴーへのアクション（PDF 1.6）は、リモート・ゴーとアクションに似ていますが（7.11.4、「埋め込みファイルストリーム」を参照）、または別のPDFファイルに埋め込まれたPDFファイルからジャンプすることができます。組み込みのファイルが（「名前辞典」、7.7.4を参照してください）ファイル添付注釈に関連付けられている（12.5.6.15、「添付ファイルの注釈」を参照）またはEmbeddedFiles名ツリー内のエントリを持つことができます。埋め込まれたファイルは、順番に埋め込まれたファイルが含まれていてもよいです。表201に示し埋め込まゴーにアクションにアクションディクショナリエントリを特定。

組み込みゴーにアクション入れ子に埋め込まれたファイルの階層内のファイルと同じまたは異なる階層内の別のファイル間のリンクのための完全な機能を提供します。以下の用語を使用しなければなりません。

•アクション辞書のTエントリは、相対パスは、ファイル・システム内の2つのファイル間の物理的な関係を記述するのとほぼ同じ方法で、ソースに関連して、ターゲットを見つけ、ターゲット辞書です。ターゲット辞書は、最終的な1に到達する前に一つまたは複数の中間ターゲットを指定するために再帰的にネストされてもよいです。階層をナビゲートされるように、各中間目標は、現在のドキュメントと呼ぶことにします。最初に、ソースは、現在の文書です。

キータイプ値

DNAME、バイト文字列、または配列

（必須）（12.3.2、「送信先」を参照）にジャンプする先。値（12.3.2.2で説明した、「明示的な目的地」のような）明示的な宛先を定義する配列である場合、その最初の要素ではなく、現在の文書内のページオブジェクトへの間接参照より遠隔文書内のページ番号でなければなりません。最初のページには、0をbenumberedばなりません。

NewWindowboolean（オプション; PDF 1.2）新しいウィンドウで先の文書を開くかどうかを指定するフラグ。このフラグがfalseの場合、先の文書が同じウィンドウに現在のドキュメントを置き換えます。このエントリが存在しない場合、適合リーダは、その好みに応じて振る舞うべきです。
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NOTE It is an error for a target dictionary to have an infinite cycle (for example, one where a target dictionary refers to 
itself). Conforming readers should attempt to detect such cases and refuse to execute the action if found.

• A child document shall be one that is embedded within another PDF file.

• The document in which a file is embedded shall be its parent.

• A root document is one that is not embedded in another PDF file. The target and source may be contained 
in root documents or embedded documents.

Table 201 –  Additional entries specific to an embedded go-to action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be 
GoToE for an embedded go-to action. 

F file 
specification

(Optional) The root document of the target relative to the root 
document of the source. If this entry is absent, the source and target 
share the same root document. 

D name,  
byte string,  
or array

(Required) The destination in the target to jump to (see 12.3.2, 
“Destinations”). 

NewWindow boolean (Optional) If true, the destination document should be opened in a new 
window; if false, the destination document should replace the current 
document in the same window. If this entry is absent, the conforming 
reader should act according to its preference.

T dictionary (Optional if F is present; otherwise required) A target dictionary (see 
Table 202) specifying path information to the target document. Each 
target dictionary specifies one element in the full path to the target and 
may have nested target dictionaries specifying additional elements.

Table 202 –  Entries specific to a target dictionary  

Key Type Value

R name (Required) Specifies the relationship between the current document 
and the target (which may be an intermediate target). Valid values are 
P (the target is the parent of the current document) and C (the target is 
a child of the current document). 

N byte string (Required if the value of R is C and the target is located in the 
EmbeddedFiles name tree; otherwise, it shall be absent) The name of 
the file in the EmbeddedFiles name tree. 

P integer or  
byte string

(Required if the value of R is C and the target is associated with a file 
attachment annotation; otherwise, it shall be absent) If the value is an 
integer, it specifies the page number (zero-based) in the current 
document containing the file attachment annotation. If the value is a 
string, it specifies a named destination in the current document that 
provides the page number of the file attachment annotation.

A integer or text 
string

(Required if the value of R is C and the target is associated with a file 
attachment annotation; otherwise, it shall be absent) If the value is an 
integer, it specifies the index (zero-based) of the annotation in the 
Annots array (see Table 30) of the page specified by P. If the value is a 
text string, it specifies the value of NM in the annotation dictionary (see 
Table 164).

T dictionary (Optional) A target dictionary specifying additional path information to 
the target document. If this entry is absent, the current document is the 
target file containing the destination.
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注記これは無限サイクル（目標辞書自体を指し、例えば、1）を有するようにターゲット辞書のエラーです。読者に準拠することは、そのようなケースを検出し、見つかった場合は、アクションを実行することを拒否しようとしなければなりません。

•子文書は、別のPDFファイルに埋め込まれている1でなければなりません。

•ファイルが組み込まれているドキュメントは、その親でなければなりません。

•ルート文書は、別のPDFファイルに埋め込まれていないものです。ターゲットとソースは、ルート文書または埋め込み文書に含まれていてもよいです。

キータイプ値

Ffile仕様（オプション）ソースのルート文書に対するターゲットのルート文書。このエントリが存在しない場合は、ソースとターゲットは、同じルートドキュメントを共有しています。

DNAME、バイト文字列、または配列

（必須）（12.3.2、「送信先」を参照）にジャンプするには、ターゲットの宛先。

NewWindowboolean（オプション）trueの場合、先の文書が新しいウィンドウで開くべきです。 falseの場合、先の文書が同じウィンドウに現在のドキュメントを交換する必要があります。このエントリが存在しない場合、適合リーダは、その好みに応じて行動しなければなりません。

Tdictionary（Fが存在する場合は、オプション、そうでない場合は必須）ターゲット辞書（表202を参照）ターゲット文書へのパス情報を指定します。各ターゲット辞書は、標的への完全なパス内の1つの要素を指定し、追加の要素を指定するネストされたターゲット辞書を有していてもよいです。

キータイプ値

Nbyteストリング（Rの値がCであり、ターゲットがEmbeddedFiles名ツリーに位置している場合は必須、それ以外の場合は不在でなければならない）EmbeddedFiles名ツリーのファイルの名前。

Pintegerまたはバイト文字列（必須Rの値がCであり、ターゲットがファイル添付注釈に関連付けられている場合、そうでない場合、それが存在しないものでなければならない）の値が整数である場合、それは、ページの数（ゼロから始まる）を指定しファイル添付注釈を含む現在の文書。値が文字列の場合、それはファイル添付注釈のページ番号を提供し、現在のドキュメント内の名前の宛先を指定します。

Ainteger又は（Rの値がCであり、ターゲットがファイル添付注釈に関連付けられている場合は必須、それ以外の場合は不在でなければならない）テキスト文字列値が整数である場合は、注釈のインデックス（ゼロから始まる）を指定し値がテキスト文字列である場合Annots配列には、注釈辞書にNMの値を指定し、P.で指定されたページの（表30参照）（表164を参照してください）。

Tdictionary（オプション）ターゲットドキュメントに追加パス情報を指定するターゲット辞書。このエントリが存在しない場合は、現在のドキュメントには、目的地を含むターゲットファイルです。
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EXAMPLE The following example illustrates several possible relationships between source and target. Each object 
shown is an action dictionary for an embedded go-to action. 
 
1 0 obj % Link to a child  

<< /Type /Action  
/S /GoToE  
/D (Chapter 1) 
/T << /R /C  

/N (Embedded document) >> 
>>  

endobj 
 
 
2 0 obj % Link to the parent 

<< /Type /Action  
/S /GoToE 
/D (Chapter 1) 
/T << /R /P >> 

>> 
endobj 
 
3 0 obj % Link to a sibling  

<< /Type /Action  
/S /GoToE  
/D (Chapter 1)  
/T << /R /P  

/T << /R /C  
/N (Another embedded document) >> 

>> 
>> 

endobj 
 
4 0 obj % Link to an embedded file in an external document  

<< /Type /Action  
/S /GoToE  
/D (Chapter 1)  
/F (someFile.pdf)  
/T <<  /R /C 

/N (Embedded document) >> 
>>  

endobj 
 
5 0 obj % Link from an embedded file to a normal file  

<< /Type /Action  
/S /GoToE  
/D (Chapter 1)  
/F (someFile.pdf)  

>>  
endobj 
 
6 0 obj % Link to a grandchild  

<< /Type /Action  
/S /GoToE  
/D (Chapter 1) 
/T << /R /C 

/N (Embedded document)  
/T << /R /C 

/P (A destination name) 
/A (annotName)  

>> 
>> 

>> 
endobj 
 
7 0 obj % Link to a niece/nephew through the source’s parent  
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<< /Type /Action  
/S /GoToE  
/D (destination)  
/T << /R /P  

/T << /R /C  
/N (Embedded document) 
/T << /R /C 

/P 3 
/A (annotName) 

>> 
>> 

>>  
>> 

endobj 

12.6.4.5 Launch Actions

A launch action launches an application or opens or prints a document. Table 203 shows the action dictionary 
entries specific to this type of action. 

The optional Win, Mac, and Unix entries allow the action dictionary to include platform-specific parameters for 
launching the designated application. If no such entry is present for the given platform, the F entry shall be 
used instead. Table 203 shows the platform-specific launch parameters for the Windows platform. Parameters 
for the Mac OS and UNIX platforms are not yet defined at the time of publication. 

Table 203 –  Additional entries specific to a launch action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be 
Launch for a launch action. 

F file specification (Required if none of the entries Win, Mac, or Unix is present) The 
application that shall be launched or the document that shall be
opened or printed. If this entry is absent and the conforming reader
does not understand any of the alternative entries, it shall do nothing. 

Win dictionary (Optional) A dictionary containing Windows-specific launch 
parameters (see Table 204). 

Mac (undefined) (Optional) Mac OS–specific launch parameters; not yet defined. 

Unix (undefined) (Optional) UNIX-specific launch parameters; not yet defined. 

NewWindow boolean (Optional; PDF 1.2) A flag specifying whether to open the destination 
document in a new window. If this flag is false, the destination 
document replaces the current document in the same window. If this 
entry is absent, the conforming reader should behave in accordance 
with its current preference. This entry shall be ignored if the file 
designated by the F entry is not a PDF document. 

Table 204 –  Entries in a Windows launch parameter dictionary  

Key Type Value

F byte string (Required) The file name of the application that shall be launched or 
the document that shall be opened or printed, in standard Windows 
pathname format. If the name string includes a backslash character (\), 
the backslash shall itself be preceded by a backslash. 
This value shall be a simple string; it is not a file specification. 
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12.6.4.5起動アクション

オプションの勝利、Mac、およびUnixのエントリは、アクションの辞書が指定されたアプリケーションを起動するためのプラットフォーム固有のパラメータを含めることができます。そのようなエントリは、所与のプラットフォームのために存在しない場合、Fエントリが代わりに使用されなければなりません。表203に示し、Windowsプラットフォームのプラットフォーム固有の起動パラメータ。 Mac OSおよびUNIXプラットフォーム用のパラメータは、まだ発表時点で定義されていません。

キータイプ値

Ffile仕様（必須エントリ勝利、マック、またはUnixのどれもが存在しない場合）が起動されなければならないアプリケーションやbeopenedまたは印刷されたものとした文書。このエントリが存在しないと適合するreaderdoesは、代替エントリーのいずれかを理解していない場合、それは何もしないものとします。

NewWindowboolean（オプション; PDF 1.2）新しいウィンドウで先の文書を開くかどうかを指定するフラグ。このフラグがfalseの場合、先の文書が同じウィンドウに現在のドキュメントを置き換えます。このエントリが存在しない場合、適合リーダは、その現在の好みに応じて振る舞うべきです。 Fエントリで指定されたファイルは、PDF文書でない場合、このエントリは無視されなければなりません。

キータイプ値

Fbyte文字列（必須）発足されなければならないアプリケーションや標準的なWindowsのパス名の形式で、開いたり印刷されなければならない文書のファイル名。名前の文字列は、バックスラッシュ文字（\）が含まれている場合、バックスラッシュ自体はバックスラッシュが先行されなければなりません。この値は、単純な文字列でなければなりません。それは、ファイル指定ではありません。
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12.6.4.6 Thread Actions

A thread action jumps to a specified bead on an article thread (see 12.4.3, “Articles”), in either the current 
document or a different one. Table 205 shows the action dictionary entries specific to this type of action. 

12.6.4.7 URI Actions

A uniform resource identifier (URI) is a string that identifies (resolves to) a resource on the Internet—typically a 
file that is the destination of a hypertext link, although it may also resolve to a query or other entity. (URIs are 
described in Internet RFC 2396, Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax; see the Bibliography.) 

A URI action causes a URI to be resolved. Table 206 shows the action dictionary entries specific to this type of 
action. 

D byte string (Optional) A bye string specifying the default directory in standard 
DOS syntax. 

O ASCII string (Optional) An ASCII string specifying the operation to perform: 
open Open a document. 
print Print a document. 
If the F entry designates an application instead of a document, this 
entry shall be ignored and the application shall be launched. Default 
value: open. 

P byte string (Optional) A parameter string that shall be passed to the application 
designated by the F entry. This entry shall be omitted if F designates a 
document. 

Table 205 –  Additional entries specific to a thread action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be 
Thread for a thread action. 

F file specification (Optional) The file containing the thread. If this entry is absent, the 
thread is in the current file. 

D dictionary, integer, or 
text string

(Required) The destination thread, specified in one of the following 
forms: 
An indirect reference to a thread dictionary (see 12.4.3, “Articles”). In 
this case, the thread shall be in the current file. 
The index of the thread within the Threads array of its document’s 
Catalog (see 7.7.2, “Document Catalog”). The first thread in the array 
has index 0. 
The title of the thread as specified in its thread information dictionary 
(see Table 160). If two or more threads have the same title, the one 
appearing first in the document Catalog’s Threads array shall be
used. 

B dictionary or integer (Optional) The bead in the destination thread, specified in one of the 
following forms: 
An indirect reference to a bead dictionary (see 12.4.3, “Articles”). In 
this case, the thread shall be in the current file. 
The index of the bead within its thread. The first bead in a thread has 
index 0. 

Table 204 –  Entries in a Windows launch parameter dictionary  (continued)

Key Type Value
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12.6.4.6スレッドアクション

スレッドのアクションは、現在の文書または別のいずれかで、（12.4.3、「記事」を参照）の記事スレッドに指定されたビーズにジャンプします。表205に示し、アクションのこのタイプのアクションの辞書エントリを特定。

12.6.4.7 URIアクション

ユニフォームリソース識別子（URI）を識別する（解決さが）は、インターネット一般的にハイパーテキストリンク先のファイルにリソースが、それはまた、クエリまたは他のエンティティに解決されるかもしれないことは文字列です。 （URIは、インターネットRFC 2396に統一リソース識別子（URI）に記載されている。一般的な構文を、参考文献を参照します）。

OASCII文字列（オプション）実行する操作を指定するASCII文字列：オープンオープンドキュメント。文書を印刷します印刷します。 Fのエントリではなく、ドキュメントのアプリケーションを指定した場合、このエントリは無視されなければならないとアプリケーションが起動されなければなりません。デフォルト値：オープン。

キータイプ値

Ffile仕様（オプション）スレッドを含むファイル。このエントリが存在しない場合、スレッドは、現在のファイルです。

Ddictionary、整数、またはテキスト文字列（必須）次のいずれかの形式で指定された宛先のスレッド：スレッドの辞書への間接参照（12.4.3、「記事」を参照してください）。この場合、スレッドは、現在のファイルにしなければなりません。その文書のカタログのスレッドアレイ内のスレッドのインデックス（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照してください）。配列内の最初のスレッドはインデックス0にそのスレッド情報辞書で指定されたスレッドのタイトルを持っている（表160を参照のこと）。 2つの以上のスレッドが同じタイトルを持っている場合は、文書カタログのスレッド配列の最初に現れる一つはbeusedばなりません。

Bdictionaryまたは整数（オプション）次のいずれかの形式で指定された宛先スレッド、中のビーズ：ビーズ辞書への間接参照（12.4.3、「記事」を参照してください）。この場合、スレッドは、現在のファイルにしなければなりません。そのスレッド内のビーズのインデックス。スレッド内の第1のビードは、インデックス0を持っています。

表204  -  Windowsの起動パラメータ辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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If the IsMap flag is true and the user has triggered the URI action by clicking an annotation, the coordinates of 
the mouse position at the time the action has been triggered shall be transformed from device space to user 
space and then offset relative to the upper-left corner of the annotation rectangle (that is, the value of the Rect
entry in the annotation with which the URI action is associated). 

EXAMPLE 1 If the mouse coordinates in user space are (xm , ym ) and the annotation rectangle extends from (llx , lly ) at 
the lower-left to (urx , ury ) at the upper-right, the final coordinates (xf , yf ) are as follows:  
 

 

If the resulting coordinates (xf , yf ) are fractional, they shall be rounded to the nearest integer values. They shall 
then be appended to the URI to be resolved, separated by COMMAS (2Ch) and preceded by a QUESTION 
MARK (3Fh), as shown in this example: 

EXAMPLE 2 http : / / www . adobe . com / intro ?100 , 200

NOTE 1 To support URI actions, a PDF document’s Catalog (see 7.7.2, “Document Catalog”) may include a URI entry 
whose value is a URI dictionary. Only one entry shall be defined for such a dictionary (see Table 207). 

NOTE 2 The Base entry allows the URI of the document to be recorded in situations in which the document may be 
accessed out of context. For example, if a document has been moved to a new location but contains relative 
links to other documents that have not been moved, the Base entry could be used to refer such links to the 
true location of the other documents, rather than that of the moved document. 

Table 206 –  Additional entries specific to a URI action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be URI for a 
URI action. 

URI ASCII 
string

(Required) The uniform resource identifier to resolve, encoded in 7-bit ASCII. 

IsMap boolean (Optional) A flag specifying whether to track the mouse position when the URI 
is resolved (see the discussion following this Table). Default value: false. 
This entry applies only to actions triggered by the user’s clicking an 
annotation; it shall be ignored for actions associated with outline items or with 
a document’s OpenAction entry. 

Table 207 –  Entry in a URI dictionary  

Key Type Value

Base ASCII 
string

(Optional) The base URI that shall be used in resolving relative URI 
references. URI actions within the document may specify URIs in partial form, 
to be interpreted relative to this base address. If no base URI is specified, 
such partial URIs shall be interpreted relative to the location of the document 
itself. The use of this entry is parallel to that of the body element <BASE >, as 
described in the HTML 4.01 Specification (see the Bibliography). 

xf xm llx–=( )

yf ury ym–=
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ISMAPフラグが真であり、ユーザが注釈をクリックしてURIアクションをトリガした場合、アクションがトリガされた時のマウス位置の座標は、ユーザ空間にデバイス空間から変換した後、大文字に対してオフセットされなければなりません（ある、URIアクションが関連付けられている注釈にRectentryの値）注釈矩形の左上隅。

（実施例1）ユーザ空間でのマウス座標がある場合左下右上に（URX、ユリィ）に、最終的な座標（XF、YFにおける（XM、YM）と注釈矩形は（LLY、LLX）から延びています） 以下の通り：

得られた座標（XF、YF）が分数である場合、それらは最も近い整数値に丸めなければなりません。この例に示すように、彼らは、その後、解決されるURIに付加COMMAS（2歴）によって分離し、疑問符（3FH）が先行しなければなりません。

【実施例2のhttp：/ / WWWの。日干し。 COM /イントロ？100、200

注1は、URIアクションをサポートするために、PDF文書のカタログ（7.7.2を参照してください、「ドキュメントカタログ」）値URIの辞書であるURIエントリを含むことができます。唯一つのエントリ（表207を参照）、このようなA辞書のために定義されなければなりません。

NOTE 2Theベースエントリは、文書のURIは、文書がコンテキスト外でアクセスすることが可能な状況で記録することができます。ドキュメントを新しい場所に移動が、移動していない他のドキュメントへの相対リンクが含まれているされている場合たとえば、ベースエントリはというよりも、他の文書の真の場所にこのようなリンクを参照するために使用することができドキュメントを移動しました。

キータイプ値

URIASCIIストリング（必須）7ビットASCIIで符号化された解決するために、ユニフォームリソース識別子。

キータイプ値

BaseASCIIストリング（オプション）相対URI参照を解決する際に使用されなければならないベースURI。文書内のURIのアクションは、このベース・アドレスに対して解釈されるべきで、部分的な形でのURIを指定してもよいです。何ベースURIが指定されていない場合、そのような部分的なURIは、ドキュメント自体の位置に対して解釈されなければなりません。 HTML 4.01仕様（参考文献を参照）に記載されているように、このエントリを使用すると、本体要素<BASE>と平行です。

XF XM llx- =（）

YFユリィYM-=
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12.6.4.8 Sound Actions

A sound action (PDF 1.2) plays a sound through the computer’s speakers. Table 208 shows the action 
dictionary entries specific to this type of action. Sounds are discussed in 13.3, “Sounds.”

12.6.4.9 Movie Actions

A movie action (PDF 1.2) can be used to play a movie in a floating window or within the annotation rectangle of 
a movie annotation (see 12.5.6.17, “Movie Annotations” and 13.4, “Movies”). The movie annotation shall be 
associated with the page that is the destination of the link annotation or outline item containing the movie 
action, or with the page object with which the action is associated. 

NOTE A movie action by itself does not guarantee that the page the movie is on will be displayed before attempting to 
play the movie; such page change actions shall be done explicitly. 

The contents of a movie action dictionary are identical to those of a movie activation dictionary (see Table 296), 
with the additional entries shown in Table 209. The contents of the activation dictionary associated with the 
movie annotation provide the default values. Any information specified in the movie action dictionary overrides 
these values. 

Table 208 –  Additional entries specific to a sound action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be 
Sound for a sound action. 

Sound stream (Required) A sound object defining the sound that shall be played (see 
13.3, “Sounds”). 

Volume number (Optional) The volume at which to play the sound, in the range −1.0 to 
1.0. Default value: 1.0. 

Synchronous boolean (Optional) A flag specifying whether to play the sound synchronously 
or asynchronously. If this flag is true, the conforming reader retains 
control, allowing no further user interaction other than canceling the 
sound, until the sound has been completely played. Default value: 
false. 

Repeat boolean (Optional) A flag specifying whether to repeat the sound indefinitely. If 
this entry is present, the Synchronous entry shall be ignored. Default 
value: false. 

Mix boolean (Optional) A flag specifying whether to mix this sound with any other 
sound already playing. If this flag is false, any previously playing 
sound shall be stopped before starting this sound; this can be used to 
stop a repeating sound (see Repeat). Default value: false. 

Table 209 –  Additional entries specific to a movie action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be Movie
for a movie action. 

Annotation dictionary (Optional) An indirect reference to a movie annotation identifying the movie 
that shall be played. 

T text string (Optional) The title of a movie annotation identifying the movie that shall be
played. 
The dictionary shall include either an Annotation or a T entry but not both. 

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved425

PDF 32000-1：2008

12.6.4.8サウンドアクション

サウンド・アクション（PDF 1.2）は、コンピュータのスピーカーから音を再生します。テーブル208が示す作用のこのタイプのアクション辞書エントリを特定。サウンドは13.3で議論されている「サウンド。」

12.6.4.9作品のアクション

映画のアクション（PDF 1.2）（「ビデオ」、「ムービー注釈」および13.4、12.5.6.17を参照）、フローティングウィンドウ内またはムービー注釈の注釈矩形内のムービーを再生するために使用することができます。映画の注釈は、リンク注釈や映画のアクションを含むアウトライン項目の送信先であるページに関連付けられている、またはアクションが関連付けられているページオブジェクトとされなければなりません。

映画アクション辞書のコンテンツが映画の活性化辞書のものと同一であるムービー注釈に関連付けられた活性化辞書の内容がデフォルト値を提供する、表209に示す追加のエントリで、（表296を参照のこと）。映画のアクションの辞書に指定されたすべての情報は、これらの値を上書きします。

キータイプ値

SOUNDSTREAM（必須）に再生されなければならない音を定義するサウンドオブジェクト（13.3、「サウンド」を参照してください）。

Volumenumber（オプション）の範囲で、サウンドを再生する-1.0〜1.0のボリューム。デフォルト値：1.0。

Synchronousboolean（オプション）同期または非同期でサウンドを再生するかどうかを指定するフラグ。このフラグが真である場合、適合読者は、サウンドが完全に再生されるまで、音をキャンセルする以外に更なるユーザ対話を可能にしない、制御を保持します。デフォルト値：falseを。

無限に音を繰り返すかどうかを指定するRepeatboolean（オプション）Aフラグ。このエントリが存在する場合、同期エントリは無視されなければなりません。デフォルト値：falseを。

Mixboolean（オプション）すでに遊んで他の音とこの音をミックスするかどうかを指定するフラグ。このフラグがfalseの場合、再生中のすべてのサウンドは、この音を開始する前に停止しなければなりません。これは、繰り返しの音を停止するために使用することができます（リピートを参照してください）。デフォルト値：falseを。

キータイプ値
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12.6.4.10 Hide Actions

A hide action (PDF 1.2) hides or shows one or more annotations on the screen by setting or clearing their 
Hidden flags (see 12.5.3, “Annotation Flags”). This type of action can be used in combination with appearance 
streams and trigger events (Sections 12.5.5, “Appearance Streams,” and 12.6.3, “Trigger Events”) to display 
pop-up help information on the screen. 

NOTE The E (enter) and X (exit) trigger events in an annotation’s additional-actions dictionary can be used to show 
and hide the annotation when the user rolls the cursor in and out of its active area on the page. This can be 
used to pop up a help label, or tool tip, describing the effect of clicking at that location on the page.

Table 210 shows the action dictionary entries specific to this type of action. 

12.6.4.11 Named Actions

Table 211 lists several named actions (PDF 1.2) that conforming readers shall support; further names may be 
added in the future. 

Operation name (Optional) The operation that shall be performed on the movie: 
PlayStart playing the movie, using the play mode specified by the 
dictionary’s Mode entry (see Table 296). If the movie is currently paused, it 
shall be repositioned to the beginning before playing (or to the starting point 
specified by the dictionary’s Start entry, if present). 
Stop Stop playing the movie. 
Pause  Pause a playing movie. 
Resume  Resume a paused movie. 
Default value: Play. 

Table 210 –  Additional entries specific to a hide action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be Hide for 
a hide action. 

T dictionary,  
text string, or 
array

(Required) The annotation or annotations to be hidden or shown, shall be
specified in any of the following forms: 
An indirect reference to an annotation dictionary 
A text string giving the fully qualified field name of an interactive form field 
whose associated widget annotation or annotations are to be affected (see 
12.7.3.2, “Field Names”) 
An array of such dictionaries or text strings 

H boolean (Optional) A flag indicating whether to hide the annotation (true) or show it 
(false). Default value: true. 

Table 211 –  Named actions  

Name Action

NextPage Go to the next page of the document. 

PrevPage Go to the previous page of the document. 

FirstPage Go to the first page of the document. 

LastPage Go to the last page of the document. 

Table 209 –  Additional entries specific to a movie action  (continued)

Key Type Value
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12.6.4.10隠すアクション

彼らの隠しフラグを設定またはクリアすることで非表示にするアクション（PDF 1.2）獣皮やショー、画面上の1つのまたはそれ以上の注釈（12.5.3、「注釈フラグ」を参照）。アクションのこのタイプは、外観と組み合わせて使用することができ、画面上のポップアップヘルプ情報を表示するには、ストリームとトリガイベント（セクション12.5.5、「外観ストリーム」および12.6.3、「トリガーイベント」）。

NOTEザ・E（入力）と辞書はときに、ユーザーロールページ上のアクティブエリアの中と外のカーソル注釈を表示し、非表示にするために使用することができ、注釈の追加、アクションでX（出口）トリガイベント。これは、ページ上のその場所でのクリックの効果を説明、ヘルプラベル、またはツールチップをポップアップ表示するために使用することができます。

12.6.4.11名前付きアクション

operationName（オプション）動画上で実行されなければならない操作：PlayStartは、ムービーを再生し、辞書のモードエントリ（表296を参照）で指定された再生モードを使用しました。映画は現在一時停止された場合、それはプレイする前に、最初に再配置されなければならない（または存在する場合には、辞書のスタートエントリで指定された開始点まで）。ムービーの再生を停止停止。再生中の動画を一時停止一時停止します。再開再開A一時停止映画。デフォルト値：プレイ。

キータイプ値

Tdictionary、テキスト文字列、または配列

（必須）注釈または注釈が隠された又は図示されるには、次の形式のいずれかでbespecifiedなければならない：関連するウィジェットの注釈または注釈であるインタラクティブフォームフィールドの完全修飾フィールド名を与える注釈辞書Aのテキスト文字列への間接参照を（12.7.3.2、「フィールド名」を参照）、このような辞書やテキスト文字列の配列に影響を与えたことにします

名前アクション

表209  - 映画のアクションへの追加エントリの特定（続き）

キータイプ値
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NOTE Conforming readers may support additional, nonstandard named actions, but any document using them is not 
portable. If the viewer encounters a named action that is inappropriate for a viewing platform, or if the viewer 
does not recognize the name, it shall take no action. 

Table 212 shows the action dictionary entries specific to named actions. 

12.6.4.12 Set-OCG-State Actions

A set-OCG-state action (PDF 1.5) sets the state of one or more optional content groups (see 8.11, “Optional 
Content”). Table 213 shows the action dictionary entries specific to this type of action.

When a set-OCG-state action is performed, the State array shall be processed from left to right. Each name 
shall be applied to subsequent groups in the array until the next name is encountered, as shown in the 
following example.

EXAMPLE 1 << /S /SetOCGState 
/State [/OFF 2 0 R 3 0 R /Toggle 16 0 R 19 0 R /ON 5 0 R] 

>>

A group may appear more than once in the State array; its state shall be set each time it is encountered, based 
on the most recent name. ON, OFF and Toggle sequences have no required order. More than one sequence in 
the array may contain the same name.

EXAMPLE 2 If the array contained [/OFF 1 0 R /Toggle 1 0 R], the group’s state would be ON after the action was 
performed.

Table 212 –  Additional entries specific to named actions  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be Named for a 
named action. 

N name (Required) The name of the action that shall be performed (see Table 211). 

Table 213 –  Additional entries specific to a set-OCG-state action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be 
SetOCGState for a set-OCG-state action.

State array (Required) An array consisting of any number of sequences beginning with a 
name object (ON, OFF, or Toggle) followed by one or more optional content 
group dictionaries. The array elements shall be processed from left to right; 
each name shall be applied to the subsequent groups until the next name is 
encountered:
ON sets the state of subsequent groups to ON
OFF sets the state of subsequent groups to OFF
Toggle reverses the state of subsequent groups.

PreserveRB boolean (Optional) If true, indicates that radio-button state relationships between 
optional content groups (as specified by the RBGroups entry in the current 
configuration dictionary; see Table 101) should be preserved when the 
states in the State array are applied. That is, if a group is set to ON (either by 
ON or Toggle) during processing of the State array, any other groups 
belonging to the same radio-button group shall be turned OFF. If a group is 
set to OFF, there is no effect on other groups.
If PreserveRB is false, radio-button state relationships, if any, shall be
ignored.
Default value: true.
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NOTE準拠の読者は、追加、非標準という名前のアクションをサポートすることができ、それらを使用して、任意の文書は、ポータブルではありません。ビューアは展望台には不適切である、または視聴者が名前を認識しない場合、それは何の行動も取らないものという名前のアクションが発生した場合。

12.6.4.12セットOCGステートアクション

セットOCG状態のアクション（PDF 1.5）（8.11、「オプションの内容」を参照）、1つ以上のオプションのコンテンツグループの状態を設定します。表213に示し、アクションのこのタイプのアクションの辞書エントリを特定。

セットOCG状態アクションが実行されると、状態配列は、左から右に処理されなければなりません。次の名前が検出されるまで、次の例に示すように、それぞれの名前は、アレイ内の後続のグループに適用されなければなりません。

実施例1 << / S / SetOCGState /状態[/ OFF 2 0、R 3 0 R /トグル16 0 R 19 0 R / ON 5 0 R] >>

グループは、複数の状態アレイにおける回現れ得ます。その状態は、最新の名前に基づいて、それに遭遇するたびに設定しなければなりません。 ON、OFFとトグルシーケンスには必要な順序を持っていません。配列内の複数のシーケンスは、同じ名前が含まれていてもよいです。

アレイが含まれている場合、アクションが実行された後に実施例2 [/ OFF 1 0 R /トグル1 0 R]は、グループの状態がONであろう。

キータイプ値

キータイプ値

SNAME（必須）この辞書が記述する行動のタイプ。セットOCG状態のアクションのSetOCGStateしなければなりません。

名前オブジェクト（ON、OFF、またはトグル）で始まる配列の任意の数からなるStatearray（必須）配列は1つ以上の任意のコンテンツグループ辞書続きます。配列要素は、左から右に処理されなければなりません。次の名前が検出されるまで、それぞれの名前は、後続のグループに適用されなければならない：ONはOFFToggle、後続グループの状態を反転するための後続グループの状態を設定ONOFFに続くグループの状態を設定します。

PreserveRBboolean（オプション）trueの場合は、（現在の構成辞書内RBGroupsエントリによって指定されるように、テーブル101を参照されたい）任意コンテンツグループ間のラジオボタンの状態との関係を示す状態アレイ内の状態が適用されたときに保存されるべきです。グループは、状態アレイの処理中（ONまたはトグルのいずれかによって）、ONに設定されている場合、すなわち、同一のラジオボタン・グループに属する他のグループがオフしなければなりません。グループがOFFに設定されている場合は、他のgroups.If PreserveRBに影響はありません偽、ラジオボタンの状態との関係で、もしあれば、値をbeignored.Defaultなければならない真。
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NOTE While the specification allows a group to appear more than once in the State array, this is not intended to 
implement animation or any other sequential drawing operations. PDF processing applications are free to 
accumulate all state changes and apply only the net changes simultaneously to all affected groups before 
redrawing.

12.6.4.13 Rendition Actions

A rendition action (PDF 1.5) controls the playing of multimedia content (see 13.2, “Multimedia”). This action 
may be used in the following ways: 

• To begin the playing of a rendition object (see 13.2.3, “Renditions”), associating it with a screen annotation 
(see 12.5.6.18, “Screen Annotations”). The screen annotation specifies where the rendition shall be played 
unless otherwise specified.

• To stop, pause, or resume a playing rendition.

• To trigger the execution of a JavaScript script that may perform custom operations.

Table 214 lists the entries in a rendition action dictionary.

Either the JS entry or the OP entry shall be present. If both are present, OP is considered a fallback that shall 
be executed if the conforming reader is unable to execute JavaScripts. If OP has an unrecognized value and 
there is no JS entry, the action is invalid.

Table 214 –  Additional entries specific to a rendition action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be Rendition
for a rendition action.

R dictionary (Required when OP is present with a value of 0 or 4; otherwise optional) A 
rendition object (see 13.2.3, “Renditions”). 

AN dictionary (Required if OP is present with a value of 0, 1, 2, 3 or 4; otherwise optional) An 
indirect reference to a screen annotation (see 12.5.6.18, “Screen 
Annotations”).

OP integer (Required if JS is not present; otherwise optional) The operation to perform 
when the action is triggered. Valid values shall be:
0 If no rendition is associated with the annotation specified by AN, play the 

rendition specified by R, associating it with the annotation. If a rendition 
is already associated with the annotation, it shall be stopped, and the 
new rendition shall be associated with the annotation. 

1 Stop any rendition being played in association with the annotation 
specified by AN, and remove the association. If no rendition is being 
played, there is no effect. 

2 Pause any rendition being played in association with the annotation 
specified b y AN. If no rendition is being played, there is no effect.

3 Resume any rendition being played in association with the annotation 
specified by AN. If no rendition is being played or the rendition is not 
paused, there is no effect.

4 Play the rendition specified by R, associating it with the annotation 
specified by AN. If a rendition is already associated with the annotation, 
resume the rendition if it is paused; otherwise, do nothing.

JS text string 
or stream

(Required if OP is not present; otherwise optional) A text string or stream 
containing a JavaScript script that shall be executed when the action is 
triggered.
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注仕様は、グループが複数の状態のアレイ内で2回以上出現することができますが、これは、アニメーションやその他の連続的な描画操作を実装するためのものではありません。 PDF処理アプリケーションは、すべての状態変化を蓄積し、再描画する前に、すべての影響を受けるグループに同時にネットのみ変更を適用するのは自由です。

12.6.4.13レンディションアクション

レンディションアクション（PDF 1.5）は、マルチメディアコンテンツの再生を制御します（13.2を参照してください、「マルチメディア」）。このアクションは、次のように使用することができます。

•画面注釈に関連付け、（13.2.3、「レンディション」を参照）レンディションオブジェクトの再生を開始するには（12.5.6.18、「画面の注釈」を参照）。特に指定のない限り演出が再生されなければならない、画面注釈を指定します。

•、停止、一時停止、または演奏表現を再開します。

•カスタム動作を実行することができるJavaScriptのスクリプトの実行をトリガします。

表214のリストレンディションアクション辞書のエントリ。

どちらのJSエントリまたはOPエントリが存在しなければなりません。両方が存在する場合、OPは適合読者がJavaScriptを実行することができない場合に実行されなければならないフォールバックであると考えられます。 OPは認識できない値を持っており、何のJSのエントリが存在しない場合、アクションは無効です。

キータイプ値

SNAME（必須）この辞書が記述する行動のタイプ。レンディションアクションRenditionforしなければなりません。

Rdictionary（必須OPが0または4の値を持つ存在し、そうでない場合は任意）レンディションオブジェクト（13.2.3、「レンディション」を参照）。

ANdictionary（必須OPが0、1、2、3または4の値を持つ存在する場合、それ以外の場合は任意）画面注釈への間接参照（12.5.6.18、「画面注釈」を参照）。

OPinteger（JSが存在しない場合は必須、それ以外の場合は任意）アクションがトリガーされたときに実行する動作。有効な値は、しなければならない：0If何の演出がANによって指定された注釈に関連付けられていない、注釈と関連付け、Rで指定された演出を果たしています。演出はすでに注釈に関連付けられている場合、それが停止されなければならない、と新しい演出は、注釈に関連付けされなければなりません。 1つのストップどんな演出はANによって指定された注釈に関連して演奏し、関連付けを削除しています。何も演出が再生されていない場合は、影響はありません。 2 Y AN bを指定した注釈に関連して再生されている任意の表現を一時停止。 ANによって指定されていません演出が再生されていない場合は、注釈に関連して再生されていないeffect.3再開どんな演出があります。何も演出が再生されていないか、演出が一時停止されていない場合は、ANによって指定された注釈に関連付け、何effect.4PlayにRで指定された演出がされていません。演出はすでに注釈に関連付けられている場合、それが一時停止された場合に、演出を再開する。それ以外の場合は、何もしません。

（OPが存在しない場合は必須、それ以外の場合は任意）JStextストリングまたはストリームアクションがトリガーされたときに実行されなければならないJavaScriptスクリプトを含むテキスト文字列またはストリーム。
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In some situations, a pause (OP value of 2) or resume (OP value of 3) operation may not make sense or the 
player may not support it. In such cases, the user should be notified of the failure to perform the operation.

EXAMPLE A JPEG image

Before a rendition action is executed, the conforming reader shall make sure that the P entry of the screen 
annotation dictionary references a valid page object and that the annotation is present in the page object’s 
Annots array (see Table 30). 

A rendition may play in the rectangle occupied by a screen annotation, even if the annotation itself is not visible; 
for example, if its Hidden or NoView flags (see Table 165) are set. If a screen annotation is not visible because 
its location on the page is not being displayed by the viewer, the rendition is not visible. However, it may 
become visible if the view changes, such as by scrolling.

12.6.4.14 Transition Actions

A transition action (PDF 1.5) may be used to control drawing during a sequence of actions. As discussed in 
12.6.2, “Action Dictionaries,” the Next entry in an action dictionary may specify a sequence of actions. 
Conforming readers shall normally suspend drawing when such a sequence begins and resume drawing when 
it ends. If a transition action is present during a sequence, the conforming reader shall render the state of the 
page viewing area as it exists after completion of the previous action and display it using a transition specified 
in the action dictionary (see Table 215). Once this transition completes, drawing shall be suspended again.

12.6.4.15 Go-To-3D-View Actions

A go-to-3D-view action (PDF 1.6) identifies a 3D annotation and specifies a view for the annotation to use (see 
13.6, “3D Artwork”). Table 216 shows the entries in a go-to-3D-view action dictionary. 

The V entry selects the view to apply to the annotation specified by TA. This view may be one of the predefined 
views specified by the VA entry of the 3D stream (see Table 300) or a unique view specified here. 

Table 215 –  Additional entries specific to a transition action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be Trans
for a transition action. 

Trans dictionary (Required) The transition to use for the update of the display (see 
Table 162).

Table 216 –  Additional entries specific to a go-to-3D-view action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be 
GoTo3DView for a transition action. 

TA dictionary (Required) The target annotation for which to set the view.

V (various) (Required) The view to use. It may be one of the following types:
A 3D view dictionary (see 13.6.4, “3D Views”).
An integer specifying an index into the VA array in the 3D stream (see 
Table 300).
A text string matching the IN entry in one of the views in the VA array (see 
Table 304).
A name that indicates the first (F), last (L), next (N), previous (P), or default 
(D) entries in the VA array; see discussion following this Table.
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いくつかの状況では、一時停止（2のOP値）又は再開（3のOP値）操作は意味を成さないか、またはプレーヤーはそれをサポートしていなくてもよいです。このような場合、ユーザは、操作を実行するための失敗が通知されるべきです。

実施例AのJPEG画像

レンディションアクションが実行される前に、準拠する読者は、必ずP画面注釈辞書の参照のエントリの有効なページオブジェクトと注釈が（表30を参照）ページオブジェクトのAnnots配列中に存在していることをしなければなりません。

レンディションは、注釈自体が表示されていない場合でも、画面注釈によって占有矩形で再生することができます。例えば、その隠された又はNoViewフラグ場合に設定されている（表165参照）。ページ上の位置を視聴者に表示されていないため、画面注釈が表示されない場合、レンディションは表示されません。ビューは、スクロールなどによって変化する場合は、それが見えるようになることができます。

12.6.4.14遷移アクション

遷移アクション（PDF 1.5）アクションのシーケンス中描画制御するために使用することができます。 12.6.2で説明したように、「アクション辞書は、」アクションの辞書の次のエントリは、一連のアクションを指定することもできます。読者に準拠することは、通常、このようなシーケンスが開始されると、描画中断し、それが終了したときに描画を再開するものとします。遷移アクションは、シーケンス中に存在する場合、適合するリーダーは、それが前のアクションの完了後に存在するページ表示領域の状態をレンダリングし、アクション辞書で指定されたトランジションを使用してそれを表示しなければならない（表215を参照のこと）。この移行が完了したら、描画が再び中断されなければなりません。

12.6.4.15ゴー・ツー・3Dビューのアクション

ゴー・ツー・3Dビューアクション（PDF 1.6）（「3Dアートワーク」、13.6を参照してください）3D注釈を識別し、使用する注釈のビューを指定します。表216に示しゴー・ツー・3Dビューアクションの辞書のエントリ。

キータイプ値

Transdictionary（必須）表示の更新に使用する遷移（表162を参照のこと）。

キータイプ値

TAdictionary（必須）ビューを設定するためのターゲット注釈。

V（各種）（必須）使用を視野に。これは、以下のタイプのものであってもよい：A 3Dビュー辞書（13.6.4、「3Dビュー」を参照）アン3DストリームにVA配列へのインデックスを指定する整数（表300を参照）に一致する.Aテキスト・ストリングVAアレイ内のビューのいずれかのエントリの最初の（F）を示す.A名（表304を参照）、VA内の最後の（L）、（N）次に、前（P）、またはデフォルトの（D）のエントリアレイ;この表以下の議論を参照してください。
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If the predefined view is specified by the names N (next) or P (previous), it should be interpreted in the following 
way:

• When the last view applied was specified by means of the VA array, N and P indicate the next and previous 
entries, respectively, in the VA array (wrapping around if necessary).

• When the last view was not specified by means of VA, using N or P should result in reverting to the default 
view. 

12.6.4.16 JavaScript Actions

Upon invocation of a JavaScript action, a conforming processor shall execute a script that is written in the 
JavaScript programming language. Depending on the nature of the script, various interactive form fields in the 
document may update their values or change their visual appearances. Mozilla Development Center’s Client-
Side JavaScript Reference and the Adobe JavaScript for Acrobat API Reference (see the Bibliography) give 
details on the contents and effects of JavaScript scripts. Table 217 shows the action dictionary entries specific 
to this type of action. 

To support the use of parameterized function calls in JavaScript scripts, the JavaScript entry in a PDF 
document’s name dictionary (see 7.7.4, “Name Dictionary”) may contain a name tree that maps name strings to 
document-level JavaScript actions. When the document is opened, all of the actions in this name tree shall be 
executed, defining JavaScript functions for use by other scripts in the document. 

NOTE The name strings associated with individual JavaScript actions in the name dictionary serve merely as a 
convenient means for organizing and packaging scripts. The names are arbitrary and need not bear any 
relation to the JavaScript name space. 

12.7 Interactive Forms

12.7.1 General

An interactive form (PDF 1.2)—sometimes referred to as an AcroForm—is a collection of fields for gathering 
information interactively from the user. A PDF document may contain any number of fields appearing on any 
combination of pages, all of which make up a single, global interactive form spanning the entire document. 
Arbitrary subsets of these fields can be imported or exported from the document; see 12.7.5, “Form Actions.” 

NOTE 1 Interactive forms should not be confused with form XObjects (see 8.10, “Form XObjects”). Despite the 
similarity of names, the two are different, unrelated types of objects. 

Each field in a document’s interactive form shall be defined by a field dictionary (see 12.7.3, “Field 
Dictionaries”). For purposes of definition and naming, the fields can be organized hierarchically and can inherit 
attributes from their ancestors in the field hierarchy. A field’s children in the hierarchy may also include widget 
annotations (see 12.5.6.19, “Widget Annotations”) that define its appearance on the page. A field that has 
children that are fields is called a non-terminal field. A field that does not have children that are fields is called a 
terminal field.

Table 217 –  Additional entries specific to a JavaScript action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be 
JavaScript for a JavaScript action. 

JS text string or  
text stream

(Required) A text string or text stream containing the JavaScript script to 
be executed. 
PDFDocEncoding or Unicode encoding (the latter identified by the 
Unicode prefix U+ FEFF) shall be used to encode the contents of the 
string or stream. 
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事前定義されたビューは、名前N（NEXT）又はP（前）で指定されている場合、それは次のように解釈されるべきです。

•最後のビューは、VAアレイ、NおよびPにより指定された適用された場合VAアレイ（周りにラッピング必要な場合）に、それぞれ、次及び前のエントリを示しています。

最後のビューは、NまたはPを使用して、VAによって指定されなかった場合は•デフォルトのビューに戻すにつながるはずです。

12.6.4.16 JavaScriptのアクション

JavaScriptアクションの呼び出し時に、適合するプロセッサは、JavaScriptプログラミング言語で書かれたスクリプトを実行しなければなりません。スクリプトの性質に応じて、文書内のさまざまなインタラクティブフォームフィールドは、その値を更新したり、視覚的な外観を変更することがあります。 AcrobatのAPIリファレンスのためのMozilla開発センターのクライアント側のJavaScriptリファレンスおよびAdobe JavaScriptが（参考文献を参照）、JavaScriptのスクリプトの内容や効果についての詳細を与えます。テーブル217が示す作用のこのタイプのアクション辞書エントリを特定。

JavaScriptのスクリプトでパラメータの関数呼び出しの使用をサポートするには、PDFドキュメントの名前辞書でJavaScriptのエントリは、ドキュメントレベルのJavaScriptアクションに名前の文字列をマップする名前のツリーが含まれていてもよい（7.7.4、「名辞書」を参照してください）。文書が開かれると、この名前ツリー内のすべてのアクションは、ドキュメント内の他のスクリプトで使用するためにJavaScript関数を定義し、実行されなければなりません。

12.7インタラクティブフォーム

12.7.1一般的な

対話形式（PDF 1.2）ユーザから対話情報を収集するためのフィールドのコレクションAcroFormがそのまま-sometimesが参照。 PDF文書は、文書全体にまたがる単一のグローバルインタラクティブフォームを構成するすべてのそれらのページの任意の組み合わせに表示されるフィールド、任意の数を含めることができます。これらのフィールドの任意のサブセットは、インポートまたはドキュメントからエクスポートすることができます。 12.7.5、「フォームアクション」を参照してください。

注1つのインタラクティブフォームは（8.10、「フォームXObjects」を参照）フォームXObjectsと混同してはなりません。名前の類似性にもかかわらず、2つのオブジェクトの異なる、無関係なタイプです。

ドキュメントのインタラクティブフォームの各フィールドは、フィールド辞書で定義されなければならない（12.7.3、「フィールド辞書」を参照してください）。定義と命名の目的のために、フィールドが階層的に編成することができ、フィールド階層内の先祖から属性を継承することができます。階層内のフィールドの子どもたちはまた、ページ上の外観を定義ウィジェット注釈を（12.5.6.19、「ウィジェット注釈」を参照）を含むことができます。フィールドのある子を持つフィールドは、非末端フィールドと呼ばれています。フィールドで子供を持っていないフィールドは、端末のフィールドと呼ばれています。

キータイプ値
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A terminal field may have children that are widget annotations (see 12.5.6.19, “Widget Annotations“) that define 
its appearance on the page. As a convenience, when a field has only a single associated widget annotation, the 
contents of the field dictionary and the annotation dictionary (12.5.2, “Annotation Dictionaries”) may be merged 
into a single dictionary containing entries that pertain to both a field and an annotation. (This presents no 
ambiguity, since the contents of the two kinds of dictionaries do not conflict.) If such an object defines an 
appearance stream, the appearance shall be consistent with the object’s current value as a field.

NOTE 2 Fields containing text whose contents are not known in advance may need to construct their appearance 
streams dynamically instead of defining them statically in an appearance dictionary; see 12.7.3.3, “Variable 
Text.”

12.7.2 Interactive Form Dictionary

The contents and properties of a document’s interactive form shall be defined by an interactive form dictionary
that shall be referenced from the AcroForm entry in the document catalogue (see 7.7.2, “Document Catalog”). 
Table 218 shows the contents of this dictionary. 

Table 218 –  Entries in the interactive form dictionary  

Key Type Value

Fields array (Required) An array of references to the document’s root fields
(those with no ancestors in the field hierarchy). 

NeedAppearances boolean (Optional) A flag specifying whether to construct appearance 
streams and appearance dictionaries for all widget annotations 
in the document (see 12.7.3.3, “Variable Text”). Default value: 
false. 

SigFlags integer (Optional; PDF 1.3) A set of flags specifying various document-
level characteristics related to signature fields (see Table 219, 
and 12.7.4.5, “Signature Fields”). Default value: 0. 

CO array (Required if any fields in the document have additional-actions 
dictionaries containing a C entry; PDF 1.3) An array of indirect 
references to field dictionaries with calculation actions, defining 
the calculation order in which their values will be recalculated 
when the value of any field changes (see 12.6.3, “Trigger 
Events”). 

DR dictionary (Optional) A resource dictionary (see 7.8.3, “Resource 
Dictionaries”) containing default resources (such as fonts, 
patterns, or colour spaces) that shall be used by form field 
appearance streams. At a minimum, this dictionary shall contain 
a Font entry specifying the resource name and font dictionary of 
the default font for displaying text. 

DA string (Optional) A document-wide default value for the DA attribute of 
variable text fields (see 12.7.3.3, “Variable Text”). 

Q integer (Optional) A document-wide default value for the Q attribute of 
variable text fields (see 12.7.3.3, “Variable Text”). 

XFA stream or array (Optional; PDF 1.5) A stream or array containing an XFA 
resource, whose format shall be described by the Data Package 
(XDP) Specification. (see the Bibliography). 
The value of this entry shall be either a stream representing the 
entire contents of the XML Data Package or an array of text 
string and stream pairs representing the individual packets 
comprising the XML Data Package.
See 12.7.8, “XFA Forms,” for more information.
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ターミナルフィールドは、ページ上の外観を定義ウィジェット注釈されている子どもたちを（12.5.6.19、「ウィジェット注釈」を参照）を有することができます。フィールドは、単一の関連するウィジェットの注釈を有する利便性として、フィールド辞書と注釈辞書（12.5.2、「注釈辞書」）の内容は、フィールドの両方に関連することエントリを含む単一の辞書に統合することができます注釈。 （この提示ない曖昧さは、辞書の二種類の内容が競合しないからである。）このような目的は、外観ストリームを定義する場合、外観は、フィールドとして、オブジェクトの現在の値と一致しなければなりません。

その内容が事前に知られていないその外観を構築する必要があるかもしれません。注2フィールズ含むテキストは、外観辞書に静的にそれらを定義するのではなく、動的ストリーム。 、12.7.3.3「可変テキスト」を参照してください。

12.7.2インタラクティブフォーム辞書

ドキュメントのインタラクティブフォームの内容や性質が（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）、文書カタログでAcroFormエントリーから参照されなければならないインタラクティブフォームdictionarythatによって定義されなければなりません。表218に示し、この辞書の内容。

キータイプ値

ドキュメント内のすべてのウィジェットの注釈のための構築物の外観ストリームおよび外観辞書にするかどうかを指定するNeedAppearancesboolean（オプション）Aフラグ（12.7.3.3を参照してください、「可変テキスト」）。デフォルト値：falseを。

SigFlagsinteger（オプション、PDF 1.3）署名フィールド（表219、及び12.7.4.5、「署名フィールド」を参照）に関連した様々なドキュメントレベルの特性を指定するフラグのセット。デフォルト値：0。

任意の値、それらの値が再計算された計算順序を定義する計算アクションを持つフィールド辞書への間接参照の配列; Co-Arrayの（PDF 1.3必須文書内の任意のフィールドがCエントリを含む付加アクション辞書を持っている場合）フィールドの変更（12.6.3、「トリガーイベント」を参照してください）。

DRdictionary（オプション）リソースディクショナリ（「リソース辞書」、7.8.3を参照してください）フォームフィールドの出現によってストリームを使用しなければならない（例えば、フォント、パターン、色空間など）のデフォルトのリソースを含みます。最低でも、この辞書は、リソース名とテキストを表示するためのデフォルトのフォントのフォント辞書を指定するフォントのエントリを含まなければなりません。

DAstring（オプション）変数のテキストフィールドのDA属性の文書全体のデフォルト値（12.7.3.3、「可変テキスト」を参照してください）。

変数テキストフィールドのQ属性のQinteger（オプション）A、文書全体のデフォルト値は（12.7.3.3、「可変テキスト」を参照します）。

XFAstreamまたはアレイ（オプション、PDF 1.5）Aストリームまたはアレイフォーマットデータパッケージ（XDP）仕様によって記述されなければならないXFAリソースを含みます。 （参考文献を参照）。このエントリの値は、XMLデータパッケージの内容全体を表すストリームまたはXMLデータPackage.See 12.7.8を構成する個々のパケットを表すテキスト文字列とストリームペアのアレイ、よりは、「XFAフォーム」のいずれかでなければなりません情報。



PDF 32000-1:2008

432 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

The value of the interactive form dictionary’s SigFlags entry is an unsigned 32-bit integer containing flags 
specifying various document-level characteristics related to signature fields (see 12.7.4.5, “Signature Fields”). 
Bit positions within the flag word shall be numbered from 1 (low-order) to 32 (high-order). Table 219 shows the 
meanings of the flags; all undefined flag bits shall be reserved and shall be set to 0. 

12.7.3 Field Dictionaries

12.7.3.1 General

Each field in a document’s interactive form shall be defined by a field dictionary, which shall be an indirect 
object. The field dictionaries may be organized hierarchically into one or more tree structures. Many field 
attributes are inheritable, meaning that if they are not explicitly specified for a given field, their values are taken 
from those of its parent in the field hierarchy. Such inheritable attributes shall be designated as such in the 
Tables 220 and 221. The designation (Required; inheritable) means that an attribute shall be defined for every 
field, whether explicitly in its own field dictionary or by inheritance from an ancestor in the hierarchy. Table 220
shows those entries that are common to all field dictionaries, regardless of type. Entries that pertain only to a 
particular type of field are described in the relevant sub-clauses in Table 220. 

Table 219 –  Signature flags  

Bit position Name Meaning

1 SignaturesExist If set, the document contains at least one signature field. This flag 
allows a conforming reader to enable user interface items (such as 
menu items or pushbuttons) related to signature processing without 
having to scan the entire document for the presence of signature 
fields. 

2 AppendOnly If set, the document contains signatures that may be invalidated if 
the file is saved (written) in a way that alters its previous contents, 
as opposed to an incremental update. Merely updating the file by 
appending new information to the end of the previous version is 
safe (see H.7, “Updating Example”). Conforming readers may use 
this flag to inform a user requesting a full save that signatures will 
be invalidated and require explicit confirmation before continuing 
with the operation. 

Table 220 –  Entries common to all field dictionaries  

Key Type Value

FT name (Required for terminal fields; inheritable) The type of field that this 
dictionary describes: 
Btn Button (see 12.7.4.2, “Button Fields”) 
Tx Text (see 12.7.4.3, “Text Fields”) 
Ch Choice (see 12.7.4.4, “Choice Fields”) 
Sig (PDF 1.3) Signature (see 12.7.4.5, “Signature Fields”) 
This entry may be present in a non-terminal field (one whose 
descendants are fields) to provide an inheritable FT value. However, a 
non-terminal field does not logically have a type of its own; it is merely 
a container for inheritable attributes that are intended for descendant 
terminal fields of any type. 

Parent dictionary (Required if this field is the child of another in the field hierarchy; 
absent otherwise) The field that is the immediate parent of this one 
(the field, if any, whose Kids array includes this field). A field can have 
at most one parent; that is, it can be included in the Kids array of at 
most one other field. 
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インタラクティブフォーム辞書のSigFlagsエントリの値は、署名フィールドに関連する様々なドキュメントレベルの特性を指定するフラグを含む整数、符号なし32ビット（12.7.4.5、「署名フィールド」を参照します）。フラグワード内のビット位置は32（上位）1（下位）から番号付けされなければなりません。テーブル219が示すフラグの意味。すべての未定義のフラグビットは予約されなければならず、0に設定されます。

12.7.3フィールド辞書

12.7.3.1一般的な

ドキュメントのインタラクティブフォームの各フィールドには、間接的なオブジェクトでなければならないフィールド辞書によって定義されなければなりません。フィールドの辞書は、一の以上のツリー構造に階層的に編成することができます。多くのフィールド属性は、それらが明示的に指定したフィールドに指定されていない場合は、それらの値は、フィールドの階層内の親のものの中から取られていることを意味し、継承しています。属性は、すべてのフィールドについて、明示的かどうか、それ自身のフィールド辞書内または階層内の祖先からの遺伝によって定義されなければならないことを意味し、そのような継承属性を表など220及び221の指定（継承必須）指定されなければなりません。表には、タイプに関係なく、すべてのフィールドの辞書に共通するこれらのエントリを220shows。フィールドの特定のタイプにのみ関係するエントリは、テーブル220に関連するサブ節に記載されています。

ビット位置名意味

1SignaturesExistもしセットは、文書は少なくとも一つの署名フィールドが含まれています。このフラグは、適合読者が署名フィールドの存在について、ドキュメント全体をスキャンする必要なく署名処理に関連する（例えば、メニュー項目や押ボタンなどの）ユーザインターフェイス項目を有効にすることを可能にします。

セット2AppendOnlyIf、文書ファイルが保存されている場合無効にすることができるシグネチャが含まように（書かれた）その変更の前の内容、増分更新とは対照的です。単に以前のバージョンの最後に新しい情報を追加して、ファイルを更新することは安全である（H.7、「更新の例」を参照してください）。準拠した読者は無効化されると、操作を続行する前に明示的な確認を必要とするであろうこと署名フルセーブを要求するユーザに通知するために、このフラグを使用することができます。

キータイプ値

FTname（ターミナルフィールドに必要な;継承）この辞書が記述するフィールドの種類：BTNボタンを（「ボタンフィールド」、12.7.4.2を参照）のTxテキスト（「テキストフィールド」、12.7.4.3を参照してください）CH選択肢（12.7を参照してください。継承FT値を提供するために、4.4、「選択フィールド」）シグ（PDF 1.3）署名（「署名フィールド」、12.7.4.5を参照）このエントリは非末端分野で存在してもよい（子孫フィールドである1）。しかし、非ターミナルフィールドは、論理的に、独自のタイプを持っていません。それは単に、任意のタイプの子孫端末フィールドに意図されている継承属性のコンテナです。

Parentdictionary（必須このフィールドは、フィールドの階層内の別の子である場合、不在その他）（キッズ配列、このフィールドを含むフィールド、もしあれば、）この1の直接の親であるフィールド。フィールドには、最大で1人の親に持つことができます。それはそれは、最大で1つの他のフィールドのキッズアレイに含まれることが可能です。
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The value of the field dictionary’s Ff entry is an unsigned 32-bit integer containing flags specifying various 
characteristics of the field. Bit positions within the flag word shall be numbered from 1 (low-order) to 32 (high-
order). The flags shown in Table 221 are common to all types of fields. Flags that apply only to specific field 
types are discussed in the sub-clauses describing those types. All undefined flag bits shall be reserved and 
shall be set to 0. 

Kids array (Sometimes required, as described below) An array of indirect 
references to the immediate children of this field. 
In a non-terminal field, the Kids array shall refer to field dictionaries 
that are immediate descendants of this field. In a terminal field, the 
Kids array ordinarily shall refer to one or more separate widget 
annotations that are associated with this field. However, if there is only 
one associated widget annotation, and its contents have been merged 
into the field dictionary, Kids shall be omitted.

T text string (Optional) The partial field name (see 12.7.3.2, “Field Names”). 

TU text string (Optional; PDF 1.3) An alternate field name that shall be used in place 
of the actual field name wherever the field shall be identified in the 
user interface (such as in error or status messages referring to the 
field). This text is also useful when extracting the document’s contents 
in support of accessibility to users with disabilities or for other 
purposes (see 14.9.3, “Alternate Descriptions”). 

TM text string (Optional; PDF 1.3) The mapping name that shall be used when 
exporting interactive form field data from the document. 

Ff integer (Optional; inheritable) A set of flags specifying various characteristics 
of the field (see Table 221). Default value: 0. 

V (various) (Optional; inheritable) The field’s value, whose format varies 
depending on the field type. See the descriptions of individual field 
types for further information. 

DV (various) (Optional; inheritable) The default value to which the field reverts when 
a reset-form action is executed (see 12.7.5.3, “Reset-Form Action”). 
The format of this value is the same as that of V. 

AA dictionary (Optional; PDF 1.2) An additional-actions dictionary defining the field’s 
behaviour in response to various trigger events (see 12.6.3, “Trigger 
Events”). This entry has exactly the same meaning as the AA entry in 
an annotation dictionary (see 12.5.2, “Annotation Dictionaries”). 

Table 221 –  Field flags common to all field types  

Bit position Name Meaning

1 ReadOnly If set, the user may not change the value of the field. Any associated 
widget annotations will not interact with the user; that is, they will not 
respond to mouse clicks or change their appearance in response to 
mouse motions. This flag is useful for fields whose values are 
computed or imported from a database. 

2 Required If set, the field shall have a value at the time it is exported by a submit-
form action (see 12.7.5.2, “Submit-Form Action”). 

3 NoExport If set, the field shall not be exported by a submit-form action (see 
12.7.5.2, “Submit-Form Action”). 

Table 220 –  Entries common to all field dictionaries  (continued)

Key Type Value
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Kidsarray（後述のように時々、必須）このフィールドのすぐ下の子への間接参照の配列。非ターミナル分野では、子供の配列は、このフィールドの直接の子孫であるフィールド辞書を参照しなければなりません。端末フィールドに、子供アレイは、通常、このフィールドに関連する1つの以上の別個のウィジェット注釈を指します。そこに唯一の関連するウィジェットの注釈であり、その内容がされている場合は、フィールドの辞書にマージ、子供たちは省略されなければなりません。

Ttext文字列（オプション）部分フィールド名（12.7.3.2、「フィールド名」を参照してください）。

TUtext文字列（オプション; PDF 1.3）フィールドは（そのようなフィールドを参照するエラーまたはステータスメッセージのように）ユーザーインターフェイスで特定されなければならない場所に実際のフィールド名の代わりに使用しなければならない代替フィールド名。障害者や他の目的のためのユーザへのアクセスを支援するために、文書の内容を抽出する際、このテキストは、（14.9.3、「代替説明」を参照）にも便利です。

そのフォーマットフィールドのタイプに応じて変化するフィールドの値、（継承オプション）（様々な）V。詳細については、個々のフィールドタイプの説明を参照してください。

DV（各種）（任意;継承）フィールド戻します既定値リセットフォームアクションが実行される（「リセットフォームアクション」、12.7.5.3を参照）。この値のフォーマットは、V.と同じです

AAdictionary（オプション; PDF 1.2）の追加 - アクションが（12.6.3、「トリガーイベント」を参照）、様々なトリガイベントに応答して、フィールドの動作を定義する辞書。このエントリは、注釈辞書のAAエントリ（「注釈辞書」、12.5.2を参照）とまったく同じ意味を持ちます。

ビット位置名意味

1ReadOnlyもしセットは、ユーザーがフィールドの値を変更することはできません。任意の関連するウィジェット注釈がない相互作用し、ユーザと。である、彼らはマウスクリックに応答したり、マウスの動きに反応して、その外観を変更しません。このフラグは、その値がデータベースから計算またはインポートされたフィールドのために有用です。

2Requiredもしセットは、フィールドには、（「送信フォームアクション」、12.7.5.2を参照してください）、それが提出フォームをアクションによってエクスポートされた時点で値を持たなければなりません。

3NoExportもしセット、フィールドは、（「送信フォームアクション」、12.7.5.2を参照してください）提出フォームをアクションによってエクスポートされてはなりません。

表220  - すべてのフィールドの辞書にエントリ共通（続き）

キータイプ値
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12.7.3.2 Field Names

The T entry in the field dictionary (see Table 220) holds a text string defining the field’s partial field name. The 
fully qualified field name is not explicitly defined but shall be constructed from the partial field names of the field 
and all of its ancestors. For a field with no parent, the partial and fully qualified names are the same. For a field 
that is the child of another field, the fully qualified name shall be formed by appending the child field’s partial 
name to the parent’s fully qualified name, separated by a PERIOD (2Eh) as shown:

parent’s_full_name . child’s_partial_name

EXAMPLE If a field with the partial field name PersonalData has a child whose partial name is Address, which in turn 
has a child with the partial name ZipCode, the fully qualified name of this last field is  
 
PersonalData . Address . ZipCode

Because the PERIOD is used as a separator for fully qualified names, a partial name shall not contain a 
PERIOD character. Thus, all fields descended from a common ancestor share the ancestor’s fully qualified field 
name as a common prefix in their own fully qualified names. 

It is possible for different field dictionaries to have the same fully qualified field name if they are descendants of 
a common ancestor with that name and have no partial field names (T entries) of their own. Such field 
dictionaries are different representations of the same underlying field; they should differ only in properties that 
specify their visual appearance. In particular, field dictionaries with the same fully qualified field name shall 
have the same field type (FT), value (V), and default value (DV). 

12.7.3.3 Variable Text

When the contents and properties of a field are known in advance, its visual appearance can be specified by an 
appearance stream defined in the PDF file (see 12.5.5, “Appearance Streams,” and 12.5.6.19, “Widget 
Annotations”). In some cases, however, the field may contain text whose value is not known until viewing time. 

NOTE Examples include text fields to be filled in with text typed by the user from the keyboard, scrollable list boxes 
whose contents are determined interactively at the time the document is displayed and fields containing 
current dates or values calculated by a JavaScript.

In such cases, the PDF document cannot provide a statically defined appearance stream for displaying the 
field. Instead, the conforming reader shall construct an appearance stream dynamically at viewing time. The 
dictionary entries shown in Table 222 provide general information about the field’s appearance that can be 
combined with the specific text it contains to construct an appearance stream. 

Table 222 –  Additional entries common to all fields containing variable text  

Key Type Value

DA string (Required; inheritable) The default appearance string containing a sequence of 
valid page-content graphics or text state operators that define such properties 
as the field’s text size and colour. 

Q integer (Optional; inheritable) A code specifying the form of quadding (justification) that 
shall be used in displaying the text: 
0  Left-justified 
1  Centered 
2  Right-justified 
Default value: 0 (left-justified). 

DS text string (Optional; PDF 1.5) A default style string, as described in 12.7.3.4, “Rich Text 
Strings.”

PDF 32000-1：2008

434©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

12.7.3.2フィールド名

フィールド辞書（表220を参照）におけるTのエントリは、フィールドの部分フィールド名を定義するテキスト文字列を保持しています。完全修飾フィールド名は、明示的に定義されていませんが、一部のフィールドフィールドの名前とその祖先のすべてから構成されなければなりません。親のない分野については、部分的および完全修飾名は同じです。別のフィールドの子であるフィールドでは、完全修飾名が示すように、期間（2EH）で区切られ、親の完全修飾名に子フィールドの名前の一部を追加することによって形成されなければなりません。

parent's_full_name。 child's_partial_name

PersonalDataが順番に部分的な名前の郵便番号を持つ子供を持っている名前の一部であるアドレスの子供を持っている部分のフィールド名を持つフィールドは、この最後のフィールドの完全修飾名はPersonalData例である場合。住所 。郵便番号

期間は、完全修飾名のセパレータとして使用されるため、名前の一部には、ピリオド文字を含んではなりません。このように、すべてのフィールドは、独自の完全修飾名に共通のプレフィックスとして共通の祖先共有から祖先の完全修飾フィールド名を降りました。

彼らはその名前の共通の祖先の子孫であると自分自身の部分的なフィールド名（Tエントリー）を持っていない場合は別のフィールドの辞書が同じ完全修飾フィールド名を有することが可能です。そのようなフィールド辞書は、同一の基本フィールドの異なる表現です。彼らは彼らの外観を指定するプロパティのみが異なる必要があります。具体的には、同じ完全修飾フィールド名とフィールドの辞書には、同じフィールドタイプ（FT）、値（V）、およびデフォルト値（DV）を持たなければなりません。

12.7.3.3変数テキスト

フィールドの内容や性質が予め分かっている場合は、その外観は、（「外観ストリーム」と12.5.6.19、「ウィジェット注釈」、12.5.5を参照してください）PDFファイルで定義された外観ストリームで指定することができます。いくつかのケースでは、しかし、フィールドは、その値が時間を表示するまで知られていないテキストが含まれていてもよいです。

NOTEの例としては、テキストフィールドがキーボードからユーザが入力したテキストで満たされるように含まれ、スクロール可能なリストの内容が一度に対話的に決定された文書が表示されたボックスとJavaScriptによって計算された現在の日付または数値を含むフィールド。

このような場合には、PDF文書には、フィールドを表示するために静的に定義された外観のストリームを提供することはできません。代わりに、適合する読者は時間を表示するに動的な外観ストリームを構築するものとします。表222に示されている辞書のエントリは、それが外観の流れを構築するために含まれている特定のテキストと組み合わせることができ、フィールドの外観に関する一般的な情報を提供しています。

キータイプ値

DStext文字列（オプション; PDF 1.5）デフォルトのスタイルの文字列、12.7.3.4で説明したように、「リッチテキスト文字列。」
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The new appearance stream becomes the normal appearance (N) in the appearance dictionary associated 
with the field’s widget annotation (see Table 168). (If the widget annotation has no appearance dictionary, the 
conforming reader shall create one and store it in the annotation dictionary’s AP entry.)

In PDF 1.5, form fields that have the RichText flag set (see Table 226) specify formatting information as 
described in 12.7.3.4, “Rich Text Strings.” For these fields, the following conventions are not used, and the 
entire annotation appearance shall be regenerated each time the value is changed. 

For non-rich text fields, the appearance stream—which, like all appearance streams, is a form XObject—has 
the contents of its form dictionary initialized as follows: 

• The resource dictionary (Resources) shall be created using resources from the interactive form 
dictionary’s DR entry (see Table 218).

• The lower-left corner of the bounding box (BBox) is set to coordinates (0, 0) in the form coordinate system. 
The box’s top and right coordinates are taken from the dimensions of the annotation rectangle (the Rect
entry in the widget annotation dictionary). 

• All other entries in the appearance stream’s form dictionary are set to their default values (see 8.10, “Form 
XObjects”). 

EXAMPLE The appearance stream includes the following section of marked content, which represents the portion of 
the stream that draws the text:  
 
/Tx BMC % Begin marked content with tag Tx  

q % Save graphics state 
… Any required graphics state changes, such as clipping … 

BT % Begin text object 
… Default appearance string ( DA ) … 
… Text-positioning and text-showing operators to show the variable text … 

ET % End text object 
Q % Restore graphics state 

EMC % End marked content 
 
The BMC (begin marked content) and EMC (end marked content) operators are discussed in 14.6, 
“Marked Content.” q (save graphics state) and Q (restore graphics state) are discussed in 8.4.4, 
“Graphics State Operators.” BT (begin text object) and ET (end text object) are discussed in 9.4, “Text 
Objects.” See Example 1 in 12.7.8, “XFA Forms” for an example.

The default appearance string (DA) contains any graphics state or text state operators needed to establish the 
graphics state parameters, such as text size and colour, for displaying the field’s variable text. Only operators 
that are allowed within text objects shall occur in this string (see Figure 9). At a minimum, the string shall 
include a Tf (text font) operator along with its two operands, font and size. The specified font value shall match 
a resource name in the Font entry of the default resource dictionary (referenced from the DR entry of the 
interactive form dictionary; see Table 218). A zero value for size means that the font shall be auto-sized: its size 
shall be computed as a function of the height of the annotation rectangle. 

The default appearance string shall contain at most one Tm (text matrix) operator. If this operator is present, 
the conforming reader shall replace the horizontal and vertical translation components with positioning values it 
determines to be appropriate, based on the field value, the quadding (Q) attribute, and any layout rules it 
employs. If the default appearance string contains no Tm operator, the viewer shall insert one in the 
appearance stream (with appropriate horizontal and vertical translation components) after the default 
appearance string and before the text-positioning and text-showing operators for the variable text.

RV text string 
or text 
stream

(Optional; PDF 1.5) A rich text string, as described in 12.7.3.4, “Rich Text 
Strings.”

Table 222 –  Additional entries common to all fields containing variable text  (continued)

Key Type Value
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新しい外観ストリームがフィールドのウィジェット注釈に関連した外観辞書の正常な外観（N）となります（表168を参照してください）。 （ウィジェット注釈が何の外観辞書を持っていない場合は、準拠した読者は、1を作成し、注釈辞書のAPエントリに格納するものとします。）

PDF 1.5では、リッチテキストフラグが設定されているフォームフィールドが12.7.3.4で説明したように、フォーマット情報を指定する（表226参照）、「リッチテキスト文字列を」これらのフィールドについては、次の規則が使用されていない、と全体の注釈の外観は値が変更されるたびに再生成されなければなりません。

非リッチテキストフィールドの場合、外観ストリーム-すべての外観ストリームのように、フォームの次のように初期化された形式の辞書の内容をのXObjectは、持っています：

•リソースディクショナリ（参考）は、インタラクティブフォーム辞書のDRエントリからリソースを使用して作成されなければならない（表218を参照してください）。

•バウンディングボックス（にBBox）の左下隅を座標系の形で、座標（0、0）に設定されています。箱の上部と右の座標は（ウィジェット注釈辞書内Rectentry）注釈矩形の寸法から取られます。

•外観ストリームのフォーム辞書内の他のすべてのエントリは（8.10、「フォームXObjects」を参照）デフォルト値に設定されています。

％は、タグ送信のQ％保存グラフィックス状態でマークされたコンテンツを開始...ようなクリッピングなどの任意の必要なグラフィックス状態の変更を、/ TX BMC ...：実施例外観ストリームは、テキストを描画ストリームの部分を表すマーク付きコンテンツの次のセクションを含みますBTは％テキストオブジェクトを開始します...デフォルトの外観の文字列（DA）を... ...テキスト位置とテキストを示す変数のテキストを表示するための演算子を... ET％のエンドテキストオブジェクトのQ％グラフィック状態のEMC％のエンドマーク内容ザ・BMCを復元します（マークされたコンテンツを開始します）そして、EMCは、（エンドマークされたコンテンツ）事業者は、「コンテンツをマーク。」、14.6で説明されています（グラフィック状態の保存）のqとQ（グラフィックス状態を復元）8.4.4で議論されている、「グラフィックス州立演算子。」 BT（テキストオブジェクトを開始）とET（エンドテキストオブジェクト）は、9.4で説明されている「テキストオブジェクトを。」例えば、12.7.8の「XFAフォームの」実施例1を参照されたいです。

デフォルトの外観の文字列（DA）は、フィールドの変数テキストを表示するために、テキストのサイズや色などのグラフィックス状態パラメータを確立するために必要な任意のグラフィックス状態またはテキスト状態オペレータが含まれています。テキストオブジェクト内で許可されている唯一の事業者は、（図9参照）、この文字列で発生するものとします。最低でも、文字列は、その2つのオペランド、フォントおよびサイズと共にTF（テキストフォント）オペレータを含まなければなりません。指定されたフォントの値は、デフォルト・リソース・ディクショナリのフォントエントリにリソース名と一致しなければならない（対話形式辞書のDRエントリから参照;表218参照します）。そのサイズは、注釈矩形の高さの関数として計算されなければならない。フォントは自動サイズでなければならないことをサイズ手段のゼロ値

デフォルトの外観の文字列は、最大で1つのTm（テキストマトリックス）演算子を含まなければなりません。この演算子が存在する場合、適合する読者は、フィールド値、それが採用quadding（Q）属性、および任意のレイアウトルールに基づいて、適切であると決定する位置決め値を水平および垂直並進コンポーネントを交換しなければなりません。デフォルトの外観の文字列は何のTmの演算子が含まれていない場合、視聴者はデフォルトの外観の文字列の後に、変数テキストのテキスト位置決め及びテキストを示す演算子の前に（適切な水平方向と垂直方向の並進コンポーネントと）外観・ストリームに1を挿入するものとします。

RVtext文字列またはテキストストリーム

（オプション; PDF 1.5）「リッチテキスト文字列」、12.7.3.4で説明したようにリッチテキスト文字列、

表222  - 変数テキストを含むすべてのフィールドに共通する追加のエントリ（続き）

キータイプ値
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To update an existing appearance stream to reflect a new field value, the conforming reader shall first copy any 
needed resources from the document’s DR dictionary (see Table 218) into the stream’s Resources dictionary. 
(If the DR and Resources dictionaries contain resources with the same name, the one already in the 
Resources dictionary shall be left intact, not replaced with the corresponding value from the DR dictionary.) 
The conforming reader shall then replace the existing contents of the appearance stream from /Tx BMC to the 
matching EMC with the corresponding new contents as shown in Example 1 in "Check Boxes," 12.7.4, “Field 
Types.” (If the existing appearance stream contains no marked content with tag Tx, the new contents shall be 
appended to the end of the original stream.) 

12.7.3.4 Rich Text Strings

Beginning with PDF 1.5, the text contents of variable text form fields, as well as markup annotations, may 
include formatting (style) information. These rich text strings are fully-formed XML documents that conform to 
the rich text conventions specified for the XML Forms Architecture (XFA) specification, which is itself a subset 
of the XHTML 1.0 specification, augmented with a restricted set of CSS2 style attributes (see the Bibliography
for references to all these standards). 

Table 223 lists the XHTML elements that may appear in rich text strings. The <body> element is the root 
element; its required attributes are listed in Table 224. Other elements (<p> and <span>) contain enclosed text 
that may take style attributes, which are listed in Table 225. These style attributes are CSS inline style property 
declarations of the form name:value, with each declaration separated by a SEMICOLON (3Bh), as illustrated in 
the Example in "Radio Buttons," 12.7.4, “Field Types.” 

In PDF 1.6, PDF supports the rich text elements and attributes specified in the XML Forms Architecture (XFA) 
Specification, 2.2 (see Bibliography). These rich text elements and attributes are a superset of those described 
in Table 223, Table 224 and Table 225. In PDF 1.7, PDF supports the rich text elements and attributes specified 
in the XML Forms Architecture (XFA) Specification, 2.4 (see Bibliography). 

Table 223 –  XHTML elements used in rich text strings  

element Description

<body> The element at the root of the XML document. Table 224 lists the required attributes for 
this element.

<p> Encloses text that shall be interpreted as a paragraph. It may take the style attributes 
listed in Table 225.

<i> Encloses text that shall be displayed in an italic font.

<b> Encloses text that shall be displayed in a bold font.

<span> Groups text solely for the purpose of applying styles (using the attributes in Table 225).

Table 224 –  Attributes of the <body> element  

Attribute Description

xmlns The default namespaces for elements within the rich text string. Shall be 
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"  
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0". 

xfa:contentType  Shall be "text/html".

PDF 32000-1：2008
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新しいフィールドの値を反映するために、既存の外観ストリームを更新するには、最初の文書のDR辞書からすべての必要なリソースをコピーするものと合致読者は、ストリームのリソースディクショナリに（表218を参照してください）。 （DRとリソース辞書は、同じ名前のリソースが含まれている場合、既にリソース内の1つの辞書は、DR辞書から対応する値に置き換えられていない、そのまま残さなければならない。）準拠リーダーは、次に出現の既存のコンテンツを置換しなければなりません対応する新しいコンテンツとのマッチングのEMCへ/ TX BMCからのストリーム「チェックボックスを」12.7.4、実施例1に示すように、「フィールドタイプ」。 （既存の外観ストリームは、タグのTxとの顕著なコンテンツが含まれていない場合、新しい内容が元のストリームの末尾に追加されなければなりません。）

12.7.3.4リッチテキスト文字列

PDF 1.5以降では、可変テキストフォームフィールドだけでなく、マークアップ注釈のテキストコンテンツは、フォーマット（形式）情報を含むことができます。これらの豊富なテキスト文字列は、CSS2スタイル属性の制限付きのセット（参照で増補、自身がXHTML 1.0仕様のサブセットであるXMLフォームアーキテクチャ（XFA）仕様に指定したリッチテキストの規則に準拠するXML文書を完全に形成されています。すべてのこれらの規格にBibliographyfor参照）。

表223のリストリッチテキスト文字列で表示されることがありXHTML要素。 <body>要素がルート要素です。その必要な属性を表に列挙されている224の他の要素（<P>や<span>の）これらのスタイル属性は、フォーム名のCSSインラインスタイルプロパティ宣言されている表225に列挙されているスタイル属性をとることができる囲まれたテキストが含まれています。値は、各宣言セミコロン（3 BH）により分離して、「ラジオボタン、」実施例に示すように12.7.4、「フィールドタイプ」。

PDF 1.6では、PDFはXMLフォームアーキテクチャ（XFA）仕様、2.2（参考文献を参照）で指定されたリッチテキスト要素と属性をサポートしています。これらのリッチテキスト要素や属性は、PDF 1.7では表223、表224及び表225で説明したもののスーパーセットで、PDFがリッチテキスト要素をサポートし、XMLフォームアーキテクチャ（XFA）仕様で指定された属性、2.4（参考文献を参照してください） 。

要素の説明

<ボディ> XML文書のルートの要素。表224のリストこの要素の必須属性。

段落と解釈されなければならない<P>囲みテキスト。これは、表225に列挙されたスタイル属性がかかる場合があります。

<I>イタリックフォントで表示されなければならない囲むテキスト。

<B>太字フォントで表示されなければならない囲むテキスト。

<スパン>のみ（表225内の属性を使用して）スタイルを適用する目的のためにグループのテキスト。

属性説明

リッチテキスト文字列内の要素のためのxmlnsTheデフォルトの名前空間。 XFA = "http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0"：のxmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" のxmlnsされなければなりません。

XFA：contentTypeのは "text / htmlの" ものでなければなりません。
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xfa:APIVersion A string that identifies the software used to generate the rich text string. It shall be of 
the form software_name:software_version, where
software_name identifies the software by name. It shall not contain spaces.
software_version identifies the version of the software. It consists of a series of 
integers separated by decimal points. Each integer is a version number, the leftmost 
value being a major version number, with values to the right increasingly minor. 
When comparing strings, the versions shall be compared in order. 
NOTE “5.2” is less than “5.13” because 2 is less than 13; the string is not 

treated as a decimal number. When comparing strings with different 
numbers of sections, the string with fewer sections is implicitly padded 
on the right with sections containing “0” to make the number of 
sections equivalent.

xfa:spec The version of the XML Forms Architecture (XFA) specification to which the rich text 
string complies. If the file being written conforms to PDF 1.5, then the rich text string 
shall conform to XFA 2.0, and this attribute shall be XFA 2.0; if the file being written 
conforms to PDF 1.6, then the rich text string shall conform to XFA 2.2, and this 
attribute shall be XFA 2.2; and if the file being written conforms to PDF 1.7, then the 
rich text string shall conform to XFA 2.4, and this attribute shall be XFA 2.4.

Table 225 –  CSS2 style attributes used in rich text strings  

Attribute Value Description

text-align keyword Horizontal alignment. Possible values: left, right, and center.

vertical-align decimal An amount by which to adjust the baseline of the enclosed text. A 
positive value indicates a superscript; a negative value indicates a 
subscript. The value is of the form <decimal number>pt, optionally 
preceded by a sign, and followed by “pt”. 
EXAMPLE -3pt, 4pt. 

font-size decimal The font size of the enclosed text. The value is of the form 
<decimal number>pt.

font-style keyword Specifies the font style of the enclosed text. Possible values: normal, 
italic.

font-weight keyword The weight of the font for the enclosed text. Possible values: normal, 
bold, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
normal is equivalent to 400, and bold is equivalent to 700.

font-family list A font name or list of font names that shall be used to display the 
enclosed text. (If a list is provided, the first one containing glyphs for 
the specified text shall be used.)

font list A shorthand CSS font property of the form
font:<font-style> <font-weight> <font-size> <font-family>

color RGB 
value

The colour of the enclosed text. It can be in one of two forms:
#rrggbb with a 2-digit hexadecimal value for each component
rgb(rrr,ggg,bbb) with a decimal value for each component.
Although the values specified by the color property are interpreted as 
sRGB values, they shall be transformed into values in a non-ICC 
based colour space when used to generate the annotation’s 
appearance.

Table 224 –  Attributes of the <body> element  (continued)

Attribute Description
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XFA：識別ソフトウェアは、リッチテキスト文字列を生成するために使用されることをAPIVersion A文字列を。これは、フォームSOFTWARE_NAMEでなければならない：SOFTWARE_VERSION、名前でwheresoftware_name特定するソフトウェア。これは、ソフトウェアのバージョンspaces.software_versionの識別を含んではなりません。これは、小数点で区切られた一連の整数で構成されています。各整数右ますますマイナーの値を有するバージョン番号、メジャーバージョン番号である左端の値です。文字列を比較すると、バージョンが順番に比較されなければなりません。図2は、13未満であるため、注意「5.2」未満「5.13」未満です。文字列は、小数点数として扱われていません。セクションの数が異なる文字列を比較すると、少数のセクションを持つ文字列が暗黙的に同等のセクションの数を作るために「0」を含むセクションと、右側に埋められています。

XFA：XMLのspecTheバージョンは、リッチテキスト文字列の準拠にアーキテクチャ（XFA）仕様フォーム。ファイルはPDF 1.5に準拠して書かれている場合は、リッチテキスト文字列は、XFA 2.0に適合しなければならない、とこの属性は、XFA 2.0でなければなりません。ファイルはPDF 1.6に準拠を書き込まれている場合は、リッチテキスト文字列は、XFA 2.2に適合しなければならない、とこの属性は、XFA 2.2でなければなりません。ファイルはPDF 1.7に準拠を書かれている場合と、その後、リッチテキスト文字列は、XFA 2.4に適合しなければならない、とこの属性は、XFA 2.4でなければなりません。

属性値説明

テキスト整列キーワード水平方向の配置です。可能な値：左、右、中央。

囲まれたテキストのベースラインを調整することにより、垂直整列小数アン量。正の値は、上付き文字を表します。負の値は添字を示します。値は、必要に応じて符号が先行フォーム<進数> PT、であり、そして「PT」が続きます。 【実施例は、4PTを-3pt。

囲まれたテキストのフォントサイズdecimalTheフォントサイズ。値は、フォーム<進数> PTのです。

フォントスタイルのキーワードは、囲まれたテキストのフォントスタイルを指定します。可能な値：通常、イタリック。

フォントの太さは、囲まれたテキストのフォントの重みをキーワード。可能な値：ノーマル、太字、100、200、300、400、500、600、700、800、900.normalは400と等価であり、太字は700と等価です。

フォントファミリLISTAフォント名または囲まれたテキストを表示するために使用されるものとフォント名のリスト。 （リストが提供されている場合、指定されたテキストのグリフを含む最初のものを使用しなければなりません。）

formfontのフォントリストA速記のCSSのfontプロパティ：<フォントスタイル> <フォントの太> <フォントサイズ>、<フォントファミリ>

囲まれたテキストの色RGB valueThe色。 、色プロパティで指定された値がsRGB値として解釈される各component.Althoughの小数点値を持つ各componentrgb 2桁の16進値で#RRGGBB（RRR、GGG、BBB）：これは、2つの形式のいずれかであることができます注釈の外観を生成するために使用されるとき、彼らは非ICCベースの色空間での値に変換されなければなりません。

表224  -  <BODY>の属性要素（続き）

属性説明
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Rich text strings shall be specified by the RV entry of variable text form field dictionaries (see Table 222) and 
the RC entry of markup annotation dictionaries (see Table 170). Rich text strings may be packaged as text 
streams (see 7.9.3, “Text Streams”). Form fields using rich text streams should also have the RichText flag set 
(see Table 228).

A default style string shall be specified by the DS entry for free text annotations (see Table 174) or variable text 
form fields (see Table 222). This string specifies the default values for style attributes, which shall be used for 
any style attributes that are not explicitly specified for the annotation or field. All attributes listed in Table 225
are legal in the default style string. This string, in addition to the RV or RC entry, shall be used to generate the 
appearance.

NOTE 1 Markup annotations other than free text annotations (see 12.5.6.2, “Markup Annotations”) do not use a default 
style string because their appearances are implemented using platform controls requiring the conforming 
reader to pick an appropriate system font for display.

When a form field or annotation contains rich text strings, the flat text (character data) of the string should also 
be preserved (in the V entry for form fields and the Contents entry for annotations). This enables older readers 
to read and edit the data (although with loss of formatting information). The DA entry should be written out as 
well when the file is saved.

When a rich text string specifies font attributes, the conforming reader shall use font name selection as 
described in Section 15.3 of the CSS2 specification (see the Bibliography). Precedence should be given to the 
fonts in the default resources dictionary, as specified by the DR entry in Table 218.

EXAMPLE The following example illustrates the entries in a widget annotation dictionary for rich text. The DS entry 
specifies the default font. The RV entry contains two paragraphs of rich text: the first paragraph specifies 
bold and italic text in the default font; the second paragraph changes the font size. 
 
/DS (font: 18pt Arial) % Default style string using an abbreviated font 

% descriptor to specify 18pt text using an Arial font 
 
/RV (<?xml version="1.0"?><body xmlns="http://www.w3.org/1999/xtml" 

xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"  
xfa:contentType="text/html" xfa:APIVersion="Acrobat:8.0.0" xfa:spec="2.4"> 
<p style="text-align:left"> 

<b> 
<i> 

Here is some bold italic text 
</i> 

</b> 
</p> 
<p style= "font-size:16pt"> 
This text uses default text state parameters but changes the font size to 16. 

</p> 
</body> )

text-decoration keyword One of the following keywords:
underline: The enclosed text shall be underlined.
line-through: The enclosed text shall have a line drawn through it.

font-stretch keyword Specifies a normal, condensed or extended face from a font family. 
Supported values from narrowest to widest are ultra-condensed, 
extra-condensed, condensed, semi-condensed, normal, semi-
expanded, expanded, extra-expanded, and ultra-expanded.

Table 225 –  CSS2 style attributes used in rich text strings  (continued)

Attribute Value Description
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リッチテキスト文字列は、変数テキストフォームフィールド辞書（表222を参照）、マークアップ、注釈辞書のRCエントリのRVエントリで指定されなければならない（表170を参照のこと）。リッチテキスト文字列をテキストストリームとしてパッケージ化することができる（7.9.3を参照してください、「テキストストリーム」）。リッチテキストストリームを使用してフォームフィールドも（表228を参照してください）リッチフラグが設定されている必要があります。

デフォルトのスタイルの文字列はフリーテキスト注釈（表174を参照）、または可変テキストフォームフィールドのためのDSエントリで指定されなければならない（表222を参照してください）。この文字列は、明示的に注釈やフィールドに指定されていない任意のスタイル属性に使用されなければならないスタイル属性のデフォルト値を指定します。すべての属性はデフォルトのスタイルの文字列に法的表225アールに記載されています。この文字列は、RVまたはRCのエントリに加えて、外観を生成するために使用されなければなりません。

注1マークアップは、フリーテキスト注釈以外の注釈（12.5.6.2、「マークアップ注釈」を参照）、その外見は、表示のための適切なシステムフォントを選択するために準拠したリーダーを必要とするプラットフォームのコントロールを使用して実装されているため、デフォルトのスタイルの文字列を使用しないでください。

フォームフィールドや注釈がリッチテキスト文字列が含まれている場合、文字列のフラットなテキスト（文字データ）は、（フォームフィールドのためのVエントリと注釈の内容エントリに）保存されるべき。これは、古い読者は（情報を書式設定の損失を伴うが）データを読み込み、編集することができます。 DAエントリはファイルが保存されるだけでなくときのように記述する必要があります。

リッチテキスト文字列を指定の属性をフォントた場合（参考文献を参照）CSS2仕様のセクション15.3で説明したように、準拠する読者は、フォント名の選択を使用しなければなりません。表218におけるDRエントリで指定された優先順位は、リソース辞書のデフォルトのフォントに与えられるべきです。

例次の例では、リッチテキストのためのエントリウィジェット注釈辞書を示しています。 DSのエントリは、デフォルトのフォントを指定します。 RVのエントリは、リッチテキストの2つの段落含まれています。デフォルトのフォントの最初の段落を指定太字や斜体を。 2番目の段落は、フォントサイズを変更します。 // WWW：/ DS：Arialのフォント/ RV（<？xmlのバージョン= "1.0"> <身体のxmlns = "HTTPを使用して18ptテキストを指定するために省略フォント％ディスクリプタを使用して（フォント18ptのArial）％のデフォルトの形式の文字列。 w3.org/1999/xtml "のxmlns：XFA = "http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" XFA：contentTypeの= "text / htmlの" XFA：APIVersion =" アクロバット：8.0。 0" XFA：スペック= "2.4"> <Pスタイル= "テキスト整列：左"> <B> <私>ここではいくつかの太字斜体</ I> </ B> </ P> <Pスタイル=があります「フォントサイズ：16ポイント」>このテキストは、デフォルトのテキストの状態パラメータを使用しますが、16にフォントサイズを変更する</ P> </ BODY>）

下線：テキストの装飾は、次のキーワードの一つをキーワード囲まれたテキストはunderlined.lineスルーしなければならない：囲まれたテキストは、それを介して引かれた線を持たなければなりません。

フォントストレッチキーワードは、フォントファミリから通常、凝縮または拡張顔を指定します。狭いから最も幅広にサポートされる値は、余分な膨張、拡大、半拡張、通常、半凝縮、凝縮し、余分な凝縮、凝縮超、超展開されます。

表225  -  CSS2スタイルが豊富なテキスト文字列で使用される属性（続き）

属性値説明
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12.7.4 Field Types

12.7.4.1 General

Interactive forms support the following field types:

• Button fields represent interactive controls on the screen that the user can manipulate with the mouse. 
They include pushbuttons, check boxes, and radio buttons. 

• Text fields are boxes or spaces in which the user can enter text from the keyboard. 

• Choice fields contain several text items, at most one of which may be selected as the field value. They 
include scrollable list boxes and combo boxes. 

• Signature fields represent digital signatures and optional data for authenticating the name of the signer and 
the document’s contents.

The following sub-clauses describe each of these field types in detail. Further types may be added in the future. 

12.7.4.2 Button Fields

12.7.4.2.1 General

A button field (field type Btn) represents an interactive control on the screen that the user can manipulate with 
the mouse. There are three types of button fields: 

• A pushbutton is a purely interactive control that responds immediately to user input without retaining a 
permanent value (see 12.7.4.2.2, “Pushbuttons”). 

• A check box toggles between two states, on and off (see 12.7.4.2.3, “Check Boxes”). 

• Radio button fields contain a set of related buttons that can each be on or off. Typically, at most one radio 
button in a set may be on at any given time, and selecting any one of the buttons automatically deselects 
all the others. (There are exceptions to this rule, as noted in "Radio Buttons.") 

For button fields, bits 15, 16, 17, and 26 shall indicate the intended behaviour of the button field. A conforming 
reader shall follow the intended behaviour, as defined in Table 226 and clauses 12.7.4.2.2, "Pushbuttons", 
12.7.4.2.3, "Check Boxes" and 12.7.4.2.4, "Radio Buttons".

Table 226 –  Field flags specific to button fields  

Bit position Name Meaning

15 NoToggleToOff (Radio buttons only) If set, exactly one radio button shall be 
selected at all times; selecting the currently selected button has no 
effect. If clear, clicking the selected button deselects it, leaving no 
button selected. 

16 Radio If set, the field is a set of radio buttons; if clear, the field is a check 
box. This flag may be set only if the Pushbutton flag is clear. 

17 Pushbutton If set, the field is a pushbutton that does not retain a permanent 
value. 

26 RadiosInUnison (PDF 1.5) If set, a group of radio buttons within a radio button field 
that use the same value for the on state will turn on and off in 
unison; that is if one is checked, they are all checked. If clear, the 
buttons are mutually exclusive (the same behavior as HTML radio 
buttons).
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12.7.4フィールドタイプ

12.7.4.1一般的な

インタラクティブフォームは、次のフィールドの種類をサポートしています。

•ボタンのフィールドは、ユーザーがマウスで操作できる画面上でインタラクティブなコントロールを表します。彼らは、プッシュボタン、チェックボックス、ラジオボタンを含みます。

•選択フィールドは、フィールド値として選択することができ、そのほとんど1で、いくつかのテキストの項目が含まれています。彼らは、スクロール可能なリストボックスやコンボボックスが含まれています。

•署名フィールドが署名者と文書の内容の名前を認証するためにデジタル署名とオプションのデータを表します。

12.7.4.2ボタンフィールド

12.7.4.2.1一般

•プッシュボタンは（12.7.4.2.2、「プッシュボタン」を参照）恒久的な値を保持することなく、ユーザー入力にすぐに応答することを純粋にインタラクティブなコントロールです。

•2つの状態間のチェックボックスが切り替わり、オンとオフ（「チェックボックスをオン」、12.7.4.2.3を参照してください）。

•ラジオボタンフィールドは、それぞれオンまたはオフにすることができ、関連するボタンのセットが含まれています。典型的には、セット内の多くとも1つのラジオボタンで任意の時点でオンになり、かつ自動的にボタンのいずれかを選択すると、他のすべての選択を解除することができます。 （で述べたように、このルールには例外がありますが、「ラジオボタン。」）

ボタンのフィールド、ビット15、16、17、及び26は、ボタンフィールドの意図された挙動を示さなければなりません。表226及び節12.7.4.2.2で定義されるように適合読者は、「押ボタン」、12.7.4.2.3は、「チェックボックスをオン」と12.7.4.2.4、「ラジオボタン」、意図した動作に従わなければなりません。

ビット位置名意味

15 NoToggleToOff（ラジオボタンのみ）設定されている場合、正確に一つのラジオボタンが常に選択されなければなりません。現在選択されているボタンを選択しても効果はありません。明確な場合は、選択されたボタンをクリックすると、選択されていないボタンを残さない、それを解除します。

16無線もしセットは、フィールドは、ラジオボタンのセットです。明確な場合は、フィールドがチェックボックスです。このフラグは、プッシュボタンフラグがクリアされている場合にのみ設定することができます。

17プッシュボタンもしセットは、フィールドは、永久的な値を保持していないプッシュボタンです。

26 RadiosInUnison（PDF 1.5）設定された場合、状態に一斉にオンとオフになり同じ値を使用するラジオボタンフィールド内のラジオボタンのグループ;それは、1がチェックされている場合、それらはすべてチェックされています。明確な場合は、ボタンは（HTMLのラジオボタンと同じ動作）相互に排他的です。
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12.7.4.2.2 Pushbuttons

A pushbutton field shall have a field type of Btn and the Pushbutton flag (see Table 226) set to one. Because 
this type of button retains no permanent value, it shall not use the V and DV entries in the field dictionary (see 
Table 220). 

12.7.4.2.3 Check Boxes

A check box field represents one or more check boxes that toggle between two states, on and off, when 
manipulated by the user with the mouse or keyboard. Its field type shall be Btn and its Pushbutton and Radio 
flags (see Table 226) shall both be clear. Each state can have a separate appearance, which shall be defined 
by an appearance stream in the appearance dictionary of the field’s widget annotation (see 12.5.5, 
“Appearance Streams”). The appearance for the off state is optional but, if present, shall be stored in the 
appearance dictionary under the name Off. Yes should be used as the name for the on state.

The V entry in the field dictionary (see Table 220) holds a name object representing the check box’s 
appearance state, which shall be used to select the appropriate appearance from the appearance dictionary. 

EXAMPLE 1 This example shows a typical check box definition.  
 
1 0 obj 

<< /FT /Btn 
 /T ( Urgent ) 
 /V /Yes 
 /AS /Yes 
 /AP << /N << /Yes 2 0 R /Off  3 0 R>> 
>> 

endobj 
 
2 0 obj 

<< /Resources 20 0 R 
 /Length 104 
>> 

 
stream 

q 
0 0 1 rg 
BT 

/ZaDb 12 Tf 
0 0 Td 
( 8 ) Tj 

ET 
Q 

endstream 
endobj 
 
3 0 obj 

<< /Resources 20 0 R 
 /Length 104 
>> 

 
stream 

q 
0 0 1 rg 
BT 

/ZaDb 12 Tf 
0 0 Td 
( 8 ) Tj 

ET 
Q 

endstream 
endobj
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12.7.4.2.2プッシュボタン

プッシュボタンフィールドは、BTNのフィールドタイプ及びプッシュボタンフラグ（表226を参照）を一度にセットしなければなりません。このタイプのボタンは、永久的な値を保持していないので、それはフィールドの辞書にVとDVのエントリを使用してはならない（表220を参照してください）。

12.7.4.2.3チェックボックス

チェックボックスフィールドは、マウスやキーボードでユーザが操作するとき、オフに、2つの状態の間を切り替える1つ以上のチェックボックスを表します。そのフィールド・タイプは、両方の明確でなければならない（表226参照）BTNとプッシュボタンとラジオフラグでなければなりません。各状態は、フィールドのウィジェットの注釈の外観辞書に出現ストリームによって定義されなければならない別の外観を、（12.5.5、「外観ストリーム」を参照）を持つことができます。オフ状態の外観は任意であるが、存在する場合、名前オフの下で、外観・ディクショナリに格納されなければなりません。はいの状態の名前として使用されるべきです。

フィールド辞書（表220参照）におけるVエントリは外観辞書から適切な外観を選択するために使用されるチェックボックスの外観状態を表す名前のオブジェクトを保持します。

例1この例では、一般的なチェックボックスの定義を示しています。 1 0 OBJ << / FT / BTN / T（緊急）/ V /はい/ AS /はい/ AP << / N << /はい2 0 R /オフ3 0 R >> endobj 2 0 OBJ << /リソース20 0 R /長さ104 >>ストリームQ 0 0 1 RG BT / ZaDb 12のTf 0 Tdを（8）TjのET Q endstream endobj 3 0 OBJ << /リソース20 0 R /長さ104 >>ストリームQ 0 0 1 RG BT / ZaDb 12のTf 0 Tdを（8）TjのET Q endstream endobj
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Beginning with PDF 1.4, the field dictionary for check boxes and radio buttons may contain an optional Opt
entry (see Table 227). If present, the Opt entry shall be an array of text strings representing the export value of 
each annotation in the field. It may be used for the following purposes:

• To represent the export values of check box and radio button fields in non-Latin writing systems. Because 
name objects in the appearance dictionary are limited to PDFDocEncoding, they cannot represent non-
Latin text. 

• To allow radio buttons or check boxes to be checked independently, even if they have the same export 
value.

EXAMPLE 2 A group of check boxes may be duplicated on more than one page such that the desired behavior is that 
when a user checks a box, the corresponding boxes on each of the other pages are also checked. In this 
case, each of the corresponding check boxes is a widget in the Kids array of a check box field. 

NOTE For radio buttons, the same behavior shall occur only if the RadiosInUnison flag is set. If it is not set, at most 
one radio button in a field shall be set at a time. 

12.7.4.2.4 Radio Buttons

A radio button field is a set of related buttons. Like check boxes, individual radio buttons have two states, on 
and off. A single radio button may not be turned off directly but only as a result of another button being turned 
on. Typically, a set of radio buttons (annotations that are children of a single radio button field) have at most one 
button in the on state at any given time; selecting any of the buttons automatically deselects all the others. 

NOTE An exception occurs when multiple radio buttons in a field have the same on state and the RadiosInUnison flag 
is set. In that case, turning on one of the buttons turns on all of them.

The field type is Btn, the Pushbutton flag (see Table 226) is clear, and the Radio flag is set. This type of button 
field has an additional flag, NoToggleToOff, which specifies, if set, that exactly one of the radio buttons shall be 
selected at all times. In this case, clicking the currently selected button has no effect; if the NoToggleToOff flag 
is clear, clicking the selected button deselects it, leaving no button selected. 

The Kids entry in the radio button field’s field dictionary (see Table 220) holds an array of widget annotations 
representing the individual buttons in the set. The parent field’s V entry holds a name object corresponding to 
the appearance state of whichever child field is currently in the on state; the default value for this entry is Off. 

EXAMPLE This example shows the object definitions for a set of radio buttons.  
 
10 0 obj % Radio button field 

<< /FT /Btn 
 /Ff … % … Radio flag = 1, Pushbutton = 0 … 
 /T ( Credit card ) 
 /V /cardbrand1 
 /Kids [ 11 0 R 

  12 0 R 
] 

Table 227 –  Additional entry specific to check box and radio button fields  

Key Type Value

Opt array of text 
strings

(Optional; inheritable; PDF 1.4) An array containing one entry for each widget 
annotation in the Kids array of the radio button or check box field. Each entry 
shall be a text string representing the on state of the corresponding widget 
annotation.
When this entry is present, the names used to represent the on state in the AP
dictionary of each annotation (for example, /1, /2) numerical position (starting with 
0) of the annotation in the Kids array, encoded as a name object. This allows 
distinguishing between the annotations even if two or more of them have the 
same value in the Opt array.
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PDF 1.4以降では、チェックボックスやラジオボタンのフィールド辞書は（表227を参照）、オプションのOptentryが含まれていてもよいです。存在する場合、オプトエントリは、フィールド内の各注釈のエクスポート値を表すテキスト文字列の配列でなければなりません。これは、次の目的で使用することができます。

•非ラテン書記体系のチェックボックスやラジオボタンフィールドの輸出値を表すために。外観辞書の名オブジェクトはPDFDocEncodingに制限されているため、彼らは非ラテン文字を表現することはできません。

•彼らは同じ輸出値を持っている場合でも、ラジオボタンやチェックボックスは独立して確認することができるようにするには。

チェックボックスの実施例2 A基は、所望の動作をするとき、ユーザがチェックボックス、他のページのそれぞれに対応するボックスもチェックされることとなるように複数のページに複製されてもよいです。この場合には、対応するチェックボックスのそれぞれは、チェックボックスフィールドの子供アレイ内のウィジェットです。

ラジオボタンNOTEFor、同じ動作がRadiosInUnisonフラグが設定されている場合にのみ発生するものとします。それが設定されていない場合、フィールドに最大で1つのラジオボタンは、一度設定しなければなりません。

12.7.4.2.4ラジオボタン

ラジオボタンフィールドには、関連するボタンのセットです。チェックボックスと同じように、個々のラジオボタンをオンとオフ、二つの状態を持っています。単一のラジオボタンを直接オフにされなくてもよいだけで、他のボタンの結果として点灯されます。典型的には、ラジオボタン（単一のラジオボタンフィールドの子である注釈）のセットは、任意の時点でオン状態で最大1つのボタンに有します。ボタンのいずれかを選択すると、自動的に他のすべての選択を解除します。

フィールドに複数のラジオボタンがオン状態と同じを有し、RadiosInUnisonフラグが設定されているときノートAN例外が発生します。その場合には、それらのすべてのボタンのターンの1をオンにします。

フィールドタイプがBTNで、プッシュボタンフラグ（表226を参照）は明らかであるし、無線フラグが設定されています。ボタンフィールドのこのタイプは、ラジオボタンのちょうど1が常に選択されなければならない設定されている場合、あることを指定し、追加のフラグ、NoToggleToOffを、持っています。この場合、現在選択されているボタンをクリックしても効果はありません。 NoToggleToOffフラグがクリアされている場合は、選択されたボタンをクリックすると、選択されていないボタンを残さない、それを解除します。

例この例では、ラジオボタンのセットのオブジェクトの定義を示します。 10 0 OBJ％ラジオボタンフィールド<< / FT / BTN / FF ...％...ラジオフラグ= 1、プッシュボタン= 0 ... / T（クレジットカード）/ V / cardbrand1 /子供[11 0 R 12 0 R]

キータイプ値

ラジオボタンやチェックボックスフィールドのキッズ・アレイ内の各ウィジェットの注釈のための1つのエントリを含む配列のテキスト文字列（;;継承PDF 1.4オプション）のOptarray。各エントリは、このエントリが存在する対応するウィジェットannotation.Whenの状態で、名前が各アノテーションのAPdictionary（例えば、/ 1/2）の数値位置（状態で表すために使用される表すテキスト文字列でなければなりません名前オブジェクトとして符号化され、子供のアレイにアノテーションの0）から始まります。これは、それらの2つ以上がオプト配列内の同じ値を持っている場合でも、注釈を区別することができます。



PDF 32000-1:2008

442 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

>> 
endobj 
 
11 0 obj % First radio button 

<< /Parent 10 0 R 
 /AS /cardbrand1 
 /AP << /N << /cardbrand1 8 0 R 

 /Off 9 0 R 
>> 

  >> 
>> 

endobj 
 
12 0 obj % Second radio button 

<< /Parent 10 0 R 
 /AS /Off 
 /AP << /N << /cardbrand2 8 0 R 

 /Off 9 0 R 
>> 

  >> 
>> 

endobj 
 
8 0 obj % Appearance stream for “on” state 

<< /Resources 20 0 R 
 /Length 104 
>> 

 
stream 

q 
0 0 1 rg 
BT 

/ZaDb 12 Tf 
0 0 Td 
( 8 ) Tj 

ET 
Q 

endstream 
endobj 
 
9 0 obj % Appearance stream for “off” state 

<< /Resources 20 0 R 
 /Length 104 
>> 

stream 
q 

0 0 1 rg 
BT 

/ZaDb 12 Tf 
0 0 Td 
( 4 ) Tj 

ET 
Q 

endstream 
endobj

Like a check box field, a radio button field may use the optional Opt entry in the field dictionary (PDF 1.4) to 
define export values for its constituent radio buttons, using Unicode (UTF-16BE) encoding for non-Latin 
characters (see Table 227). 

12.7.4.3 Text Fields

A text field (field type Tx) is a box or space for text fill-in data typically entered from a keyboard. The text may 
be restricted to a single line or may be permitted to span multiple lines, depending on the setting of the Multiline 
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>> endobj 11 0 OBJ％最初のラジオボタン<< /親10 0 R / AS / cardbrand1 / AP << / N << / cardbrand1 8 0 R / 9 0 R >> >> endobj 12 0 OBJ％オフ「オン」状態のため第二ラジオボタン<< /親10 0 R / AS /オフ/ AP << / N << / cardbrand2 8 0 R /オフ9 0 R >> >> endobj 8 0％OBJ外観ストリーム<< /リソース20 0 R /長さ104 >>ストリームQ 0 0 1 RG BT / ZaDb 12のTf 0 Tdを（8）TjのET Q状態<< /リソース20「オフ」のendstream endobj 9 0％OBJ外観ストリーム0 R /長さ104 >>ストリームqが0 0 1 RG BT / ZaDb 12のTf 0 Tdを（4）TjのET Q endstream endobj

チェックボックスフィールドと同じように、ラジオボタンフィールドは、非ラテン文字をコードはUnicode（UTF-16BE）を使用して、その構成要素のラジオボタンの輸出の値を定義するには、フィールド辞書（PDF 1.4）で、オプションのオプトエントリを使用することができます（表を参照してください227）。

12.7.4.3テキストフィールド

テキストフィールド（フィールドタイプのTx）は、テキストフィルインデータ、典型的にはキーボードから入力するためのボックスまたはスペースです。テキストは、単一の行に制限してもよいし、複数行の設定に応じて、複数の行にまたがることが許可されてもよいです
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flag in the field dictionary’s Ff entry. Table 228 shows the flags pertaining to this type of field. A text field shall 
have a field type of Tx. A conforming PDF file, and a conforming processor shall obey the usage guidelines in 
Table 228.

The field’s text shall be held in a text string (or, beginning with PDF 1.5, a stream) in the V (value) entry of the 
field dictionary. The contents of this text string or stream shall be used to construct an appearance stream for 
displaying the field, as described under 12.7.3.3, “Variable Text.” The text shall be presented in a single style 
(font, size, colour, and so forth), as specified by the DA (default appearance) string. 

If the FileSelect flag (PDF 1.4) is set, the field shall function as a file-select control. In this case, the field’s text 
represents the pathname of a file whose contents shall be submitted as the field’s value: 

• For fields submitted in HTML Form format, the submission shall use the MIME content type multipart / form-
data, as described in Internet RFC 2045, Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME), Part One: Format 
of Internet Message Bodies (see the Bibliography). 

• For Forms Data Format (FDF) submission, the value of the V entry in the FDF field dictionary (see FDF 
Fields in 12.7.7.3, “FDF Catalog”) shall be a file specification (7.11, “File Specifications”) identifying the 
selected file. 

• XML format is not supported for file-select controls; therefore, no value shall be submitted in this case. 

Besides the usual entries common to all fields (see Table 220) and to fields containing variable text (see 
Table 222), the field dictionary for a text field may contain the additional entry shown in Table 229.

Table 228 –  Field flags specific to text fields  

Bit position Name Meaning

13 Multiline If set, the field may contain multiple lines of text; if clear, the field’s 
text shall be restricted to a single line. 

14 Password If set, the field is intended for entering a secure password that 
should not be echoed visibly to the screen. Characters typed from 
the keyboard shall instead be echoed in some unreadable form, 
such as asterisks or bullet characters. 
NOTE To protect password confidentiality, readers should 

never store the value of the text field in the PDF file if 
this flag is set. 

21 FileSelect (PDF 1.4) If set, the text entered in the field represents the 
pathname of a file whose contents shall be submitted as the value 
of the field. 

23 DoNotSpellCheck (PDF 1.4) If set, text entered in the field shall not be spell-checked. 

24 DoNotScroll (PDF 1.4) If set, the field shall not scroll (horizontally for single-line 
fields, vertically for multiple-line fields) to accommodate more text 
than fits within its annotation rectangle. Once the field is full, no 
further text shall be accepted for interactive form filling; for non-
interactive form filling, the filler should take care not to add more 
character than will visibly fit in the defined area. 

25 Comb (PDF 1.5) May be set only if the MaxLen entry is present in the text 
field dictionary (see Table 229) and if the Multiline, Password, and 
FileSelect flags are clear. If set, the field shall be automatically 
divided into as many equally spaced positions, or combs, as the 
value of MaxLen, and the text is laid out into those combs.

26 RichText (PDF 1.5) If set, the value of this field shall be a rich text string (see 
12.7.3.4, “Rich Text Strings”). If the field has a value, the RV entry 
of the field dictionary (Table 222) shall specify the rich text string.
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フィールド辞書のFfのエントリ内のフラグ。表228に示しフィールドのこのタイプに関連するフラグ。テキストフィールドは、送信のフィールドタイプを持たなければなりません。準拠したPDFファイル、および準拠プロセッサは、表228に使用ガイドラインに従うものとします。

フィールドのテキストは、テキスト文字列（または、PDF 1.5で始まる、ストリーム）Vで（値）フィールド辞書のエントリに保持されなければなりません。 12.7.3.3の下で説明するように、このテキスト文字列またはストリームの内容は、フィールドを表示するための外観ストリームを構築するために使用されなければならない「変数のテキスト。」 DA（デフォルトの外観）文字列で指定されたテキストは、単一のスタイル（フォント、サイズ、色など）で提示されなければなりません。

FileSelectフラグ（PDF 1.4）が設定されている場合、フィールドは、ファイル選択コントロールとして機能するものとします。この場合、フィールドのテキストは、内容フィールドの値として提出しなければならないファイルのパス名を表します。

•HTMLフォーム形式で提出さフィールドは、提出は、MIMEコンテンツタイプのマルチパート/フォームデータを使用しなければならないため、インターネットRFC 2045、多目的インターネットメール拡張（MIME）、第一部で説明したように：インターネットメッセージ本体のフォーマット（参考文献を参照してください）。

•フォームデータ形式（FDF）の提出については、FDFフィールド辞書のVエントリの値識別ファイル指定しなければならない（7.11、「ファイル仕様」）（「FDFカタログ」は、12.7.7.3にFDFフィールドを参照してください）ファイルを選択しました。

•XML形式は、ファイル選択コントロールはサポートされていません。そのため、何の値が、この場合に提出してはなりません。

全てのフィールド（表220を参照）と可変テキストを含むフィールドに共通の通常のエントリに加えて（表222を参照）、テキストフィールドのフィールド辞書は、表229に示す追加のエントリを含んでいてもよいです。

ビット位置名意味

13 MultilineIfセット、フィールドは複数行のテキストを含んでいてもよいです。明確な場合は、フィールドのテキストが一行に制限されなければなりません。

14パスワードを設定した場合、フィールドは画面に目に見えてエコーしてはならない安全なパスワードを入力するためのものです。キーボードから入力された文字ではなく、そのようなアスタリスクや箇条書き文字として、いくつか読めない形で反響されなければなりません。このフラグが設定されている場合、プロテクトパスワードの機密性への注意事項は、読者は、PDFファイル内のテキストフィールドの値を格納することはありません。

21 FileSelect（PDF 1.4）セットした場合、フィールドに入力したテキストは、内容フィールドの値として提出しなければならないファイルのパス名を表します。

23 DoNotSpellCheck（PDF 1.4）設定した場合は、フィールドに入力されたテキストは、スペルチェックをしてはなりません。

24 DoNotScroll（PDF 1.4）設定されている場合は、フィールドには、その注釈矩形に収まるよりも多くのテキストに対応するために（水平にシングルラインフィールドに対して、垂直方向に複数行フィールドの）スクロールしてはなりません。フィールドがいっぱいになると、それ以上のテキストは、インタラクティブフォーム入力のために受け入れてはなりません。非インタラクティブフォームの充填のために、充填材は、目に見えて定義された領域に収まるよりも多くの文字を追加しないように注意する必要があります。

25コーム（PDF 1.5）がのMaxLenエントリはテキストフィールドの辞書に存在する場合にのみ設定することができます（表229を参照）、マルチライン、パスワード、およびFileSelectフラグがクリアされている場合。設定した場合、フィールドは自動的にのMaxLenの値として、多くの等間隔の位置、又は櫛のように分割されなければならない、そしてテキストは、これらの櫛にレイアウトされます。

26リッチテキスト（PDF 1.5）設定されている場合、このフィールドの値は（12.7.3.4、「リッチテキスト文字列」を参照してください）リッチテキスト文字列でなければなりません。フィールドに値を持っている場合、フィールド辞書（表222）のRVエントリは、リッチテキスト文字列を指定しなければなりません。
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EXAMPLE The following example shows the object definitions for a typical text field.  
 
6 0 obj 

<< /FT /Tx 
 /Ff … % Set Multiline flag 
 /T ( Silly prose ) 
 /DA ( 0 0 1 rg /Ti 12 Tf ) 
 /V ( The quick brown fox ate the lazy mouse ) 
 /AP << /N 5 0 R >> 
>> 

endobj 
 
5 0 obj 

<< /Resources 21 0 R 
 /Length 172 
>> 

 
stream 

/Tx BMC 
q 

BT 
0 0 1 rg 
/Ti 12 Tf 
1 0 0 1 100 100 Tm 
0 0 Td 
( The quick brown fox ) Tj 
0 -13 Td 
( ate the lazy mouse. ) Tj 

ET 
Q  

EMC 
endstream 
endobj

12.7.4.4 Choice Fields

A choice field shall have a field type of Ch that contains several text items, one or more of which shall be 
selected as the field value. The items may be presented to the user in one of the following two forms: 

• A scrollable list box 

• A combo box consisting of a drop-down list. The combo box may be accompanied by an editable text box 
in which the user can type a value other than the predefined choices, as directed by the value of the Edit bit 
in the Ff entry.

Table 229 –  Additional entry specific to a text field  

Key Type Value

MaxLen integer (Optional; inheritable) The maximum length of the field’s text, in characters. 

Table 230 –  Field flags specific to choice fields  

Bit position Name Meaning

18 Combo If set, the field is a combo box; if clear, the field is a list box. 

19 Edit If set, the combo box shall include an editable text box as well 
as a drop-down list; if clear, it shall include only a drop-down 
list. This flag shall be used only if the Combo flag is set. 
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次の例が示す典型的なテキストフィールドのオブジェクト定義。 6 0 OBJ << / FT / TX / FF ...％設定マルチラインフラグ/ T（愚かな散文）/ DA（0 0 1 RG / Tiの12 TF）/ V（速い茶色のキツネが怠惰なマウスをATE）/ AP << / N 5 0 R >> << /リソース21 0 R /長さ172 >>ストリーム/ TX BMC Q BT 0 0 1 RG / Tiの12 Tfを1 0 0 1 100 100のTm 0 Tdの（5 0 OBJをendobj迅速な茶色のキツネ）Tjを0 -13 Tdの（怠惰なマウスを食べました。）TjのET Q EMC endstream endobj

12.7.4.4選択フィールド

選択フィールドには、いくつかのテキスト項目、一つまたはその以上のフィールド値として選択されるものが含まれているのCHフィールドタイプを持たなければなりません。項目は、次の2つのいずれかの形式でユーザに提示することができます。

•コンボボックスは、ドロップダウンリストからなります。コンボボックスのFFエントリ内の編集ビットの値によって指示されるように、ユーザは、事前定義された選択肢以外の値を入力することが可能な編集可能なテキストボックスを伴ってもよいです。

キータイプ値

MaxLeninteger（オプション;継承）フィールドのテキストの最大の長さ、文字インチ

ビット位置名意味

18コンボの場合は、フィールドには、コンボボックスで、設定します。明確な場合は、フィールドがリストボックスです。

19編集する場合はセット、コンボボックスが編集可能なテキストボックスやドロップダウンリストを含まなければなりません。明確な場合には、それだけで、ドロップダウンリストを含まなければなりません。このフラグは、コンボフラグが設定されている場合にのみ使用されなければなりません。
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The various types of choice fields are distinguished by flags in the Ff entry, as shown in Table 230. Table 231
shows the field dictionary entries specific to choice fields. 

The Opt array specifies the list of options in the choice field, each of which shall be represented by a text string 
that shall be displayed on the screen. Each element of the Opt array contains either this text string by itself or a 
two-element array, whose second element is the text string and whose first element is a text string representing 
the export value that shall be used when exporting interactive form field data from the document.

The field dictionary’s V (value) entry (see Table 220) identifies the item or items currently selected in the choice 
field. If the field does not allow multiple selection—that is, if the MultiSelect flag (PDF 1.4) is not set—or if 

20 Sort If set, the field’s option items shall be sorted alphabetically. This 
flag is intended for use by writers, not by readers. Conforming 
readers shall display the options in the order in which they 
occur in the Opt array (see Table 231). 

22 MultiSelect (PDF 1.4) If set, more than one of the field’s option items may 
be selected simultaneously; if clear, at most one item shall be 
selected. 

23 DoNotSpellCheck (PDF 1.4) If set, text entered in the field shall not be spell-
checked. This flag shall not be used unless the Combo and Edit 
flags are both set. 

27 CommitOnSelChange (PDF 1.5) If set, the new value shall be committed as soon as a 
selection is made (commonly with the pointing device). In this 
case, supplying a value for a field involves three actions: 
selecting the field for fill-in, selecting a choice for the fill-in 
value, and leaving that field, which finalizes or “commits” the 
data choice and triggers any actions associated with the entry 
or changing of this data. If this flag is on, then processing does 
not wait for leaving the field action to occur, but immediately 
proceeds to the third step.
This option enables applications to perform an action once a 
selection is made, without requiring the user to exit the field. If 
clear, the new value is not committed until the user exits the 
field.

Table 231 –  Additional entries specific to a choice field  

Key Type Value

Opt array (Optional) An array of options that shall be presented to the user. Each element 
of the array is either a text string representing one of the available options or an 
array consisting of two text strings: the option’s export value and the text that 
shall be displayed as the name of the option. 
If this entry is not present, no choices should be presented to the user.

TI integer (Optional) For scrollable list boxes, the top index (the index in the Opt array of the 
first option visible in the list). Default value: 0.

I array (Sometimes required, otherwise optional; PDF 1.4) For choice fields that allow 
multiple selection (MultiSelect flag set), an array of integers, sorted in ascending 
order, representing the zero-based indices in the Opt array of the currently 
selected option items. This entry shall be used when two or more elements in the 
Opt array have different names but the same export value or when the value of 
the choice field is an array. This entry should not be used for choice fields that do 
not allow multiple selection. If the items identified by this entry differ from those in 
the V entry of the field dictionary (see discussion following this Table), the V entry 
shall be used. 

Table 230 –  Field flags specific to choice fields  (continued)

Bit position Name Meaning
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表230表に示すように、選択項目の各種、Ffのエントリにフラグによって区別される選択フィールドにフィールド辞書エントリの特定を231shows。

オプト配列は、画面上に表示されなければならないテキスト文字列で表現されなければならないそれぞれの選択フィールドのオプションのリストを指定します。オプト配列の各要素は、それ自体で、このテキスト文字列またはその第二の要素と最初の要素からインタラクティブフォームフィールドデータをエクスポートする際に使用しなければならない輸出値を表す文字列である文字列である2要素アレイ、のいずれかを含みますドキュメント。

フィールド辞書のV（値）エントリ（表220を参照）は、現在選択フィールドで選択した項目を識別する。フィールドには、複数選択、複数選択フラグ（PDF 1.4）が設定-た場合、またはされていない場合は、あるを許可しない場合

20ソートセットした場合、フィールドのオプション項目がアルファベット順にソートされなければなりません。このフラグは、作家によってではなく、読者が使用するためのものです。読者はそれらがオプトアレイで発生した順序でオプションを表示するものと合致した（表231を参照のこと）。

22複数選択（PDF 1.4）セットした場合、フィールドのオプション項目の2つ以上が同時に選択することができます。明確な場合には、最大で1つの項目が選択されなければなりません。

23 DoNotSpellCheck（PDF 1.4）設定した場合は、フィールドに入力されたテキストは、スペルチェックをしてはなりません。コンボと編集フラグの両方が設定されている場合を除き、このフラグを使用してはなりません。

27 CommitOnSelChange（PDF 1.5）セットした場合、新しい値が選択は（一般的にポインティングデバイスで）行われるとすぐにコミットされなければなりません。この場合、フィールドの値を供給することの3つのアクションが含まれます、フィル・インのためのフィールドを選択するフィルイン値のための選択肢を選択し、確定または「コミット」のデータの選択をし、任意のアクションをトリガするフィールドを残しこのデータの入力や変更に関連付けられています。このフラグがオンされた場合、処理は、発生する磁界作用を残しを待たないが、直ちに第step.Thisオプションに進み、選択がなされると、アプリケーションがフィールドを終了することをユーザに要求することなく、アクションを実行することができます。明確な場合は、ユーザーがフィールドを終了するまで、新しい値はコミットされません。

キータイプ値

Optarray（オプション）ユーザに提示されなければならないオプションの配列。オプションの輸出額とオプションの名前として表示されなければならないテキスト：配列の各要素は、いずれかの利用可能なオプションの1または2つのテキスト文字列からなる配列を表すテキスト文字列です。このエントリが存在しない場合、選択肢がユーザに提示されるべきではありません。

スクロール可能なリストボックスのTIinteger（オプション）、トップインデックス（リストに表示最初のオプションのオプト配列のインデックス）。デフォルト値：0。

Iarray（時々そうでない場合は任意、必須、PDF 1.4）複数の選択（複数選択フラグを設定）できるように選択フィールドの場合、整数のアレイは、現在選択されたオプション項目のオプトアレイにおけるゼロベースのインデックスを表し、昇順にソート。オプト、アレイ内の2つの以上の要素が異なる名前が、同じ輸出額または選択フィールドの値が配列であるを持っている場合は、このエントリを使用しなければなりません。このエントリは、複数の選択を許可しない選択フィールドに使用すべきではありません。このエントリによって識別されたアイテムはフィールド辞書のVエントリと異なる場合、Vエントリが使用されなければならない（この表の以下の説明を参照されたいです）。

表230  - 選択フィールドにフィールドフラグの特定（続き）

ビット位置名意味
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multiple selection is supported but only one item is currently selected, V is a text string representing the name 
of the selected item, as given in the field dictionary’s Opt array. If multiple items are selected, V is an array of 
such strings. (For items represented in the Opt array by a two-element array, the name string is the second of 
the two array elements.) The default value of V is null, indicating that no item is currently selected. 

EXAMPLE The following example shows a typical choice field definition.  
 
<< /FT /Ch 
 /Ff … 
 /T ( Body Color ) 
 /V ( Blue ) 
 /Opt [ ( Red ) 

  ( My favorite color ) 
  ( Blue ) 

] 
>>

12.7.4.5 Signature Fields

A signature field (PDF 1.3) is a form field that contains a digital signature (see 12.8, “Digital Signatures”). The 
field dictionary representing a signature field may contain the additional entries listed in Table 232, as well as 
the standard entries described in Table 220. The field type (FT) shall be Sig, and the field value (V), if present, 
shall be a signature dictionary containing the signature and specifying various attributes of the signature field 
(see Table 252).

NOTE 1 This signature form field serves two primary purposes. The first is to define the form field that will provide the 
visual signing properties for display but it also may hold information needed later when the actual signing takes 
place, such as the signature technology to use. This carries information from the author of the document to the 
software that later does the signing.

NOTE 2 Filling in (signing) the signature field entails updating at least the V entry and usually also the AP entry of the 
associated widget annotation. Exporting a signature field typically exports the T, V, and AP entries. 

Like any other field, a signature field may be described by a widget annotation dictionary containing entries 
pertaining to an annotation as well as a field (see 12.5.6.19, “Widget Annotations”). The annotation rectangle 
(Rect) in such a dictionary shall give the position of the field on its page. Signature fields that are not intended 
to be visible shall have an annotation rectangle that has zero height and width. Conforming readers shall treat 
such signatures as not visible. Conforming readers shall also treat signatures as not visible if either the Hidden
bit or the NoView bit of the F entry is true. The F entry is described in Table 164, and annotation flags are 
described in Table 165.

The appearance dictionary (AP) of a signature field’s widget annotation defines the field’s visual appearance on 
the page (see 12.5.5, “Appearance Streams”).

The signature field lock dictionary (described in Table 233) contains field names from the signature seed value 
dictionary (described in Table 234) that cannot be changed through the user interface of a conforming reader.

Table 232 –  Additional entries specific to a signature field  

Key Type Value

Lock dictionary (Optional; shall be an indirect reference; PDF 1.5) A signature field lock 
dictionary that specifies a set of form fields that shall be locked when this 
signature field is signed. Table 233 lists the entries in this dictionary. 

SV dictionary (Optional; shall be an indirect reference; PDF 1.5) A seed value dictionary (see 
Table 234) containing information that constrains the properties of a signature 
that is applied to this field. 
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複数選択がサポートされているが、一つだけのアイテムが現在選択され、Vは、フィールド辞書のオプトアレイに与えられるように、選択された項目の名前を表すテキスト文字列です。複数の項目が選択されている場合、Vは、文字列の配列です。 （2素子アレイによるオプト配列に表されるアイテムは、名前の文字列は、2つの配列の要素の第二である。）Vのデフォルト値はヌルである、項目が現在選択されていないことを示します。

例次の例が示す典型的な選択フィールドの定義。 << / FT / CH / FF ... / T（ボディカラー）/ V（ブルー）/オプト[（レッド）（私の好きな色）（青）] >>

12.7.4.5署名フィールド

署名フィールド（PDF 1.3）（12.8、「デジタル署名」を参照）のデジタル署名が含まれているフォームフィールドです。署名フィールドを表すフィールド辞書は、表232に列挙された追加のエントリを含んでいてもよい、ならびに標準エントリは、フィールドタイプ（FT）のシグこと、およびフィールド値（V）は、存在する場合、はならなければならない表220に記載さ署名辞書署名を含む署名フィールドの様々な属性を指定すること（表252を参照のこと）。

注1このシグネチャフォームフィールドは、2つの主要目的を果たします。最初は、表示のための視覚署名特性を提供するフォーム・フィールドを定義することであるが、それはまた、実際の署名は、そのような使用に署名技術として、行わ後ときの情報が必要に保持してもよいです。これは、後に署名を行うソフトウェアに文書の作成者からの情報を運びます。

（署名）署名フィールドに注記2Fillingは少なくともVエントリと通常、関連するウィジェット注釈のAPのエントリを更新することを伴います。署名フィールドをエクスポートすると、典型的にはT、V、およびAPのエントリをエクスポートします。

他のフィールドと同様、署名フィールドが同様にフィールドとして注釈に関連ウィジェット注釈辞書含むエントリによって記述することができる（12.5.6.19を参照して、「ウィジェット注釈」）。そのようなA辞書の注釈四角形（のRect）は、そのページ上のフィールドの位置を与えなければなりません。見えるように意図されていない署名フィールドはゼロ高さと幅を有する注釈矩形を有するものとします。適合読者は見えないようなシグネチャを治療しなければなりません。読者HiddenbitまたはFエントリのNoViewビットのいずれかが真である場合には見えないような治療署名もしなければならない適合する。 Fエントリは、表164に記載され、そして注釈フラグは、表165に記載されています。

署名フィールドのウィジェットの注釈の外観辞書（AP）がページ上のフィールドの外観を定義します（12.5.5を参照してください、「外観ストリーム」）。

（表233参照）署名フィールドロック辞書は適合リーダのユーザ・インターフェースを介して変更することができない（表234参照）署名シード値辞書からフィールド名を含みます。

キータイプ値
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The value of the SV entry in the field dictionary is a seed value dictionary whose entries (see Table 234) 
provide constraining information that shall be used at the time the signature is applied. Its Ff entry specifies 
whether the other entries in the dictionary shall be honoured or whether they are merely recommendations. 

The seed value dictionary may include seed values for private entries belonging to multiple handlers. A given 
handler shall use only those entries that are pertinent to itself and ignore the others.

Table 233 –  Entries in a signature field lock dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be SigFieldLock for a signature field lock dictionary.

Action name (Required) A name which, in conjunction with Fields, indicates the set of fields 
that should be locked. The value shall be one of the following:
All All fields in the document
Include All fields specified in Fields
Exclude All fields except those specified in Fields

Fields array (Required if the value of Action is Include or Exclude) An array of text strings 
containing field names.

Table 234 –  Entries in a signature field seed value dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be SV for a seed value dictionary. 

Ff integer (Optional) A set of bit flags specifying the interpretation of specific 
entries in this dictionary. A value of 1 for the flag indicates that the 
associated entry is a required constraint. A value of 0 indicates that the 
associated entry is an optional constraint. Bit positions are 1 (Filter); 2 
(SubFilter); 3 (V); 4 (Reasons); 5 (LegalAttestation); 6 (AddRevInfo); 
and 7 (DigestMethod). Default value: 0. 

Filter name (Optional) The signature handler that shall be used to sign the signature 
field. Beginning with PDF 1.7, if Filter is specified and the Ff entry 
indicates this entry is a required constraint, then the signature handler 
specified by this entry shall be used when signing; otherwise, signing 
shall not take place. If Ff indicates that this is an optional constraint, this 
handler may be used if it is available. If it is not available, a different 
handler may be used instead. 

SubFilter array (Optional) An array of names indicating encodings to use when signing. 
The first name in the array that matches an encoding supported by the 
signature handler shall be the encoding that is actually used for signing. 
If SubFilter is specified and the Ff entry indicates that this entry is a 
required constraint, then the first matching encodings shall be used 
when signing; otherwise, signing shall not take place. If Ff indicates that 
this is an optional constraint, then the first matching encoding shall be 
used if it is available. If none is available, a different encoding may be 
used. 

DigestMethod array (Optional; PDF 1.7) An array of names indicating acceptable digest 
algorithms to use while signing. The value shall be one of SHA1, 
SHA256, SHA384, SHA512 and RIPEMD160. The default value is 
implementation-specific.
This property is only applicable if the digital credential signing contains 
RSA public/private keys. If it contains DSA public/ private keys, the
digest algorithm is always SHA1 and this attribute shall be ignored. 
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シード値の辞書には、複数のハンドラに属するプライベートエントリのためのシード値を含んでいてもよいです。与えられたハンドラは、それ自体に関連しているエントリのみを使用し、他の人を無視しなければなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、署名フィールドのロック辞書用SigFieldLockしなければなりません。

ACTIONNAME（必須）フィールドと併せて、ロックされるべきフィールドのセットを示し、名前。値は以下のいずれかでなければならない：documentIncludeすべてのすべてのすべてのフィールドはフィールドで指定されたものを除き、FieldsExcludeすべてのフィールドに指定されたフィールド

フィールド名を含むテキスト文字列の配列をfieldsArrayには（アクションの値は含めるか除外である場合は必須）。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、シード値ディクショナリ用SVものでなければなりません。

FILTERNAME（オプション）署名フィールドに署名するために使用されなければならない署名ハンドラー。フィルターが指定されているとFFのエントリーは、このエントリーを示している場合、PDF 1.7で必要な制約をされて以降、このエントリで指定された署名ハンドラーは、時に署名を使用しなければなりません。それ以外の場合は、署名が行われてはなりません。 FFは、これはオプションの制約であることを示している場合、それが利用可能な場合、このハンドラを使用することができます。それが利用できない場合は、別のハンドラを代わりに使用することができます。

SubFilterarray（オプション）する際の署名に使用するエンコーディングを示す名前の配列。署名ハンドラによってサポートエンコーディングに一致する配列内の最初の名前が実際に署名するために使用される符号化しなければなりません。サブフィルタは、指定されたFFエントリは、このエントリが必要な制約で署名する場合、その後、最初に一致したエンコーディングを使用しなければならないことを示す場合。それ以外の場合は、署名が行われてはなりません。 FFが、これはオプションの制約であることを示している場合、それが利用可能である場合には、最初に一致した符号化を使用しなければなりません。いずれも利用可能でない場合、異なる符号化を使用することができます。

DigestMethodarray（オプション、PDF 1.7）署名しながら使用するように許容されるダイジェストアルゴリズムを示す名前の配列。値はSHA1、SHA256、SHA384、SHA512とRIPEMD160のいずれかでなければなりません。デフォルト値は実装specific.This財産であるデジタル署名資格がRSA公開鍵/秘密鍵が含まれている場合にのみ適用されます。それはDSA公開/秘密鍵が含まれている場合は、thedigestアルゴリズムは常にSHA1であり、この属性は無視されなければなりません。
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V real (Optional) The minimum required capability of the signature field seed 
value dictionary parser. A value of 1 specifies that the parser shall be 
able to recognize all seed value dictionary entries in a PDF 1.5 file. A 
value of 2 specifies that it shall be able to recognize all seed value 
dictionary entries specified. 
The Ff entry indicates whether this shall be treated as a required 
constraint. 

Cert dictionary (Optional) A certificate seed value dictionary (see Table 235) containing 
information about the characteristics of the certificate that shall be used 
when signing.

Reasons array (Optional) An array of text strings that specifying possible reasons for 
signing a document. If specified, the reasons supplied in this entry 
replace those used by conforming products. 
If the Reasons array is provided and the Ff entry indicates that 
Reasons is a required constraint, one of the reasons in the array shall 
be used for the signature dictionary; otherwise, signing shall not take 
place. If the Ff entry indicates Reasons is an optional constraint, one of 
the reasons in the array may be chosen or a custom reason can be 
provided. 
If the Reasons array is omitted or contains a single entry with the value 
PERIOD (2Eh) and the Ff entry indicates that Reasons is a required 
constraint, the Reason entry shall be omitted from the signature 
dictionary (see Table 252). 

MDP dictionary (Optional; PDF 1.6) A dictionary containing a single entry whose key is 
P and whose value is an integer between 0 and 3. A value of 0 defines 
the signature as an author signature (see 12.8, “Digital Signatures”). 
The values 1 through 3 shall be used for certification signatures and 
correspond to the value of P in a DocMDP transform parameters 
dictionary (see Table 254).
If this MDP key is not present or the MDP dictionary does not contain a 
P entry, no rules shall be defined regarding the type of signature or its 
permissions.

TimeStamp dictionary (Optional; PDF 1.6) A time stamp dictionary containing two entries:
URL An ASCII string specifying the URL of a time-stamping server, 

providing a time stamp that is compliant with RFC 3161, Internet 
X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (see the 
Bibliography). 

Ff  An integer whose value is 1 (the signature shall have a time 
stamp) or 0 (the signature need not have a time stamp). Default 
value: 0.

NOTE Please see 12.8.3.3, "PKCS#7 Signatures as used in ISO 
32000" for more details about hashing.

LegalAttestation array (Optional; PDF 1.6) An array of text strings specifying possible legal 
attestations (see 12.8.5, “Legal Content Attestations”). The value of the 
corresponding flag in the Ff entry indicates whether this is a required 
constraint. 

Table 234 –  Entries in a signature field seed value dictionary  (continued)

Key Type Value
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Certdictionary（任意）証明書のシード値辞書（表235参照）に署名する際に使用しなければならない証明書の特性に関する情報を含みます。

Reasonsarray（オプション）文書に署名するための考えられる理由を指定するテキスト文字列の配列。指定された場合は、このエントリで供給される理由は良品で使用されるものを交換してください。理由アレイが設けられたFFエントリが理由で必要な制約で、アレイ内の理由の一つは、署名辞書のために使用されなければならないことを示している場合。それ以外の場合は、署名が行われてはなりません。 Ffのエントリは、理由を示している場合、オプションの制約で、アレイ内の理由の一つは、選択されてもよいし、カスタム理由を提供することができます。理由アレイは省略または値PERIOD（2EH）とFFエントリに単一のエントリが含まれている場合理由は、理由エントリが署名辞書から除外されなければならない必須制約条件であることを示している（表252を参照のこと）。

MDPdictionary（オプション、PDF 1.6）キーPであり、その値が0定義著者署名として署名の0および3 A値との間の整数であり、単一のエントリを含む辞書（12.8を参照して、「デジタル署名」）。 1〜3がDocMDPにPの値に認証署名及び対応のために使用されなければならない値は、辞書変換パラメータ（表254を参照）、このMDPキーが存在しませんか、MDP辞書は、Pのエントリが含まれていない、何のルール.IF署名又はその権限の種類について定義されなければなりません。

TimeStampdictionary（オプション; PDF 1.6）の2つのエントリを含むタイムスタンプ辞書：RFC 3161に準拠したタイムスタンプを提供するタイムスタンプサーバーのURLを指定するURLアンASCII文字列、インターネットX.509公開鍵インフラストラクチャタイムスタンププロトコル（参考文献を参照）。その値が1であるFFアンの整数または0（署名タイムスタンプを有する必要はない）（署名タイムスタンプを持たなければなりません）。デフォルト値：ハッシュの詳細については、「ISO 32000に使用されるようにPKCS＃7署名」0.NOTEは12.8.3.3を参照してください。

LegalAttestationarray（オプション; PDF 1.6）可能な法的アテステーションを指定するテキスト文字列の配列（12.8.5、「法的コンテンツアテステーション」を参照してください）。 FFエントリに対応するフラグの値は、これが必要な制約であるかどうかを示します。

表234  - 署名フィールドのシード値の辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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For optional keys that are not present, no constraint shall be placed upon the signature handler for that 
property when signing.

AddRevInfo boolean (Optional; PDF 1.7) A flag indicating whether revocation checking shall 
be carried out. If AddRevInfo is true, the conforming processor shall 
perform the following additional tasks when signing the signature field: 
Perform revocation checking of the certificate (and the corresponding 
issuing certificates) used to sign.
Include the revocation information within the signature value. 
Three SubFilter values have been defined for ISO 32000. For those 
values the AddRevInfo value shall be true only if SubFilter is 
adbe.pkcs7.detached or adbe.pkcs7.sha1. If SubFilter is 
x509.rsa_sha1, this entry shall be omitted or set to false. Additional 
SubFilters may be defined that also use AddRevInfo values.
If AddRevInfo is true and the Ff entry indicates this is a required 
constraint, then the preceding tasks shall be performed. If they cannot 
be performed, then signing shall fail. 
Default value: false 
NOTE 1 Revocation information is carried in the signature data as 

specified by PCKS#7. See 12.8.3.3, "PKCS#7 Signatures 
as used in ISO 32000".

NOTE 2 The trust anchors used are determined by the signature 
handlers for both creation and validation.

Table 235 –  Entries in a certificate seed value dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be SVCert for a certificate seed value dictionary.

Ff integer (Optional) A set of bit flags specifying the interpretation of specific 
entries in this dictionary. A value of 1 for the flag means that a signer 
shall be required to use only the specified values for the entry. A value 
of 0 means that other values are permissible. Bit positions are 1 
(Subject); 2 (Issuer); 3 (OID); 4 (SubjectDN); 5 (Reserved); 6 
(KeyUsage); 7 (URL).
Default value: 0.

Subject array (Optional) An array of byte strings containing DER-encoded X.509v3 
certificates that are acceptable for signing. X.509v3 certificates are 
described in RFC 3280, Internet X.509 Public Key Infrastructure, 
Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile (see the 
Bibliography). The value of the corresponding flag in the Ff entry 
indicates whether this is a required constraint. 

Table 234 –  Entries in a signature field seed value dictionary  (continued)

Key Type Value
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署名するときに存在しない任意のキーのために、何の制約は、そのプロパティの署名ハンドラー上に配置してはなりません。

AddRevInfoboolean（オプション、PDF 1.7）失効確認が行われなければならないかどうかを示すフラグ。 AddRevInfoが真である場合、署名フィールドに署名するとき、適合するプロセッサは、次の追加のタスクを実行しなければならない：失効証明書の確認（および対応する証明書発行）を実行署名値内sign.Includeに失効情報を使用します。三つのサブフィルタの値は、サブフィルタがadbe.pkcs7.detachedまたはadbe.pkcs7.sha1されている場合にのみAddRevInfo値が真でなければならこれらの値については、ISO 32000に定義されています。サブフィルタがx509.rsa_sha1ある場合は、このエントリを省略またはfalseに設定されなければなりません。追加のサブフィルタはまたAddRevInfo values.If AddRevInfoが真であるとFF・エントリは、その後先行するタスクが実行されなければならない、これは必要な制約であることを示し使用することを定義することができます。彼らは実行できない場合は、署名が失敗するものとします。デフォルト値：PCKS＃7で指定された偽NOTE 1Revocation情報は、署名データで運ばれます。 12.8.3.3、 "ISO 32000に使用されるようにPKCS＃7署名" を参照してください。

使用NOTE 2Theトラストアンカーは作成と検証の両方のための署名ハンドラによって決定されます。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、証明書のシード値ディクショナリ用SVCertしなければなりません。

Ffinteger（オプション）この辞書内の特定のエントリの解釈を指定するビットフラグのセット。署名者は、エントリのための唯一の指定された値を使用する必要がなければならないことをフラグ手段のための1の値。 0手段の値は他の値は許容されること。ビット位置1（被写体）です。 2（発行者）。 3（OID）。 4（のSubjectDN）。 5（予約）。 6（のKeyUsage）。 7（URL）.DEFAULT値：0。

Subjectarray（オプション）署名のために許容されるDER符号化されたX.509v3証明書を含むバイト文字列の配列。 X.509v3証明書は、RFC 3280、インターネットX.509公開鍵インフラストラクチャ、証明書と証明書失効リスト（CRL）プロフィール（参考文献を参照）に記載されています。 FFエントリに対応するフラグの値は、これが必要な制約であるかどうかを示します。

表234  - 署名フィールドのシード値の辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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SubjectDN array of 
dictionaries

(Optional; PDF 1.7) An array of dictionaries, each specifying a Subject 
Distinguished Name (DN) that shall be present within the certificate for it 
to be acceptable for signing. The certificate ultimately used for the 
digital signature shall contain all the attributes specified in each of the 
dictionaries in this array. (PDF keys and values are mapped to 
certificate attributes and values.) The certificate is not constrained to 
use only attribute entries from these dictionaries but may contain 
additional attributes.The Subject Distinguished Name is described in 
RFC 3280 (see the Bibliography). The key can be any legal attribute 
identifier (OID). Attribute names shall contain characters in the set a-z 
A-Z 0-9 and PERIOD.
Certificate attribute names are used as key names in the dictionaries in 
this array. Values of the attributes are used as values of the keys. 
Values shall be text strings.
The value of the corresponding flag in the Ff entry indicates whether 
this entry is a required constraint.

KeyUsage array of 
ASCII 
strings

(Optional; PDF 1.7) An array of ASCII strings, where each string 
specifies an acceptable key-usage extension that shall be present in the 
signing certificate. Multiple strings specify a range of acceptable key-
usage extensions. The key-usage extension is described in RFC 3280. 
Each character in a string represents a key-usage type, where the order 
of the characters indicates the key-usage extension it represents. The 
first through ninth characters in the string, from left to right, represent 
the required value for the following key-usage extensions: 
1  digitalSignature 4 dataEncipherment 7 cRLSign
2  non-Repudiation 5  keyAgreement 8 encipherOnly
3  keyEncipherment 6 keyCertSign 9 decipherOnly
Any additional characters shall be ignored. Any missing characters or 
characters that are not one of the following values, shall be treated as 
‘X’. The following character values shall be supported:
0  Corresponding key-usage shall not be set.
1  Corresponding key-usage shall be set.
X  State of the corresponding key-usage does not matter.
EXAMPLE 1 The string values ‘1’ and ‘1XXXXXXXX’ represent 

settings where the key-usage type digitalSignature is 
set and the state of all other key-usage types do not 
matter.

The value of the corresponding flag in the Ff entry indicates whether 
this is a required constraint. 

Issuer array (Optional) An array of byte strings containing DER-encoded X.509v3 
certificates of acceptable issuers. If the signer’s certificate refers to any 
of the specified issuers (either directly or indirectly), the certificate shall 
be considered acceptable for signing. The value of the corresponding 
flag in the Ff entry indicates whether this is a required constraint.
This array may contain self-signed certificates.

OID array (Optional) An array of byte strings that contain Object Identifiers (OIDs) 
of the certificate policies that shall be present in the signing certificate. 
EXAMPLE 2 An example of such a string is: 

(2.16.840.1.113733.1.7.1.1). 

This field shall only be used if the value of Issuer is not empty. The 
certificate policies extension is described in RFC 3280 (see the 
Bibliography). The value of the corresponding flag in the Ff entry 
indicates whether this is a required constraint. 

Table 235 –  Entries in a certificate seed value dictionary  (continued)

Key Type Value
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辞書のSubjectDNarray（オプション、PDF 1.7）辞書の配列は、それぞれ、それが署名のために許容可能であるとの証明書内に存在しなければならない識別名（DN）サブジェクトを指定します。最終的にデジタル署名するために使用される証明書は、この配列内の辞書の各々に指定されたすべての属性を含まなければなりません。 （PDFキーと値は、証明書の属性と値にマップされます。）証明書は、これらの辞書からのみ属性エントリを使用するように制約されないが、追加attributes.Theのサブジェクト識別名は、（参考文献を参照）RFC 3280に記述されて含まれていてもよいです。キーは任意の正当な属性識別子（OID）することができます。属性名は、セットA〜Z A-Zの文字を含まなければならない0-9とPERIOD.Certificate属性名は、この配列内の辞書内のキー名として使用されています。属性の値は、キーの値として使用されています。値は、のFFエントリに対応するフラグのテキストstrings.The値はこのエントリが必要な制約であるかどうかを示すものでなければなりません。

ASCII文字列のKeyUsagearray

（オプション; PDF 1.7）各文字列は署名証明書に存在しなければならない許容鍵用途拡張を指定するASCII文字列の配列。複数の文字列は、許容可能なキー使用拡張の範囲を指定します。鍵使用拡張は、文字列の各文字は、文字の順序が、それが表す鍵用途拡張を示す鍵使用法の種類を表し、RFC 3280に記載されています。左から右に、以下のキー使用拡張に必要な値を表すから、文字列内の第九の文字を介して第1デジタル署名4 dataEncipherment 7 cRLSign2否認防止5するKeyAgreement 8 encipherOnly3 keyEncipherment 6 KeyCertSignが9 decipherOnlyAny追加の文字は無視されます。次のいずれかの値ではありません任意の行方不明の文字または文字は、「X」として扱われなければなりません。次の文字の値がサポートされなければならない：0対応するキーの使用はset.1は、キーの使用は、対応するキーの使用のset.X州立ないのmatter.EXAMPLE 1The文字列値「1」と「1XXXXXXXX」でなければなら対応してはなりませんデジタル署名が設定されている鍵の使用タイプおよび他のすべての鍵の使用タイプの状態は問題にならない設定を表します。

Issuerarray（オプション）許容される発行者のDER符号化されたX.509v3証明書を含むバイト文字列の配列。署名者の証明書は、指定された発行者（直接または間接的に）のいずれかを参照する場合、証明書は、署名のために許容できると考えなければなりません。 FFエントリに対応するフラグの値は、これが必要constraint.Thisアレイは自己署名証明書が含まれていてもよいかどうかを示します。

表235  - 証明書のシード値の辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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12.7.5 Form Actions

12.7.5.1 General

Interactive forms also support special types of actions in addition to those described in 12.6.4, “Action Types”: 

• submit-form action

• reset-form action

• import-data action

12.7.5.2 Submit-Form Action

Upon invocation of a submit-form action, a conforming processor shall transmit the names and values of 
selected interactive form fields to a specified uniform resource locator (URL), 

NOTE Presumably, the URL is the address of a Web server that will process them and send back a 
response.

The value of the action dictionary’s Flags entry shall be an non-negative integer containing flags specifying 
various characteristics of the action. Bit positions within the flag word shall be numbered starting with 1 
(low-order). Table 237 shows the meanings of the flags; all undefined flag bits shall be reserved and shall be 
set to 0.

URL ASCII string (Optional) A URL, the use for which shall be defined by the URLType
entry.

URLType Name (Optional; PDF 1.7) A name indicating the usage of the URL entry. 
There are standard uses and there can be implementation-specific uses 
for this URL. The following value specifies a valid standard usage:
Browser – The URL references content that shall be displayed in a web 
browser to allow enrolling for a new credential if a matching credential is 
not found. The Ff attribute’s URL bit shall be ignored for this usage.
Third parties may extend the use of this attribute with their own attribute 
values, which shall conform to the guidelines described in Annex E.
The default value is Browser. 

Table 236 –  Additional entries specific to a submit-form action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; 
shall be SubmitForm for a submit-form action. 

F file specification (Required) A URL file specification (see 7.11.5, “URL 
Specifications”) giving the uniform resource locator (URL) of 
the script at the Web server that will process the submission. 

Table 235 –  Entries in a certificate seed value dictionary  (continued)

Key Type Value
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12.7.5フォームアクション

12.7.5.1一般的な

インタラクティブフォームはまた、「アクション・タイプ」12.6.4に記載されているものに加えて、アクションの特別な種類をサポートしています。

•提出フォームをアクション

•リセットフォームアクション

•インポートデータアクション

12.7.5.2送信フォームをアクション

提出フォームのアクションの起動時に、適合するプロセッサは、指定されたユニフォームリソースロケータ（URL）を選択したインタラクティブフォームフィールドの名前と値を送信しなければなりません

NOTEはおそらく、URLは、それらを処理し、応答を返送するWebサーバーのアドレスです。

動作辞書のフラグエントリの値は、動作の様々な特性を指定するフラグを含む非負の整数でなければなりません。フラグワード内のビット位置は1（下位）から始まる番号を付けなければなりません。テーブル237が示すフラグの意味。すべての未定義のフラグビットは予約されなければならず、0に設定されます。

URLASCII文字列（オプション）A URL、URLTypeentryによって定義されるものとするために使用。

URLTypeName（オプション; PDF 1.7）URLエントリの使用状況を示す名称。標準の用途がありますし、このURLのための実装固有の用途があることができます。 - 一致する資格が見つからない場合、新たな資格のために登録できるように、Webブラウザに表示されなければならないURL参照コンテンツブラウザ：次の値は、有効な標準的な使用法を指定します。 Ffの属性のURLビットは、このusage.Thirdパーティーでは無視されなければならない附属書E.Theのデフォルト値で説明するガイドラインに適合しなければならない、独自の属性値、とこの属性の使用を延長することができるブラウザです。

キータイプ値

Ffile仕様（必須）A URLのファイル指定（7.11.5、「URLの仕様」を参照してください）提出を処理するWebサーバーでスクリプトのユニフォームリソースロケータ（URL）を与えます。

表235  - 証明書のシード値の辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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Fields array (Optional) An array identifying which fields to include in the 
submission or which to exclude, depending on the setting of 
the Include/Exclude flag in the Flags entry (see Table 237). 
Each element of the array shall be either an indirect 
reference to a field dictionary or (PDF 1.3) a text string 
representing the fully qualified name of a field. Elements of 
both kinds may be mixed in the same array. 
If this entry is omitted, the Include/Exclude flag shall be
ignored, and all fields in the document’s interactive form shall 
be submitted except those whose NoExport flag (see 
Table 221) is set. Fields with no values may also be 
excluded, as dictated by the value of the 
IncludeNoValueFields flag; see Table 237.

Flags integer (Optional; inheritable) A set of flags specifying various 
characteristics of the action (see Table 237). Default value: 0. 

Table 237 –  Flags for submit-form actions  

Bit position Name Meaning

1 Include/Exclude If clear, the Fields array (see Table 236) specifies which 
fields to include in the submission. (All descendants of the 
specified fields in the field hierarchy shall be submitted as 
well.) 
If set, the Fields array tells which fields to exclude. All fields 
in the document’s interactive form shall be submitted except
those listed in the Fields array and those whose NoExport 
flag (see Table 221) is set and fields with no values if the 
IncludeNoValueFields flag is clear. 

2 IncludeNoValueFields If set, all fields designated by the Fields array and the 
Include/Exclude flag shall be submitted, regardless of 
whether they have a value (V entry in the field dictionary). For 
fields without a value, only the field name shall be
transmitted. 
If clear, fields without a value shall not be submitted. 

3 ExportFormat Meaningful only if the SubmitPDF and XFDF flags are clear. If 
set, field names and values shall be submitted in HTML Form 
format. If clear, they shall be submitted in Forms Data Format 
(FDF); see 12.7.7, “Forms Data Format.” 

4 GetMethod If set, field names and values shall be submitted using an 
HTTP GET request. If clear, they shall be submitted using a 
POST request. This flag is meaningful only when the 
ExportFormat flag is set; if ExportFormat is clear, this flag 
shall also be clear. 

Table 236 –  Additional entries specific to a submit-form action  (continued)

Key Type Value
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fieldsArrayに（オプション）提出に含めるまたは除外するれ、インクルード/（表237参照）フラグエントリにフラグを除外の設定に応じてフィールドの配列同定。配列の各要素は、間接フィールド辞書を参照するか（PDF 1.3）フィールドの完全修飾名を表すテキスト文字列のいずれかでなければなりません。両方の種類の要素は、同じアレイ内に混合してもよいです。このエントリが省略された場合、インクルード/フラグがbeignoredもの、およびドキュメントのインタラクティブフォーム内のすべてのフィールドは、そのNoExportフラグ（表221を参照）を除き提出しなければならない除外セットです。 IncludeNoValueFieldsフラグの値によって決定されるようにない値を持つフィールドは、また、除外してもよいです。表237を参照してください。

ビット位置名意味

1明確な場合は包含/除外、フィールドアレイが提出に含めるフィールドを指定し（表236を参照のこと）。 （フィールド階層内の指定したフィールドのすべての子孫が同様に提出しなければならない。）セットした場合、フィールドの配列は除外するようにフィールドを伝えます。文書のインタラクティブフォーム内のすべてのフィールドはexceptthose Fields配列にリストされ、そのNoExportフラグ（表221を参照）、それらを提出することIncludeNoValueFieldsフラグがクリアされている場合はない値に設定し、フィールドです。

2 IncludeNoValueFieldsIfセット、フィールドアレイ、および包含/除外フラグで指定された全てのフィールドは関係なく値（フィールド辞書内のVエントリ）を有するかどうか、提出しなければなりません。値のないフィールドについては、唯一のフィールド名がbetransmittedばなりません。明確な場合は、値のないフィールドは提出してはなりません。

SubmitPDFとXFDFフラグがクリアされている場合にのみ意味のある3 ExportFormat。設定した場合は、フィールド名と値は、HTMLフォーム形式で提出しなければなりません。明確な場合は、フォームデータ形式（FDF）に提出しなければなりません。 12.7.7参照、「データフォーマットを形成します。」

4 GetMethodもしセット、フィールド名と値は、HTTP GETリクエストを使用して提出しなければなりません。明確な場合は、POSTリクエストを使用して提出しなければなりません。このフラグはExportFormatフラグが設定されている場合にのみ意味があります。 ExportFormatがクリアされている場合、このフラグも明確でなければなりません。

表236  - 提出フォームをアクションに追加のエントリを特定（続き）

キータイプ値
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5 SubmitCoordinates If set, the coordinates of the mouse click that caused the 
submit-form action shall be transmitted as part of the form 
data. The coordinate values are relative to the upper-left 
corner of the field’s widget annotation rectangle. They shall 
be represented in the data in the format 
name . x = xval & name . y = yval
where name is the field’s mapping name (TM in the field 
dictionary) if present; otherwise, name is the field name. If the 
value of the TM entry is a single ASCII SPACE (20h) 
character, both the name and the ASCII PERIOD (2Eh)
following it shall be suppressed, resulting in the format 
x = xval & y = yval
This flag shall be used only when the ExportFormat flag is 
set. If ExportFormat is clear, this flag shall also be clear. 

6 XFDF (PDF 1.4) shall be used only if the SubmitPDF flags are clear. 
If set, field names and values shall be submitted as XFDF. 

7 IncludeAppendSaves (PDF 1.4) shall be used only when the form is being 
submitted in Forms Data Format (that is, when both the 
XFDF and ExportFormat flags are clear). If set, the submitted 
FDF file shall include the contents of all incremental updates 
to the underlying PDF document, as contained in the 
Differences entry in the FDF dictionary (see Table 243). If 
clear, the incremental updates shall not be included. 

8 IncludeAnnotations (PDF 1.4) shall be used only when the form is being 
submitted in Forms Data Format (that is, when both the 
XFDF and ExportFormat flags are clear). If set, the submitted 
FDF file shall include includes all markup annotations in the 
underlying PDF document (see 12.5.6.2, “Markup 
Annotations”). If clear, markup annotations shall not be
included. 

9 SubmitPDF (PDF 1.4) If set, the document shall be submitted as PDF, 
using the MIME content type application / pdf (described in 
Internet RFC 2045, Multipurpose Internet Mail Extensions 
(MIME), Part One: Format of Internet Message Bodies; see 
the Bibliography). If set, all other flags shall be ignored except 
GetMethod. 

10 CanonicalFormat (PDF 1.4) If set, any submitted field values representing 
dates shall be converted to the standard format described in 
7.9.4, “Dates.” 
NOTE 1 The interpretation of a form field as a date is not 

specified explicitly in the field itself but only in 
the JavaScript code that processes it.

Table 237 –  Flags for submit-form actions  (continued)

Bit position Name Meaning
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5 SubmitCoordinates設定した場合、原因とマウスクリックの座標が提出し、フォームアクションは、フォームデータの一部として送信されなければなりません。座標値は、フィールドのウィジェット注釈矩形の左上隅に対するものです。彼らは形式名のデータで表現されなければなりません。 X = XVAL＆名前。存在する場合、Y = yvalwhere名がフィールドのマッピング名（フィールド辞書内のTM）です。そうでない場合、名前はフィールド名です。 TMエントリの値は、単一のASCIIスペース（20H）文字である場合、それは形式X = XVAL＆Y = yvalThisフラグをもたらす、抑制されなければならない次の名前とASCII期間（2EH）の両方が、場合にのみ使用されなければなりませんExportFormatフラグが設定されています。 ExportFormatがクリアされている場合、このフラグも明確でなければなりません。

SubmitPDFフラグがクリアされている場合にのみ、6 XFDF（PDF 1.4）が使用されなければなりません。設定した場合は、フィールド名と値はXFDFとして提出しなければなりません。

7 IncludeAppendSaves（PDF 1.4）フォームが（両方XFDFとExportFormatフラグがクリアである場合、である）を形成するデータ形式で送信されている場合にのみ使用されなければなりません。設定した場合はFDF辞書の違いエントリに含まれているとして、提出さFDFファイルは、基本的なPDFドキュメントへのすべての増分更新の内容を含まなければならない（表243を参照してください）。明確な場合は、増分更新が含まれてはなりません。

8 IncludeAnnotations（PDF 1.4）フォームが（両方XFDFとExportFormatフラグがクリアである場合、である）を形成するデータ形式で送信されている場合にのみ使用されなければなりません。設定した場合は、提出さFDFファイルが含まれなければならない（12.5.6.2、「マークアップ注釈」を参照）基本となるPDF文書内のすべてのマークアップ注釈を含んでいます。明確な場合は、マークアップ注釈はbeincludedてはなりません。

9 SubmitPDF（PDF 1.4）設定されている場合、ドキュメントはインターネットRFC 2045で説明MIMEコンテンツタイプapplication / pdfを（使用して、PDFとして提出しなければならない、多目的インターネットメール拡張（MIME）、第一部：インターネットメッセージ本体のフォーマット参照;参考文献）。設定した場合、他のすべてのフラグはGetMethod除いて、無視されなければなりません。

10 CanonicalFormat（PDF 1.4）設定されている場合は、日付を表す任意の提出フィールド値は7.9.4で説明されている標準形式に変換されなければならない「日付」。注1日付などのフォームフィールドの解釈は、フィールド自体で明示的に指定だけで、それを処理するJavaScriptコードではありません。

表237  - 提出フォームのアクションのためのフラグ（続き）

ビット位置名意味



PDF 32000-1:2008

454 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

The set of fields whose names and values are to be submitted shall be defined by the Fields array in the action 
dictionary (Table 236) together with the Include/Exclude and IncludeNoValueFields flags in the Flags entry 
(Table 237). Each element of the Fields array shall identify an interactive form field, either by an indirect 
reference to its field dictionary or (PDF 1.3) by its fully qualified field name (see 12.7.3.2, “Field Names”). If the 
Include/Exclude flag is clear, the submission consists of all fields listed in the Fields array, along with any 
descendants of those fields in the field hierarchy. If the Include/Exclude flag is set, the submission shall consist 
of all fields in the document’s interactive form except those listed in the Fields array. 

The NoExport flag in the field dictionary’s Ff entry (see Table 220 and Table 221) takes precedence over the 
action’s Fields array and Include/Exclude flag. Fields whose NoExport flag is set shall not be included in a 
submit-form action. 

Field names and values may be submitted in any of the following formats, depending on the settings of the 
action’s ExportFormat, SubmitPDF, and XFDF flags (see the Bibliography for references): 

• HTML Form format (described in the HTML 4.01 Specification) 

• Forms Data Format (FDF), which is described in 12.7.7, “Forms Data Format.”

• XFDF, a version of FDF based on XML. XFDF is described in the Adobe technical note XML Forms Data 
Format Specification, Version 2.0. XML is described in the W3C document Extensible Markup Language 
(XML) 1.1) 

• PDF (in this case, the entire document shall be submitted rather than individual fields and values). 

The name submitted for each field shall be its fully qualified name (see 12.7.3.2, “Field Names”), and the value 
shall be specified by the V entry in its field dictionary. 

11 ExclNonUserAnnots (PDF 1.4) shall be used only when the form is being 
submitted in Forms Data Format (that is, when both the 
XFDF and ExportFormat flags are clear) and the 
IncludeAnnotations flag is set. If set, it shall include only 
those markup annotations whose T entry (see Table 170) 
matches the name of the current user, as determined by the 
remote server to which the form is being submitted. 
NOTE 2 The T entry for markup annotations specifies the 

text label that is displayed in the title bar of the 
annotation’s pop-up window and is assumed to 
represent the name of the user authoring the 
annotation.

NOTE 3 This allows multiple users to collaborate in 
annotating a single remote PDF document 
without affecting one another’s annotations. 

12 ExclFKey (PDF 1.4) shall be used only when the form is being 
submitted in Forms Data Format (that is, when both the 
XFDF and ExportFormat flags are clear). If set, the submitted 
FDF shall exclude the F entry. 

14 EmbedForm (PDF 1.5) shall be used only when the form is being 
submitted in Forms Data Format (that is, when both the 
XFDF and ExportFormat flags are clear). If set, the F entry of 
the submitted FDF shall be a file specification containing an 
embedded file stream representing the PDF file from which 
the FDF is being submitted.

Table 237 –  Flags for submit-form actions  (continued)

Bit position Name Meaning
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一緒に含めると名前と値で提出するアクション辞書のフィールドアレイによって定義されるフィールド（表236）のセット/除外し、フラグエントリにIncludeNoValueFieldsフラグ（表237）。 Fields配列の各要素は、いずれかの完全修飾フィールド名によってそのフィールドの辞書や（PDF 1.3）への間接参照（12.7.3.2、「フィールド名」を参照）により、インタラクティブフォームフィールドを識別しなければなりません。含める/除外フラグがクリアされている場合、提出は、フィールドの階層におけるそれらのフィールドのいずれかの子孫と一緒に、Fields配列にリストされているすべてのフィールドで構成されます。含める/除外フラグが設定されている場合は、提出は、Fields配列にリストされているものを除き、ドキュメントのインタラクティブフォーム内のすべてのフィールドで構成されなければなりません。

フィールド名と値は、（参照のための参考文献を参照）アクションのExportFormat、SubmitPDF、およびXFDFフラグの設定に応じて、次のいずれかの形式で提出することができます。

•12.7.7で説明されたフォームデータ形式（FDF）、「データ・フォーマットは、フォーム。」

•XFDF、XMLに基づくFDFのバージョン。 XFDFは、AdobeテクニカルノートのXMLフォームデータ形式仕様バージョン2.0に記載されています。 XMLは、W3C文書に記述されている拡張マークアップ言語（XML）1.1）

•PDF（この場合には、文書全体ではなく、個々のフィールドと値よりも提出しなければなりません）。

各フィールドのために提出名は完全修飾名でなければならない（12.7.3.2、「フィールド名」を参照）、および値は、そのフィールドの辞書にVエントリで指定されなければなりません。

11 ExclNonUserAnnots（PDF 1.4）フォームが（両方XFDFとExportFormatフラグがクリアである場合、である）を形成するデータフォーマットで提出され、IncludeAnnotationsフラグが設定されている場合にのみ使用されなければなりません。設定されている場合、それは、そのTエントリのみマークアップ注釈を含まなければならない（表170を参照）、フォームが送信された遠隔サーバによって決定されるように、現在のユーザの名前と一致します。注釈のポップアップウィンドウのタイトルバーに表示され、注釈のオーサリングユーザーの名前を表すために仮定されたマークアップ注釈指定するテキストラベルのNOTE 2The Tエントリー。

フォームは、フォームデータ形式で送信されている場合にのみ12 ExclFKey（PDF 1.4）（両方XFDFとExportFormatフラグがクリアである場合、である）を使用しなければなりません。設定した場合は、提出されFDFはFのエントリを除外するものとします。

フォームは、フォームデータ形式で送信されている場合にのみ14 EmbedForm（PDF 1.5）（両方XFDFとExportFormatフラグがクリアである場合、である）を使用しなければなりません。設定した場合は、提出されFDFのFエントリは、FDFが送信されているからPDFファイルを表す埋め込みファイルストリームを含むファイル指定しなければなりません。

表237  - 提出フォームのアクションのためのフラグ（続き）

ビット位置名意味
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For pushbutton fields submitted in FDF, the value submitted shall be that of the AP entry in the field’s widget 
annotation dictionary. If the submit-form action dictionary contains no Fields entry, such pushbutton fields shall 
not be submitted. 

Fields with no value (that is, whose field dictionary does not contain a V entry) are ordinarily not included in the 
submission. The submit-form action’s IncludeNoValueFields flag may override this behaviour. If this flag is set, 
such valueless fields shall be included in the submission by name only, with no associated value. 

12.7.5.3 Reset-Form Action

Upon invocation of a reset-form action, a conforming processor shall reset selected interactive form fields to 
their default values; that is, it shall set the value of the V entry in the field dictionary to that of the DV entry (see 
Table 220). If no default value is defined for a field, its V entry shall be removed. For fields that can have no 
value (such as pushbuttons), the action has no effect. Table 238 shows the action dictionary entries specific to 
this type of action. 

The value of the action dictionary’s Flags entry is a non-negative containing flags specifying various 
characteristics of the action. Bit positions within the flag word shall be numbered starting from 1 (low-order). 
Only one flag is defined for this type of action. All undefined flag bits shall be reserved and shall be set to 0.

Table 238 –  Additional entries specific to a reset-form action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall
be ResetForm for a reset-form action. 

Fields array (Optional) An array identifying which fields to reset or which to 
exclude from resetting, depending on the setting of the Include/
Exclude flag in the Flags entry (see Table 239). Each element of 
the array shall be either an indirect reference to a field dictionary 
or (PDF 1.3) a text string representing the fully qualified name of a 
field. Elements of both kinds may be mixed in the same array. 
If this entry is omitted, the Include/Exclude flag shall be ignored; 
all fields in the document’s interactive form are reset. 

Flags integer (Optional; inheritable) A set of flags specifying various 
characteristics of the action (see Table 239). Default value: 0. 

Table 239 –  Flag for reset-form actions  

Bit position Name Meaning

1 Include/Exclude If clear, the Fields array (see Table 238) specifies which fields to 
reset. (All descendants of the specified fields in the field hierarchy 
are reset as well.) If set, the Fields array indicates which fields to 
exclude from resetting; that is, all fields in the document’s 
interactive form shall be reset except those listed in the Fields
array. 
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FDFに提出され、プッシュボタンフィールドでは、送信された値は、フィールドのウィジェット注釈辞書内のAPエントリのことをしなければなりません。提出-フォームアクションの辞書は何のフィールドエントリが含まれていない場合は、そのようなプッシュボタンフィールドは提出してはなりません。

（フィールド辞書Vのエントリが含まれていないで、）値のないフィールドは、通常の提出に含まれていません。提出-フォームアクションのIncludeNoValueFieldsフラグは、この動作を無効にすることができます。このフラグが設定されている場合、そのような無価値フィールドは無関連する値を有する唯一の名前で提出、に含まれなければなりません。

12.7.5.3リセットフォームアクション

リセットフォームアクションの呼び出し時に、適合するプロセッサは、デフォルト値に選択されたインタラクティブフォームフィールドをリセットしなければなりません。すなわち、それはDVエントリとフィールド辞書におけるVエントリの値を設定しなければならない（表220を参照のこと）。デフォルト値がフィールドに定義されていない場合は、そのVエントリは削除されなければなりません。 （プッシュボタンなど）値を持たないことができるフィールドの場合、アクションは影響を及ぼしません。表238に示し、アクションのこのタイプのアクションの辞書エントリを特定。

アクションの辞書の旗エントリの値は、アクションのさまざまな特性を指定するフラグを含む非負です。フラグワード内のビット位置は1（下位）から出発して番号を付けなければなりません。唯一のフラグは、このタイプのアクションのために定義されています。すべての未定義のフラグビットは予約されなければならず、0に設定されます。

キータイプ値

fieldsArrayに（オプション）も含める/（表239参照）フラグエントリにフラグを除外の設定に応じて、リセットから除外するリセットまたはこれにフィールドアレイ識別する。配列の各要素は、間接フィールド辞書を参照するか（PDF 1.3）フィールドの完全修飾名を表すテキスト文字列のいずれかでなければなりません。両方の種類の要素は、同じアレイ内に混合してもよいです。このエントリが省略された場合、インクルード/フラグは無視されなければならない除外します。ドキュメントのインタラクティブフォーム内のすべてのフィールドがリセットされます。

ビット位置名意味

1 / ExcludeIfクリアを含め、フィールド・アレイは、リセットするフィールドを指定します（表238を参照のこと）。 （フィールドの階層内の指定されたフィールドのすべての子孫も同様にリセットされる。）設定した場合、フィールドアレイがリセットから除外するためにどのフィールドを示しています。であること、ドキュメントのインタラクティブフォーム内のすべてのフィールドはfieldsArrayにに記載されているものを除いて、リセットされなければなりません。
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12.7.5.4 Import-Data Action

Upon invocation of an import-data action, a conforming processor shall import Forms Data Format (FDF) data 
into the document’s interactive form from a specified file. 

12.7.6 Named Pages

The optional Pages entry (PDF 1.3) in a document’s name dictionary (see 7.7.4, “Name Dictionary”) contains a 
name tree that maps name strings to individual pages within the document. Naming a page allows it to be 
referenced in two different ways: 

• An import-data action can add the named page to the document into which FDF is being imported, either 
as a page or as a button appearance. 

• A script executed by a JavaScript action can add the named page to the current document as a regular 
page. 

A named page that is intended to be visible to a user shall be left in the page tree (see 7.7.3, “Page Tree”), and 
there shall be a reference to it in the appropriate leaf node of the name dictionary’s Pages tree. If the page is 
not intended to be displayed by the reader, it shall be referenced from the name dictionary’s Templates tree 
instead. Such invisible pages shall have an object type of Template rather than Page and shall have no Parent
or B entry (see Table 30). 

12.7.7 Forms Data Format

12.7.7.1 General

This sub-clause describes Forms Data Format (FDF), the file format used for interactive form data (PDF 1.2). 
FDF can be used when submitting form data to a server, receiving the response, and incorporating it into the 
interactive form. It can also be used to export form data to stand-alone files that can be stored, transmitted 
electronically, and imported back into the corresponding PDF interactive form. In addition, beginning in PDF 
1.3, FDF can be used to define a container for annotations that are separate from the PDF document to which 
they apply. 

FDF is based on PDF; it uses the same syntax and has essentially the same file structure (7.5, “File Structure”). 
However, it differs from PDF in the following ways: 

• The cross-reference table (7.5.4, “Cross-Reference Table”) is optional. 

• FDF files shall not be updated (see 7.5.6, “Incremental Updates”). Objects shall only be of generation 0, 
and no two objects within an FDF file shall have the same object number. 

• The document structure is much simpler than PDF, since the body of an FDF document consists of only 
one required object. 

• The length of a stream shall not be specified by an indirect object. 

FDF uses the MIME content type application / vnd . fdf. On the Windows and UNIX platforms, FDF files have the 
extension . fdf; on Mac OS, they have file type ' FDF '. 

Table 240 –  Additional entries specific to an import-data action  

Key Type Value

S name (Required) The type of action that this dictionary describes; shall be 
ImportData for an import-data action. 

F file specification (Required) The FDF file from which to import the data.
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12.7.5.4インポートデータアクション

インポート・データアクションの起動時には、準拠プロセッサは、指定されたファイルからドキュメントのインタラクティブフォームにフォームデータ形式（FDF）データをインポートしなければなりません。

12.7.6名前付きページ

ドキュメントの名前辞書のオプションページのエントリ（PDF 1.3）（「名辞典」、7.7.4を参照）、文書内の個々のページに名前の文字列をマップする名前のツリーが含まれています。ページに名前を付けると、それは2つの異なる方法で参照できます：

•インポート・データ・アクションはFDFがページとして、あるいはボタンの外観のいずれかとして、インポートされているにドキュメントに名前のページを追加することができます。

、（7.7.3、「ページツリー」を参照）と名前の辞書のページツリーの適切なリーフノードでそれに言及がなければならないことを意図しているという名前のページは、ページツリーに残されなければならないユーザーに表示されるように。ページが読者によって表示されるように意図されていない場合は、代わりに名前辞書のテンプレートツリーから参照されなければなりません。このような目に見えないページはテンプレートではなく、ページのオブジェクト型を持たなければならないし、何のParentor Bエントリを（表30参照）を負わないものとします。

12.7.7フォームデータ形式

12.7.7.1一般的な

このサブ句は、フォームデータ形式（FDF）、インタラクティブフォームデータ（PDF 1.2）のために使用されるファイル形式について説明します。 、フォームデータをサーバーに送信する応答を受信し、そして対話形に組み込む際にFDFを使用することができます。また、電子的に送信、保存、および対応するPDFインタラクティブフォームにインポートできるファイルスタンドアロンする輸出フォームデータに使用することができます。また、PDF 1.3に始まり、FDFは、彼らが適用されるPDFドキュメントから分離されている注釈のコンテナを定義するために使用することができます。

FDFは、PDFに基づいています。それは、同じ構文を使用し、本質的に同じファイル構造（7.5、「ファイル構造」）を有します。しかし、それは次の方法でPDF異なります。

•相互参照表（7.5.4、「相互参照表」）は任意です。

•FDFファイルは（7.5.6、「増分更新」を参照）に更新してはなりません。オブジェクトは、世代0でなければならない、とFDFファイル内には2つのオブジェクトが同じオブジェクト番号があってはなりません。

FDFドキュメントの本体は一つだけ必要なオブジェクトで構成されているため•文書構造は、PDFよりもはるかに簡単です。

FDFは、MIMEコンテンツタイプapplication / VNDを使用しています。 FDF。 WindowsとUNIXプラットフォームでは、FDFファイルの拡張子を持っています。 FDF; Mac OSの上で、彼らは、ファイルタイプ「FDF」を持っています。

キータイプ値

Ffile仕様（必須）データをインポートするからFDFファイル。
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12.7.7.2 FDF File Structure

12.7.7.2.1 General

An FDF file shall be structured in essentially the same way as a PDF file but contains only those elements 
required for the export and import of interactive form and annotation data. It consists of three required elements 
and one optional element (see Figure 65): 

• A one-line header identifying the version number of the PDF specification to which the file conforms 

• A body containing the objects that make up the content of the file 

• An optional cross-reference table containing information about the indirect objects in the file 

• An optional trailer giving the location of the cross-reference table and of certain special objects within the 
body of the file 

Figure 65 –  FDF file structure

12.7.7.2.2 FDF Header

The first line of an FDF file shall be a header, which shall contain

%FDF-1 . 2

The version number is given by the Version entry in the FDF catalogue dictionary (see 12.7.7.3, “FDF 
Catalog”). 

12.7.7.2.3 FDF Body

The body of an FDF file shall consist of a sequence of indirect objects representing the file’s catalogue (see 
12.7.7.3, “FDF Catalog”) and any additional objects that the catalogue references. The objects are of the same 
basic types described in 7.5, “File Structure” (other than the %PDF–n.m and %%EOF comments described in 
7.5, “File Structure”) have no semantics. They are not necessarily preserved by applications that edit PDF 
files.” Just as in PDF, objects in FDF can be direct or indirect. 

Header

Body

Cross-reference
table (optional)

Trailer

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved457

PDF 32000-1：2008

12.7.7.2 FDFファイル構造

12.7.7.2.1一般

図65  -  FDFファイルの構造

12.7.7.2.2 FDFヘッダー

FDFファイルの最初の行が含まれなければならないヘッダでなければなりません

％FDF-1。 2

バージョン番号は（12.7.7.3、「FDFカタログ」を参照）FDFカタログ辞書のバージョンのエントリで与えられます。

12.7.7.2.3 FDFボディ

FDFファイルのボディには、カタログの参照するファイルのカタログを表す間接的なオブジェクト（12.7.7.3、「FDFカタログ」を参照）、および任意の追加のオブジェクトのシーケンスで構成されなければなりません。オブジェクトは、同じ基本的なタイプである（％のPDF-n.mと%% EOFのコメントは7.5で説明し、「ファイル構造」以外）「ファイル構造」とは何の意味を持っていない、7.5で説明しました。これらは必ずしも編集PDFファイルをそのアプリケーションによって保存されていません。」ただ、PDFのように、FDF内のオブジェクトは、直接的または間接的であることができます。

ヘッダ

体

（オプション）クロスreferencetable

トレーラー
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12.7.7.2.4 FDF Trailer

The trailer of an FDF file enables a reader to find significant objects quickly within the body of the file. The last 
line of the file contains only the end-of-file marker, %%EOF. This marker shall be preceded by the FDF trailer 
dictionary, consisting of the keyword trailer followed by a series of one or more key-value pairs enclosed in 
double angle brackets (<< … >>) (using LESS-THAN SIGNs (3Ch) and GREATER-THAN SIGNs (3Eh)). The 
only required key is Root, whose value is an indirect reference to the file’s catalogue dictionary (see 
Table 242). The trailer may optionally contain additional entries for objects that are referenced from within the 
catalogue. 

Thus, the trailer has the overall structure 

trailer 
<<  /Root c 0 R 

 key2 value2 
 … 
 keyn valuen 

>> 
%%EOF

where c is the object number of the file’s catalogue dictionary. 

12.7.7.3 FDF Catalog

12.7.7.3.1 General

The root node of an FDF file’s object hierarchy is the Catalog dictionary, located by means of the Root entry in 
the file’s trailer dictionary (see FDF Trailer in 12.7.7.2, “FDF File Structure”). As shown in Table 241, the only 
required entry in the catalogue is FDF; its value shall be an FDF dictionary (Table 243), which in turn shall 
contain references to other objects describing the file’s contents. The catalogue may also contain an optional 
Version entry identifying the version of the PDF specification to which this FDF file conforms. 

Table 241 –  Entry in the FDF trailer dictionary  

Key Type Value

Root dictionary (Required; shall be an indirect reference) The Catalog object for this FDF file 
(see 12.7.7.3, “FDF Catalog”). 

Table 242 –  Entries in the FDF catalog dictionary  

Key Type Value

Version name (Optional; PDF 1.4) The version of the FDF specification to 
which this FDF file conforms (for example, 1.4) if later than 
the version specified in the file’s header (see FDF Header in 
12.7.7.2, “FDF File Structure”). If the header specifies a later 
version, or if this entry is absent, the document conforms to 
the version specified in the header. 
The value of this entry is a name object, not a number, and 
therefore shall be preceded by a slash character (/) when 
written in the FDF file (for example, /1.4). 

FDF dictionary (Required) The FDF dictionary for this file (see Table 243). 
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12.7.7.2.4 FDFトレーラー

FDFファイルのトレーラーは、すぐにファイルの本体内の重要なオブジェクトを検索し、読者を可能にします。ファイルの最後の行は、ファイルの終端マーカー、%% EOFが含まれています。このマーカーは、（<< ... >>）（）（3CHをLESS-THAN兆しを用いた二重角括弧で囲まれた一つ以上のキーと値のペアのシリーズに続くキーワードトレーラーからなる、FDFトレーラー辞書が先行されなければならないと大なり記号（3EH））。唯一必要なキーは、その値は、ファイルのカタログ辞書への間接参照である（表242を参照）ルート、です。トレーラーは、任意に、カタログ内から参照されるオブジェクトのための追加のエントリを含んでいてもよいです。

このように、トレーラーは、全体的な構造を有しています

12.7.7.3 FDFカタログ

12.7.7.3.1一般

FDFファイルのオブジェクト階層のルートノードは、ファイルのトレーラー辞書内のルートエントリによって位置カタログ辞書、（「FDFファイル構造」、12.7.7.2にFDFトレーラーを参照）です。表241に示すように、カタログ内の唯一必要なエントリはFDFです。その値は、順番にファイルの内容を記述した他のオブジェクトへの参照を含まなければならないFDF辞書（表243）、しなければなりません。カタログはまた、このFDFファイルが準拠するPDF仕様のバージョンを特定するオプションのバージョンのエントリが含まれていてもよいです。

キータイプ値

Rootdictionary（必須;間接参照しなければならない）、このFDFファイルのCatalogオブジェクト（12.7.7.3、「FDFカタログ」を参照してください）。

キータイプ値

Versionname（オプション; PDF 1.4）以降のファイルのヘッダで指定されたバージョンよりもFDF仕様のバージョンに、このFDFファイルが準拠（たとえば、1.4用）の場合（「FDFファイル構造」、12.7.7.2にFDFヘッダーを参照してください） 。ヘッダは、それ以降のバージョンを指定する場合、このエントリが存在しない場合、または、バージョンの文書の適合は、ヘッダで指定されました。このエントリの値は、名前オブジェクト、ではない数であり、FDFファイル（例えば、/1.4）で書かれた場合従ってスラッシュ（/）を付けなければなりません。
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Table 243 –  Entries in the FDF dictionary  

Key Type Value

F file specification (Optional) The source file or target file: the PDF document file 
that this FDF file was exported from or is intended to be 
imported into. 

ID array (Optional) An array of two byte strings constituting a file 
identifier (see 14.4, “File Identifiers”) for the source or target 
file designated by F, taken from the ID entry in the file’s trailer 
dictionary (see 7.5.5, “File Trailer”). 

Fields array (Optional) An array of FDF field dictionaries (see FDF Fields
in 12.7.7.3, “FDF Catalog”) describing the root fields (those 
with no ancestors in the field hierarchy) that shall be exported 
or imported. This entry and the Pages entry shall not both be 
present. 

Status PDFDocEncoded 
string

(Optional) A status string that shall be displayed indicating 
the result of an action, typically a submit-form action (see 
12.7.5.2, “Submit-Form Action”). The string shall be encoded 
with PDFDocEncoding. This entry and the Pages entry shall
not both be present. 

Pages array (Optional; PDF 1.3) An array of FDF page dictionaries (see 
FDF Pages in 12.7.7.3, “FDF Catalog”) describing pages that 
shall be added to a PDF target document. The Fields and 
Status entries shall not be present together with this entry. 

Encoding name (Optional; PDF 1.3) The encoding that shall be used for any 
FDF field value or option (V or Opt in the field dictionary; see 
Table 246) or field name that is a string and does not begin 
with the Unicode prefix U+FEFF.
Default value: PDFDocEncoding. 
Other allowed values include Shift_JIS, BigFive, GBK, 
UHC, utf_8, utf_16

Annots array (Optional; PDF 1.3) An array of FDF annotation dictionaries 
(see FDF Annotation Dictionaries in 12.7.7.3, “FDF Catalog”). 
The array may include annotations of any of the standard 
types listed in Table 169 except Link, Movie, Widget, 
PrinterMark, Screen, and TrapNet. 

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved459

PDF 32000-1：2008

キータイプ値

IDarray（オプション）ファイルのトレーラー辞書のIDのエントリから取得したFによって指定されたソースまたはターゲットファイルのファイル識別子を構成する2つのバイト文字列の配列（14.4、「ファイル識別子」を参照）、（「、7.5.5を参照してくださいファイルトレーラ」）。

エクスポートまたはインポートされなければならないFDFフィールド辞書のfieldsArrayに（オプション）配列（FDF Fieldsin 12.7.7.3、「FDFカタログ」を参照）ルートフィールドを記述する（フィールド階層内の無先祖を持つもの）。このエントリとページのエントリが両方存在してはなりません。

StatusPDFDocEncoded文字列（オプション）（「送信フォームアクション」、12.7.5.2を参照してください）一般的に提出するフォームをアクション、アクションの結果を示す表示されなければならない状況列。文字列はPDFDocEncodingで符号化されなければなりません。このエントリとページエントリshallnotの両方が存在します。

Pagesarray（オプション; PDF 1.3）FDFページ辞書の配列（12.7.7.3でFDFページ、「FDFカタログ」を参照してください）PDF対象文書に追加されなければならないページを記述する。フィールドとステータスのエントリは、このエントリに存在一緒にしてはなりません。

Encodingname（オプション; PDF 1.3）任意のFDFフィールド値またはオプションのために使用しなければならないエンコーディング、文字列で、Unicodeの接頭辞U +で始まっていないか、フィールド名（フィールド辞書のVまたはOPTは、表246を参照してください） FEFF.Default値：PDFDocEncoding。その他の許容値は、シフトJISを含め、BigFive、GBK、UHC、UTF_8、utf_16

Annotsarray（オプション; PDF 1.3）FDF注釈辞書の配列（「FDFカタログ」、12.7.7.3にFDF注釈辞書を参照してください）。配列は、リンク、動画、ウィジェット、PrinterMark、スクリーン、およびTrapNet除き、表169に記載されている標準的なタイプのいずれかの注釈を含めることができます。
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Embedded FDF files specified in the FDF dictionary’s EmbeddedFDFs entry may be encrypted. Besides the 
usual entries for an embedded file stream, the stream dictionary representing such an encrypted FDF file shall 
contain the additional entry shown in Table 244 to identify the revision number of the FDF encryption algorithm 
used to encrypt the file. Although the FDF encryption mechanism is separate from the one for PDF file 
encryption described in 7.6, “Encryption,” revision 1 (the only one defined) uses a similar RC4 encryption 
algorithm based on a 40-bit encryption key. The key shall be computed by means of an MD5 hash, using a 
padded user-supplied password as input. The computation shall be identical to steps (a) and (b) of the 
"Algorithm 2: Computing an encryption key" in 7.6.3.3, "Encryption Key Algorithm"; the first 5 bytes of the result 
shall be the encryption key for the embedded FDF file. 

The JavaScript entry in the FDF dictionary holds a JavaScript dictionary containing JavaScript scripts that 
shall be defined globally at the document level, rather than associated with individual fields. The dictionary may 
contain scripts defining JavaScript functions for use by other scripts in the document, as well as scripts that 
shall be executed immediately before and after the FDF file is imported. Table 245 shows the contents of this 
dictionary. 

Differences stream (Optional; PDF 1.4) A stream containing all the bytes in all 
incremental updates made to the underlying PDF document 
since it was opened (see 7.5.6, “Incremental Updates”). If a 
submit-form action submitting the document to a remote 
server as FDF has its IncludeAppendSaves flag set (see 
12.7.5.2, “Submit-Form Action”), the contents of this stream 
shall be included in the submission. This allows any digital 
signatures (see 12.8, “Digital Signatures”) to be transmitted 
to the server. An incremental update shall be automatically 
performed just before the submission takes place, in order to 
capture all changes made to the document. 
The submission shall include the full set of incremental 
updates back to the time the document was first opened, 
even if some of them may already have been included in 
intervening submissions. 

Although a Fields or Annots entry (or both) may be present 
along with Differences, there is no requirement that their 
contents will be consistent with each other. In particular, if 
Differences contains a digital signature, only the values of 
the form fields given in the Differences stream shall be 
considered trustworthy under that signature. 

Target string (Optional; PDF 1.4) The name of a browser frame in which 
the underlying PDF document shall be opened. This mimics 
the behaviour of the target attribute in HTML < href > tags. 

EmbeddedFDFs array (Optional; PDF 1.4) An array of file specifications (see 7.11, 
“File Specifications”) representing other FDF files embedded 
within this one (7.11.4, “Embedded File Streams”). 

JavaScript dictionary (Optional; PDF 1.4) A JavaScript dictionary (see Table 245) 
defining document-level JavaScript scripts. 

Table 244 –  Additional entry in an embedded file stream dictionary for an encrypted FDF file  

Key Type Value

EncryptionRevision integer (Required if the FDF file is encrypted; PDF 1.4) The revision number of 
the FDF encryption algorithm used to encrypt the file. This value shall 
be defined at the time of publication is 1. 

Table 243 –  Entries in the FDF dictionary  (continued)

Key Type Value
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組み込みFDFはFDF辞書のEmbeddedFDFsエントリに指定されたファイルは暗号化されてもよいです。埋め込まれたファイルストリームのための通常のエントリに加えて、そのような暗号化されたFDFファイルを表すストリーム辞書は、ファイルを暗号化するために使用されるFDF暗号化アルゴリズムのリビジョン番号を識別するために、表244に示す追加のエントリを含まなければなりません。 FDF暗号化機構は7.6で説明したPDFファイルの暗号化とは別であるが、「暗号化」、改訂1（定義された唯一のもの）は、40ビットの暗号鍵に基づいて、同様のRC4暗号化アルゴリズムを使用します。キーは、入力としてパディングされたユーザが入力したパスワードを使用して、MD5ハッシュを用いて計算されなければなりません。計算は（）および（B）の工程と同じでなければならない「アルゴリズム2：暗号化キーを計算」7.6.3.3で、「暗号化キーアルゴリズム」。結果の最初の5つのバイトが埋め込まれたFDFファイルの暗号化キーでなければなりません。

FDF辞書のJavaScriptのエントリは、個々のフィールドに関連付けられているのではなく、ドキュメントレベルでグローバルに定義されなければならないJavaScriptのスクリプトを含むJavaScriptの辞書を保持しています。辞書は、ドキュメント内の他のスクリプトで使用するためのJavaScript関数を定義するスクリプトだけでなく、FDFファイルをインポートする前と直後に実行されなければならないスクリプトが含まれていてもよいです。表245に示し、この辞書の内容。

Differencesstream（オプション; PDF 1.4）、それが開かれてから基本となるPDF文書に対して行われたすべての増分更新のすべてのバイトを含むストリームは（7.5.6、「増分更新」を参照します）。 FDFは、そのIncludeAppendSavesフラグがセットされているとして提出し、フォームアクションは、リモートサーバーに文書を提出した場合（12.7.5.2、「送信フォームアクション」を参照）、このストリームの内容は、提出に含めなければなりません。これは、サーバーに送信する（12.8、「デジタル署名」を参照）、任意のデジタル署名を可能にします。増分更新を自動的に提出が文書に対して行われたすべての変更を取得するために、場所を取る直前に実行されなければなりません。提出は戻ってそれらのいくつかは、すでに提出を介在に含まれている可能性があり場合でも、文書を最初に、開かれた時間の増分更新のフルセットを含まなければなりません。

フィールドまたはAnnotsエントリ（または両方）の相違と共に存在してもよいが、その内容が互いに一致するであろうことを必要はありません。相違点は、デジタル署名が含まれている場合、特に、相違ストリームで与えられたフォームフィールドの値のみがその署名の下で信頼できるとみなされなければなりません。

EmbeddedFDFsarray（オプション; PDF 1.4）この1内に埋め込まれ、他のFDFファイルを表すファイル仕様の配列（7.11、「ファイル仕様」を参照）（7.11.4、「埋め込みファイルストリーム」）。

キータイプ値

表243  -  FDF辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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12.7.7.3.2 FDF Fields

Each field in an FDF file shall be described by an FDF field dictionary. Table 246 shows the contents of this type 
of dictionary. Most of the entries have the same form and meaning as the corresponding entries in a field 
dictionary (Table 220, Table 222, Table 229, and Table 231) or a widget annotation dictionary (Table 168 and 
Table 188). Unless otherwise indicated in the table, importing a field causes the values of the entries in the FDF 
field dictionary to replace those of the corresponding entries in the field with the same fully qualified name in the 
target document. 

Table 245 –  Entries in the JavaScript dictionary  

Key Type Value

Before text string or 
text stream

(Optional) A text string or text stream containing a JavaScript script 
that shall be executed just before the FDF file is imported. 

After text string or 
text stream

(Optional) A text string or text stream containing a JavaScript script 
that shall be executed just after the FDF file is imported. 

AfterPermsReady text string or 
text stream

(Optional; PDF 1.6) A text string or text stream containing a 
JavaScript script that shall be executed after the FDF file is 
imported and the usage rights in the PDF document have been 
determined (see 12.8.2.3, “UR”). 
Verification of usage rights requires the entire file to be present, in 
which case execution of this script shall be deferred until that 
requirement is met. 

Doc array (Optional) An array defining additional JavaScript scripts that shall 
be added to those defined in the JavaScript entry of the 
document’s name dictionary (see 7.7.4, “Name Dictionary”). The 
array shall contain an even number of elements, organized in pairs. 
The first element of each pair shall be a name and the second shall 
be a text string or text stream defining the script corresponding to 
that name. Each of the defined scripts shall be added to those 
already defined in the name dictionary and shall then be executed 
before the script defined in the Before entry is executed. 
NOTE As described in 12.6.4.16, “JavaScript Actions,” these 

scripts are used to define JavaScript functions for use 
by other scripts in the document. 

Table 246 –  Entries in an FDF field dictionary  

Key Type Value

Kids array (Optional) An array containing the immediate children of this field. 
Unlike the children of fields in a PDF file, which shall be specified as indirect 
object references, those of an FDF field may be either direct or indirect objects. 

T text string (Required) The partial field name (see 12.7.3.2, “Field Names”). 

V (various) (Optional) The field’s value, whose format varies depending on the field type; 
see the descriptions of individual field types in 12.7.4, “Field Types” for further 
information. 

Ff integer (Optional) A set of flags specifying various characteristics of the field (see 
Table 221, Table 226, Table 228, and Table 230). When imported into an 
interactive form, the value of this entry shall replace that of the Ff entry in the 
form’s corresponding field dictionary. If this field is present, the SetFf and ClrFf
entries, if any, shall be ignored. 

SetFf integer (Optional) A set of flags to be set (turned on) in the Ff entry of the form’s 
corresponding field dictionary. Bits equal to 1 in SetFf shall cause the 
corresponding bits in Ff to be set to 1. This entry shall be ignored if an Ff entry 
is present in the FDF field dictionary. 
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12.7.7.3.2 FDFフィールド

FDFファイルの各フィールドは、FDFフィールド辞書で記述されなければなりません。表246に示した辞書のこのタイプの内容。エントリのほとんどが同じフォームフィールド辞書内の対応するエントリ（表220、表222、表229および表231）またはウィジェット注釈辞書（表168および表188）としての意味を有します。それ以外の場合は表に示されていない限り、フィールドをインポートすることはFDFフィールド辞書内のエントリの値がターゲット文書内の同じ完全修飾名をフィールドに対応するエントリのそれに取って代わるようになります。

キータイプ値

AfterPermsReadytext文字列またはテキストストリーム（オプション; PDF 1.6）テキスト文字列またはFDFファイルをインポートすると、PDF文書内の使用権が決定された後に実行されなければならないJavaScriptのスクリプトを含むテキスト・ストリームは（12.8.2.3、「URを参照します「）。使用権の検証は、その要件が満たされるまで、このスクリプトの場合、実行が延期されなければならないここで、存在するファイル全体が必要です。

Docarray（オプション）文書の名前辞書のJavaScriptのエントリで定義されたものに追加されなければならない追加のJavaScriptスクリプトを定義する配列（「名辞典」、7.7.4を参照してください）。配列はペアで編成偶数個の要素を含むものとします。各ペアの最初の要素は、名前でなければならず、第二には、その名前に対応するスクリプトを定義するテキスト・ストリングまたはテキストストリームでなければなりません。定義されたスクリプトはそれぞれ、すでに名前辞書に定義されたものに追加されなければならないと前のエントリで定義されたスクリプトが実行される前に実行されなければなりません。 NOTE 12.6.4.16で説明したように、「JavaScriptのアクション、」これらのスクリプトは、ドキュメント内の他のスクリプトで使用するためにJavaScript関数を定義するために使用されています。

キータイプ値

Kidsarray（オプション）このフィールドのすぐ下の子を含む配列。間接的なオブジェクト参照として指定されなければならないPDFファイル、内のフィールドの子どもたちとは違って、FDFフィールドのものは、直接的または間接的のいずれかのオブジェクトかもしれません。

Ttext文字列（必須）部分フィールド名（12.7.3.2、「フィールド名」を参照してください）。

そのフォーマットフィールドのタイプに応じて変化V（各種）（オプション）フィールドの値、。詳細については、「フィールドタイプ」、12.7.4に個々のフィールドタイプの説明を参照してください。

Ffinteger（オプション）フィールドの様々な特性を指定するフラグのセット（表221、表226、表228および表230を参照のこと）。インタラクティブフォームにインポートすると、このエントリの値は、フォームの対応するフィールド辞書内のFFエントリのものと置き換えるものとします。このフィールドは、SetFfとClrFfentries存在する場合は、いずれかの場合、無視されなければなりません。
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ClrFf integer (Optional) A set of flags to be cleared (turned off) in the Ff entry of the form’s 
corresponding field dictionary. Bits equal to 1 in ClrFf shall cause the 
corresponding bits in Ff to be set to 0. If a SetFf entry is also present in the 
FDF field dictionary, it shall be applied before this entry. This entry shall be
ignored if an Ff entry is present in the FDF field dictionary. 

F integer (Optional) A set of flags specifying various characteristics of the field’s widget 
annotation (see 12.5.3, “Annotation Flags”). When imported into an interactive 
form, the value of this entry shall replace that of the F entry in the form’s 
corresponding annotation dictionary. If this field is present, the SetF and ClrF
entries, if any, shall be ignored. 

SetF integer (Optional) A set of flags to be set (turned on) in the F entry of the form’s 
corresponding widget annotation dictionary. Bits equal to 1 in SetF shall cause 
the corresponding bits in F to be set to 1. This entry shall be ignored if an F
entry is present in the FDF field dictionary. 

ClrF integer (Optional) A set of flags to be cleared (turned off) in the F entry of the form’s 
corresponding widget annotation dictionary. Bits equal to 1 in ClrF shall cause 
the corresponding bits in F to be set to 0. If a SetF entry is also present in the 
FDF field dictionary, it shall be applied before this entry. This entry shall be
ignored if an F entry is present in the FDF field dictionary. 

AP dictionary (Optional) An appearance dictionary specifying the appearance of a 
pushbutton field (see Pushbuttons in 12.7.4.2, “Button Fields”). The 
appearance dictionary’s contents are as shown in Table 168, except that the 
values of the N, R, and D entries shall all be streams. 

APRef dictionary (Optional; PDF 1.3) A dictionary holding references to external PDF files 
containing the pages to use for the appearances of a pushbutton field. This 
dictionary is similar to an appearance dictionary (see Table 168), except that 
the values of the N, R, and D entries shall all be named page reference 
dictionaries (Table 250). This entry shall be ignored if an AP entry is present. 

IF dictionary (Optional; PDF 1.3; button fields only) An icon fit dictionary (see Table 247) 
specifying how to display a button field’s icon within the annotation rectangle of 
its widget annotation. 

Opt array (Required; choice fields only) An array of options that shall be presented to the 
user. Each element of the array shall take one of two forms: 
A text string representing one of the available options 
A two-element array consisting of a text string representing one of the available 
options and a default appearance string for constructing the item’s appearance 
dynamically at viewing time (see 12.7.3.3, “Variable Text”). 

A dictionary (Optional) An action that shall be performed when this field’s widget annotation 
is activated (see 12.6, “Actions”). 

AA dictionary (Optional) An additional-actions dictionary defining the field’s behaviour in 
response to various trigger events (see 12.6.3, “Trigger Events”). 

RV text string or 
text stream

(Optional; PDF 1.5) A rich text string, as described in 12.7.3.4, “Rich Text 
Strings.”

Table 246 –  Entries in an FDF field dictionary  (continued)

Key Type Value
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ClrFfinteger（オプション）フォームの該当フィールド辞書のFfのエントリでクリアするためのフラグのセット（オフ）。ビットSetFfエントリもFDFフィールド辞書に存在する場合Ffとの対応するビットが0に設定させるものとし、それはこのエントリの前に適用されなければならないClrFfに1に等しいです。 Ffのエントリは、FDFフィールド辞書に存在している場合は、このエントリはbeignoredばなりません。

Finteger（オプション）フィールドのウィジェットの注釈のさまざまな特性を指定するフラグのセット（12.5.3、「注釈フラグ」を参照）。インタラクティブフォームにインポートすると、このエントリの値は、フォームの対応する注釈辞書のFエントリのそれに取って代わるものとします。このフィールドが存在する場合、SETFとClrFentriesは、もしあれば、無視されなければなりません。

ClrFinteger（オプション）フォームの対応するウィジェット注釈辞書のFエントリでクリアするためのフラグのセット（オフ）。ビットはSETFエントリもFDFフィールド辞書に存在する場合、Fの対応するビットが0に設定させるものとし、それはこのエントリの前に適用されなければならないCLRF 1に等しいです。 FエントリはFDFフィールド辞書に存在している場合は、このエントリはbeignoredばなりません。

APdictionary（オプション）プッシュボタンフィールドの外観を指定する外観辞書（「ボタンフィールド」、12.7.4.2にプッシュボタンを参照してください）。 N、Rの値、及びDエントリがすべてのストリームでなければならないことを除いて、表168に示すように、外観辞書の内容です。

APRefdictionary（オプション; PDF 1.3）プッシュボタンフィールドの出現のために使用するページを含む外部のPDFファイルへの辞書保持参照。この辞書は、外観辞書に類似している（表168を参照）、それ以外はNの値、R、及びDのエントリは、すべてのページ参照辞書（表250）と命名されなければなりません。 APエントリが存在する場合、このエントリは無視されなければなりません。

Optarray（必須;唯一の選択肢フィールド）ユーザに提示されなければならないオプションの配列。配列の各要素は、2つの形式のいずれか取らなければならない：Aのテキスト文字列は、2要素の配列は、使用可能なオプションの1つを表すテキスト文字列と表示時に動的に項目の外観を構築するためのデフォルトの外観の文字列からなる利用可能なオプションの1つを表します時間（12.7.3.3、「可変テキスト」を参照してください）。

Adictionary（オプション）このフィールドのウィジェット注釈が活性化されたときに実行されなければならないアクション（12.6、「アクション」を参照してください）。

AAdictionary（オプション）の追加 - アクションは、様々なトリガイベントに応答して、フィールドの動作を定義する辞典（12.6.3、「トリガーイベント」を参照してください）。

RVtext文字列またはテキストストリーム（オプション; PDF 1.5）、12.7.3.4で説明したようにリッチテキスト文字列を、「リッチテキスト文字列を。」

表246  -  FDFフィールド辞書のエントリ（続き）

キータイプ値



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 463

PDF 32000-1:2008

In an FDF field dictionary representing a button field, the optional IF entry holds an icon fit dictionary (PDF 1.3)
specifying how to display the button’s icon within the annotation rectangle of its widget annotation. Table 247
shows the contents of this type of dictionary. 

12.7.7.3.3 FDF Pages

The optional Pages field in an FDF dictionary (see Table 243) shall contain an array of FDF page dictionaries 
(PDF 1.3) describing new pages that shall be added to the target document. Table 248 shows the contents of 
this type of dictionary. 

An FDF template dictionary shall contain information describing a named page that serves as a template. 
Table 249 shows the contents of this type of dictionary. 

Table 247 –  Entries in an icon fit dictionary  

Key Type Value

SW name (Optional) The circumstances under which the icon shall be scaled inside the 
annotation rectangle: 
A Always scale. 
B Scale only when the icon is bigger than the annotation rectangle. 
S Scale only when the icon is smaller than the annotation rectangle. 
N Never scale. 
Default value: A. 

S name (Optional) The type of scaling that shall be used: 
A Anamorphic scaling: Scale the icon to fill the annotation rectangle exactly, 
without regard to its original aspect ratio (ratio of width to height). 
P Proportional scaling: Scale the icon to fit the width or height of the annotation 
rectangle while maintaining the icon’s original aspect ratio. If the required 
horizontal and vertical scaling factors are different, use the smaller of the two, 
centering the icon within the annotation rectangle in the other dimension. 
Default value: P. 

A array (Optional) An array of two numbers that shall be between 0.0 and 1.0 indicating 
the fraction of leftover space to allocate at the left and bottom of the icon. A value 
of [ 0.0 0.0 ] shall position the icon at the bottom-left corner of the annotation 
rectangle. A value of [ 0.5 0.5 ] shall center it within the rectangle. This entry shall 
be used only if the icon is scaled proportionally. Default value: [ 0.5 0.5 ]. 

FB boolean (Optional; PDF 1.5) If true, indicates that the button appearance shall be scaled 
to fit fully within the bounds of the annotation without taking into consideration the 
line width of the border. Default value: false.

Table 248 –  Entries in an FDF page dictionary  

Key Type Value

Templates array (Required) An array of FDF template dictionaries (see Table 249) that 
shall describe the named pages that serve as templates on the page. 

Info dictionary (Optional) An FDF page information dictionary that shall contain
additional information about the page. 
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ボタンフィールドを表すFDFフィールド辞書では、オプションのエントリは、そのウィジェットの注釈の注釈矩形内のボタンのアイコンを表示する方法を指定するアイコンフィット辞書（PDF 1.3）を保持している場合。表は、辞書のこのタイプのコンテンツを247shows。

12.7.7.3.3 FDFページ

キータイプ値

SNAME（オプション）を使用しなければならないスケーリングの種類：Aアナモルフィックスケーリング：元のアスペクト比（高さに対する幅の比）によらず、正確に注釈長方形を充填するアイコンをスケール。 P比例スケーリング：アイコンの元の縦横比を維持しながら、注釈矩形の幅または高さに合わせてアイコンをスケール。必要な水平および垂直スケーリング係数が異なる場合は、他の次元における注釈矩形内のアイコンを中心二つの小さい方を使用します。デフォルト値：P.

FBboolean（オプション; PDF 1.5）trueの場合は、ボタンの外観を考慮に国境の線幅を取ることなく、注釈の境界内に完全に収まるようにスケーリングされなければならないことを示しています。デフォルト値：falseを。

キータイプ値
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NOTE The names of fields imported from a template can sometimes conflict with those of existing fields in the target 
document. This can occur, for example, if the same template page is imported more than once or if two 
different templates have fields with the same names. 

The Rename flag does not define a renaming algorithm (see Annex J). 

The TRef entry in an FDF template dictionary shall hold a named page reference dictionary that shall describe 
the location of external templates or page elements. Table 250 shows the contents of this type of dictionary. 

12.7.7.3.4 FDF Annotation Dictionaries

Each annotation dictionary in an FDF file shall have a Page entry (see Table 251) that shall indicate the page of 
the source document to which the annotation is attached. 

12.7.8 XFA Forms

PDF 1.5 introduces support for interactive forms based on the Adobe XML Forms Architecture (XFA). The XFA
entry in the interactive forms dictionary (see Table 218) specifies an XFA resource, which shall be an XML 
stream that contains the form information. The format of an XFA resource is described in the XML Data 
Package (XDP) Specification (see the Bibliography).

The XFA entry shall be either a stream containing the entire XFA resource or an array specifying individual 
packets that together make up the XFA resource. The resource includes but is not limited to the following 
information:

• The form template (specified in the template packet), which describes the characteristics of the form, 
including its fields, calculations, validations, and formatting. The XML Template Specification describes the 
architecture of a form template (see Bibliography). 

Table 249 –  Entries in an FDF template dictionary  

Key Type Value

TRef dictionary (Required) A named page reference dictionary (see Table 250) that shall 
specify the location of the template. 

Fields array (Optional) An array of references to FDF field dictionaries (see Table 246) 
describing the root fields that shall be imported (those with no ancestors 
in the field hierarchy). 

Rename boolean (Optional) A flag that shall specify whether fields imported from the 
template shall be renamed in the event of name conflicts with existing 
fields; see the Note in this sub-clause for further discussion. Default 
value: true. 

Table 250 –  Entries in an FDF named page reference dictionary  

Key Type Value

Name string (Required) The name of the referenced page. 

F file specification (Optional) The file containing the named page. If this entry is absent, it 
shall be assumed that the page resides in the associated PDF file. 

Table 251 –  Additional entry for annotation dictionaries in an FDF file  

Key Type Value

Page integer (Required for annotations in FDF files) The ordinal page number on 
which this annotation shall appear, where page 0 is the first page. 
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注テンプレートからインポートフィールドの名前は時々ターゲットドキュメント内の既存のフィールドのそれらと競合することができます。同じテンプレートページが複数回インポートされた場合、これは、例えば、発生する可能性がありますまたは2つの異なるテンプレートは、同じ名前のフィールドを持っている場合。

12.7.7.3.4 FDF注釈辞書

12.7.8 XFAフォーム

アドビXMLに基づくインタラクティブフォームについてPDF 1.5が導入サポートは、アーキテクチャ（XFA）を形成します。インタラクティブフォーム辞書内XFAentry（表218参照）、フォーム情報を含むXMLストリームでなければならないXFAリソースを、指定します。 XFAリソースのフォーマットは、XMLデータパッケージ（XDP）仕様（参考文献を参照）に記載されています。

XFAエントリは、全体XFAリソースまたは一緒にXFAリソースを構成する個々のパケットを指定する配列を含有する流れのいずれかでなければなりません。リソースが含まれますが、以下の情報に限定されるものではありません。

•そのフィールド、計算、検証、およびフォーマットを含む、フォームの特性を記述する（テンプレート・パケットで指定された）フォームテンプレートは、。 XMLテンプレートの仕様は、フォームテンプレート（参考文献を参照）のアーキテクチャについて説明します。

キータイプ値

キータイプ値

Ffile仕様（オプション）というページを含むファイル。このエントリが存在しない場合は、関連するPDFファイル内のページが存在することが想定されなければなりません。

キータイプ値

Pageintegerは、ページ0が最初のページで、この注釈が表示されるものとする上で序ページ番号、（FDFファイル内の注釈に必要です）。
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• The data (specified in the datasets packet), which represents the state of the form 

• The configuration information (specified in the config packet), which shall be used to properly process the 
form template and associated data. Configuration information shall be formatted as described in the XML 
Configuration Specification (see Bibliography). 

A packet is a pair of a string and stream. The string contains the name of the XML element and the stream 
contains the complete text of this XML element. Each packet represents a complete XML element, with the 
exception of the first and last packet, which specify begin and end tags for the xdp:xdp element (see EXAMPLE 
1 in this sub-clause).

EXAMPLE 1 This example shows the XFA entry consisting of an array of packets.  
 
1 0 obj XFA entry in interactive form dictionary 

<< /XFA [(xdp:xdp) 10 0 R XFA resource specified as individual packets 
(template) 11 0 R 
(datasets) 12 0 R 
(config) 13 0 R 
(/xdp:xdp) 14 0 R ] 

>> 
endobj 
10 0 obj 

stream 
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/"> 

endstream 
 
11 0 obj 

stream 
<template xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-template/2.4/"> 
...remaining contents of template packet... 
</template> 

endstream 
 
12 0 obj 

stream 
<xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"> 
...contents of datasets packet... 
</xfa:datasets> 

endstream 
 
13 0 obj 

stream 
<config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/1.0/"> 
...contents of config node of XFA Data Package... 
<config> 

endstream 
 
14 0 obj 

stream 
</xdp:xdp> 

endstream

EXAMPLE 2 The following example shows the same entry specified as a stream. 
 
1 0 obj XFA entry in interactive form dictionary 

<< /XFA 10 0 R >> 
endobj 
 
10 0 obj 

stream 
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/"> 
<template xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-template/2.4/"> 
...remaining contents of template packet... 
</template> 
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•フォームの状態を表す（データセットパケットに指定された）データ、

•正しくフォームテンプレートと関連付けられたデータを処理するために使用されなければならない（設定パケットで指定された）構成情報。 XMLコンフィギュレーション仕様（参考文献を参照）で説明したように構成情報はフォーマットされなければなりません。

パケットは、文字列とストリームのペアです。文字列は、XML要素の名前が含まれていると、ストリームは、このXML要素の完全なテキストが含まれています。各パケットは、XDPための開始タグと終了タグを指定し、最初と最後のパケットを除いて、完全なXML要素を表す：XDP要素（このサブ節の実施例1を参照のこと）。

実施例1この実施例は、パケットの配列からなるXFAエントリを示しています。対話形式辞書で1 0がobj XFAエントリ<< / XFA [（XDP：XDP）個々のパケット（テンプレート）11 0 R（データセット）12 0 R（設定）13 0 R（として指定された10 0 R XFAリソース/ XDP。 XDP）14 0 R]は>> 10 0 OBJストリームをendobj <：XDPのxmlns：XDP XDP = "http://ns.adobe.com/xdp/"> 11 0 OBJストリーム<テンプレートのxmlns = "HTTP endstream：//をhttp：// WWW www.xfa.org/schema/xfa-template/2.4 / "：：データセットのxmlns XFA =テンプレートパケット... </テンプレート> endstream 12 0 OBJストリーム<XFAの> ...残りの内容" .xfa.org /スキーマ/ XFAデータ/ 1.0 / "> ...データセットパケット... </ XFAの内容：データセット> endstream 13 0 OBJストリーム<設定のxmlns =" http://www.xfa.org /schema/xci/1.0 / "> ... XFAデータパッケージのconfigノードの内容... <設定> endstream 14 0 OBJストリーム</ XDP：XDP> endstream

実施例2The次の例が示すストリームとして指定したものと同じエントリ。 <テンプレートのxmlns =対話形式辞書<< / XFA 10 0 R >>でXFAエントリOBJ 1 0 <：XDPのxmlns XDP = "http://ns.adobe.com/xdp/" XDP> 10 0 OBJストリームをendobjテンプレートパケット... </テンプレート>の "http://www.xfa.org/schema/xfa-template/2.4/"> ...残りの内容
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<xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"> 
...contents of datasets packet... 
</xfa:datasets> 
<config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/1.0/"> 
...contents of config node of XFA Data Package... 
<config> 
</xdp:xdp> 

endstream 
endobj

When an XFA entry is present in an interactive form dictionary, the XFA resource provides information about 
the form; in particular, all form-related events such as calculations and validations. The other entries in the 
interactive form dictionary shall be consistent with the information in the XFA resource. When creating or 
modifying a PDF file with an XFA resource, a conforming writer shall follow these rules:

• PDF interactive form field objects shall be present for each field specified in the XFA resource. The XFA 
field values shall be consistent with the corresponding V entries of the PDF field objects.

• The XFA Scripting Object Model (SOM) specifies a naming convention that shall be used to connect 
interactive form field names with field names in the XFA resource. Information about this model is available 
in the XFA Specification, version 2.5 (see the Bibliography). 

• No A or AA entries (see Table 164) shall be present in the annotation dictionaries of fields that also have 
actions specified by the XFA resource. 

12.8 Digital Signatures

12.8.1 General

A digital signature (PDF 1.3) may be used to authenticate the identity of a user and the document’s contents. It 
stores information about the signer and the state of the document when it was signed. The signature may be 
purely mathematical, such as a public/private-key encrypted document digest, or it may be a biometric form of 
identification, such as a handwritten signature, fingerprint, or retinal scan. The specific form of authentication 
used shall be implemented by a special software module called a signature handler. Signature handlers shall 
be identified in accordance with the rules defined in Annex E.

Digital signatures in ISO 32000 currently support two activities: adding a digital signature to a document and 
later checking that signature for validity. Revocation information is a signed attribute, which means that the 
signing software must capture the revocation information before signing. A similar requirement applies to the 
chain of certificates. The signing software must capture and validate the certificate's chain before signing.

Signature information shall be contained in a signature dictionary, whose entries are listed in Table 252. 
Signature handlers may use or omit those entries that are marked optional in the table but should use them in a 
standard way if they are used at all. In addition, signature handlers may add private entries of their own. To 
avoid name duplication, the keys for all such private entries shall be prefixed with the registered handler name 
followed by a PERIOD (2Eh).

Signatures shall be created by computing a digest of the data (or part of the data) in a document, and storing 
the digest in the document. To verify the signature, the digest shall be re-computed and compared with the one 
stored in the document. Differences in the digest values indicate that modifications have been made since the 
document was signed. 

There are two defined techniques for computing a digital signature of the contents of all or part of a PDF file:

• A byte range digest shall be computed over a range of bytes in the file, that shall be indicated by the 
ByteRange entry in the signature dictionary. This range should be the entire file, including the signature 
dictionary but excluding the signature value itself (the Contents entry). Other ranges may be used but 
since they do not check for all changes to the document, their use is not recommended. When a byte 
range digest is present, all values in the signature dictionary shall be direct objects. 
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<XFA：データセットのxmlns：XFA = "http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"> ...内容のデータセットパケット... </ XFA：データセット>の<configのxmlns =」 http://www.xfa.org/schema/xci/1.0/ "> ... XFAデータパッケージのconfigノードの内容... <設定> </ XDP：XDP> endstream endobj

XFAエントリが対話形式辞書に存在する場合、XFAリソースは、フォームに関する情報を提供します。特に、このような計算や検証などのすべてのフォームに関連するイベント。インタラクティブフォーム辞書内の他のエントリはXFAリソースの情報と一致しなければなりません。 XFAリソースでPDFファイルを作成または変更する場合、適合するライターはこれらの規則に従わなければなりません。

•PDFインタラクティブフォームフィールドオブジェクトは、XFAリソースに指定された各フィールドの存在しなければなりません。 XFAフィールドの値は、PDFのフィールドオブジェクトの対応するVエントリと一致しなければなりません。

•XFAスクリプトオブジェクトモデル（SOM）は、XFAリソースのフィールド名を持つインタラクティブフォームフィールド名を接続するために使用されるものと命名規則を指定します。このモデルに関する情報はXFA仕様、バージョン2.5（参考文献を参照）で利用可能です。

12.8デジタル署名

12.8.1一般的な

デジタル署名（PDF 1.3）は、ユーザと文書の内容の同一性を認証するために使用されてもよいです。それが署名されたときには、署名者と文書の状態に関する情報を格納します。署名は、公開鍵/秘密鍵暗号化文書ダイジェストなど、純粋に数学的であってもよく、またはそれは、手書きの署名、指紋、又は網膜スキャンなどの識別、の生体形態であってもよいです。使用される認証の具体的な形態は、署名ハンドラと呼ばれる特別なソフトウェアモジュールによって実施されなければなりません。署名ハンドラは、付属書Eに定義されたルールに従って同定されなければなりません

ドキュメントにデジタル署名を追加すると、後で有効性のためにその署名をチェック：ISO 32000におけるデジタル署名は現在、2つの活動を支援しています。失効情報は、署名ソフトウェアが署名する前に失効情報を取得しなければならないことを意味署名属性、です。同様の要件は、証明書のチェーンに適用されます。署名ソフトウェアは、署名する前に、証明書のチェーンをキャプチャし、検証する必要があります。

署名情報は、そのエントリを表252署名ハンドラに記載されている使用またはテーブル内の任意マークされているが、それらは全てで使用される場合、標準的な方法でそれらを使用する必要があり、それらのエントリを省略してもよい署名辞書に含まれるものとします。また、署名ハンドラは、自分のプライベートなエントリを追加することがあります。名前の重複を避けるために、このようなすべてのプライベートのエントリのための鍵は、期間（2EH）に続いて登録されたハンドラ名を接頭辞されなければなりません。

署名は、文書内のデータのダイジェスト（または、データの一部）を計算し、文書ダイジェスト格納することによって作成されなければなりません。署名を検証するために、ダイジェストは、再計算され、ドキュメントに格納されているものと比較されなければなりません。ダイジェスト値の差は、文書が署名されたので、修正が行われていることを示しています。

PDFファイルの全部または一部の内容のデジタル署名を計算するための2つの定義された技術があります。

•ダイジェストレンジバイトは、署名辞書内のバイトレンジのエントリによって示されなければならないファイルのバイト範囲にわたって計算されなければなりません。この範囲は、署名辞書を含むが署名値そのもの（コンテンツエントリ）を除く、ファイル全体であるべきです。他の範囲を使用することができるが、それらは、ドキュメントに対するすべての変更をチェックしないので、その使用は推奨されません。バイト範囲のダイジェストが存在する場合、署名辞書内のすべての値は、直接オブジェクトでなければなりません。
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• Additionally, modification detection may be specified by a signature reference dictionary. The 
TransformMethod entry shall specify the general method for modification detection, and the 
TransformParams entry shall specify the variable portions of the method.

A PDF document may contain the following standard types of signatures: 

• One or more approval signatures. These signatures appear in signature form fields (see 12.7.4.5, 
“Signature Fields”). The signature dictionary corresponding to each signature shall be the value of the form 
field (as specified by its V entry). The signature dictionary shall contain a ByteRange entry representing a 
byte range digest, as described previously. A signature shall be validated by recomputing the digest and 
comparing it with the one stored in the signature. 

NOTE 1 If a signed document is modified and saved by incremental update (see 7.5.6, “Incremental Updates”), the data 
corresponding to the byte range of the original signature is preserved. Therefore, if the signature is valid, it is 
possible to recreate the state of the document as it existed at the time of signing.

• At most one certification signature (PDF 1.5). The signature dictionary of a certification signature shall be 
the value of a signature field and shall contain a ByteRange entry. It may also be referenced from the 
DocMDP entry in the permissions dictionary (see 12.8.4, “Permissions”). The signature dictionary shall 
contain a signature reference dictionary (see Table 253) that has a DocMDP transform method. See 
12.8.2.2, “DocMDP” for information on how these signatures shall be created and validated. 
 
A signature dictionary for a certification or approval signature may also have a signature reference 
dictionary with a FieldMDP transform method; see 12.8.2.4, “FieldMDP.”

• At most two usage rights signatures (PDF 1.5). Its signature dictionary shall be referenced from the UR3
(PDF 1.6) entry in the permissions dictionary, whose entries are listed in Table 258, (not from a signature 
field). The signature dictionary shall contain a Reference entry whose value is a signature reference 
dictionary that has a UR transform method. See 12.8.2.3, “UR” for information on how these signatures 
shall be created and validated.

Table 252 –  Entries in a signature dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be Sig for a signature dictionary. 

Filter name (Required; inheritable) The name of the preferred signature handler to 
use when validating this signature. If the Prop_Build entry is not 
present, it shall be also the name of the signature handler that was 
used to create the signature. If Prop_Build is present, it may be used 
to determine the name of the handler that created the signature (which 
is typically the same as Filter but is not needed to be). A conforming 
reader may substitute a different handler when verifying the signature, 
as long as it supports the specified SubFilter format. Example 
signature handlers are Adobe.PPKLite, Entrust.PPKEF, CICI.SignIt, 
and VeriSign.PPKVS. The name of the filter (i.e. signature handler) 
shall be identified in accordance with the rules defined in Annex E.

SubFilter name (Optional) A name that describes the encoding of the signature value 
and key information in the signature dictionary. A conforming reader 
may use any handler that supports this format to validate the 
signature. 
(PDF 1.6) The following values for public-key cryptographic signatures 
shall be used: adbe.x509.rsa_sha1, adbe.pkcs7.detached, and 
adbe.pkcs7.sha1 (see 12.8.3, “Signature Interoperability”). Other 
values may be defined by developers, and when used, shall be 
prefixed with the registered developer identification. All prefix names 
shall be registered (see Annex E). The prefix “adbe” has been 
registered by Adobe Systems and the three subfilter names listed 
above and defined in 12.8.3, “Signature Interoperability“ may be used 
by any developer.
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•また、変更検出は、署名基準辞書によって特定されてもよいです。 TransformMethodエントリは、変更検出のための一般的な方法を規定しなければならない、とTransformParamsエントリは、メソッドの可変部を規定しなければなりません。

•1人のまたは複数の承認署名。これらの署名は、（12.7.4.5、「署名フィールド」を参照）署名フォームフィールドに表示されます。各署名に対応する署名辞書（そのVエントリによって指定される）フォーム・フィールドの値でなければなりません。署名辞書は、前述のように、ダイジェストレンジバイトを表すバイトレンジエントリを含まなければなりません。署名ダイジェストを再計算し、署名に格納されたものと比較することによって検証されなければなりません。

署名された文書が変更され、増分更新によって保存されている場合は1（7.5.6を参照して、「差分更新」）は、元の署名のバイト範囲に対応するデータが保存されます。署名が有効である場合はそのため、署名の時点で存在していた文書の状態を再現することも可能です。

•最大1人の証明書の署名で（PDF 1.5）。認証署名の署名辞書は、署名フィールドの値でなければならないとバイトレンジエントリを含まなければなりません。また、（12.8.4、「アクセス許可」を参照してください）辞書の権限でDocMDPエントリから参照することができます。署名辞書はDocMDPメソッド変換有する署名基準辞書（表253を参照）を含まなければなりません。これらの署名を作成および検証されなければならない方法については12.8.2.2、「DocMDP」を参照してください。認証又は承認署名の署名辞書もFieldMDP変換方法と署名参照辞書を有していてもよいです。 12.8.2.4は、「FieldMDPを。」

•最大2つの使用権のシグネチャで（PDF 1.5）。その署名辞書には、そのエントリを表258に列挙されている、（ない署名フィールドから）アクセス許可辞書にUR3（PDF 1.6）エントリから参照されなければなりません。署名辞書には、その値UR変換方法を有する署名基準辞書参照エントリを含まなければなりません。 12.8.2.3、「UR」これらの署名を作成および検証されなければならないかについては、を参照してください。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、署名辞書のためのSigのものでなければなりません。

FILTERNAME（必須;継承）この署名を検証するときに使用する好適な署名ハンドラの名前。 Prop_Buildエントリが存在しない場合、それはまた、署名を作成するために使用された署名ハンドラーの名前でなければなりません。 Prop_Buildが存在する場合、（典型的には、フィルタと同じであるが、であることが必要とされない）署名を作成したハンドラの名前を決定するために使用することができます。署名を検証する際に、指定サブフィルタ形式をサポートように適合読者であれば、異なるハンドラを置換してもよいです。例えば署名ハンドラはAdobe.PPKLite、Entrust.PPKEF、CICI.SignIt、及びVeriSign.PPKVSあります。フィルタ（すなわち、署名ハンドラ）の名前は、付属書Eに定義されたルールに従って同定されなければなりません

SubFiltername（オプション）署名辞書内の署名値と鍵情報の符号化を説明する名前。適合読者は、署名を検証するために、この形式をサポートする任意のハンドラを使用してもよいです。 、adbe.x509.rsa_sha1をadbe.pkcs7.detached、及びadbe.pkcs7.sha1（12.8.3、「署名の相互運用性」を参照）：（PDF 1.6）公開鍵暗号署名のための以下の値を使用しなければなりません。他の値は、開発者によって定義されてもよいし、使用される場合、登録現像識別接頭辞なければなりません。すべての接頭辞名は（附属書Eを参照）に登録されなければなりません。接頭辞「ADBE」は、「署名の相互運用性」は、任意の開発者によって使用されてもよい、アドビシステムズおよび12.8.3に上記と定義された三人のサブフィルタの名前で登録されています。
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Contents byte string (Required) The signature value. When ByteRange is present, the 
value shall be a hexadecimal string (see 7.3.4.3, “Hexadecimal 
Strings”) representing the value of the byte range digest.
For public-key signatures, Contents should be either a DER-encoded 
PKCS#1 binary data object or a DER-encoded PKCS#7 binary data 
object.
Space for the Contents value must be allocated before the message 
digest is computed. (See 7.3.4, “String Objects“)

Cert array or 
byte string

(Required when SubFilter is adbe.x509.rsa_sha1) An array of byte 
strings that shall represent the X.509 certificate chain used when 
signing and verifying signatures that use public-key cryptography, or a 
byte string if the chain has only one entry. The signing certificate shall 
appear first in the array; it shall be used to verify the signature value in 
Contents, and the other certificates shall be used to verify the 
authenticity of the signing certificate.
If SubFilter is adbe.pkcs7.detached or adbe.pkcs7.sha1, this entry 
shall not be used, and the certificate chain shall be put in the PKCS#7 
envelope in Contents. 

ByteRange array (Required for all signatures that are part of a signature field and usage 
rights signatures referenced from the UR3 entry in the permissions 
dictionary) An array of pairs of integers (starting byte offset, length in 
bytes) that shall describe the exact byte range for the digest 
calculation. Multiple discontiguous byte ranges shall be used to 
describe a digest that does not include the signature value (the
Contents entry) itself. 

Reference array (Optional; PDF 1.5) An array of signature reference dictionaries (see 
Table 253). 

Changes array (Optional) An array of three integers that shall specify changes to the 
document that have been made between the previous signature and 
this signature: in this order, the number of pages altered, the number 
of fields altered, and the number of fields filled in. 
The ordering of signatures shall be determined by the value of 
ByteRange. Since each signature results in an incremental save, later 
signatures have a greater length value. 

Name text string (Optional) The name of the person or authority signing the document. 
This value should be used only when it is not possible to extract the 
name from the signature.
EXAMPLE 1 From the certificate of the signer. 

M date (Optional) The time of signing. Depending on the signature handler, 
this may be a normal unverified computer time or a time generated in a 
verifiable way from a secure time server. 
This value should be used only when the time of signing is not 
available in the signature.
EXAMPLE 2 A time stamp can be embedded in a PKCS#7 binary 

data object (see 12.8.3.3, “PKCS#7 Signatures as 
used in ISO 32000”).

Location text string (Optional) The CPU host name or physical location of the signing. 

Reason text string (Optional) The reason for the signing, such as ( I agree … ).

ContactInfo text string (Optional) Information provided by the signer to enable a recipient to 
contact the signer to verify the signature.
EXAMPLE 3 A phone number.

Table 252 –  Entries in a signature dictionary  (continued)

Key Type Value
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Contentsbyte列（必須）署名値。バイトレンジが存在する場合、値は16進文字列でなければならない（7.3.4.3を参照し、「進文字列」）バイト範囲digest.Forの公開鍵署名の値を示すが、内容のいずれかDERエンコードPKCS＃1バイナリでなければなりませんコンテンツ値のデータオブジェクトまたはDERエンコードPKCS＃7バイナリデータobject.Spaceダイジェストが計算されるメッセージの前に割り当てられなければなりません。 （7.3.4を参照してください、「文字列オブジェクト「）

Certarrayまたはバイト文字列（サブフィルタがadbe.x509.rsa_sha1は必須）利用公開鍵暗号、またはバイト列がチェーンが有する場合は、その署名を署名し検証する際に使用されるX.509証明書チェーンを代表するバイト文字列の配列唯一つのエントリ。署名証明書は、配列内の最初に表示しなければなりません。コンテンツ内の署名値を検証するために使用されるもの、および他の証明書は、このエントリを使用してはならないcertificate.Ifサブフィルタがadbe.pkcs7.detachedれる署名又はadbe.pkcs7.sha1の真正性を検証するために使用されなければなりませんそして、証明書チェーンは、内容でPKCS＃7封筒に入れなければなりません。

正確なバイト範囲を記述しなければならないByteRangearray（辞書権限でUR3エントリから参照署名フィールドおよび使用権署名の一部であるすべての署名に必要な）整数のペアの配列（バイトオフセットを開始する、バイト単位の長さ）ダイジェスト計算。複数の不連続バイト範囲は、署名値（theContentsエントリー）自体を含まないダイジェストを記述するために使用されなければなりません。

Changesarray（オプション）以前署名し、この署名との間になされている文書への変更を指定しなければならない三つの整数の配列：この順序で、変更されたページ数が、フィールドの数は変更され、充填フィールド数で。署名の順序は、バイトレンジの値によって決定されなければなりません。増分で各署名結果を保存するので、それ以降の署名は、より大きな長さの値を有します。

Mdate（オプション）署名の時間。署名ハンドラによっては、これは通常の未検証のコンピュータ時間またはセキュアタイムサーバから検証可能な方法で生成された時間がかかるかもしれません。 PKCS＃7バイナリデータオブジェクトにこの値は、署名の時間がsignature.EXAMPLE 2 Aタイムスタンプに利用可能でない場合にのみ使用されるべきで埋め込むことができる（「PKCS＃7署名を12.8.3.3参照ISO 32000で使用されます「）。

（私は同意...）のようなたreasonText文字列（オプション）署名の理由、。

署名者によって提供さContactInfotext文字列（オプション）の情報がsignature.EXAMPLE 3 Aの電話番号を確認するために、署名者に連絡して、受信者を有効にします。

表252  - 署名辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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NOTE 2 The entries in the signature dictionary can be conceptualized as being in different dictionaries; they are in one 
dictionary for historical and cryptographic reasons. The categories are signature properties (R, M, Name, 
Reason, Location, Prop_Build, Prop_AuthTime, and Prop_AuthType); key information (Cert and portions 
of Contents when the signature value is a PKCS#7 object); reference (Reference and ByteRange); and 
signature value (Contents when the signature value is a PKCS#1 object).

R integer (Optional) The version of the signature handler that was used to create 
the signature. (PDF 1.5) This entry shall not be used, and the 
information shall be stored in the Prop_Build dictionary.

V integer (Optional; PDF 1.5) The version of the signature dictionary format. It 
corresponds to the usage of the signature dictionary in the context of 
the value of SubFilter. The value is 1 if the Reference dictionary shall 
be considered critical to the validation of the signature.
Default value: 0.

Prop_Build dictionary (Optional; PDF 1.5) A dictionary that may be used by a signature 
handler to record information that captures the state of the computer 
environment used for signing, such as the name of the handler used to 
create the signature, software build date, version, and operating 
system. 
he PDF Signature Build Dictionary Specification, provides 
implementation guidelines for the use of this dictionary.

Prop_AuthTime integer (Optional; PDF 1.5) The number of seconds since the signer was last 
authenticated, used in claims of signature repudiation. It should be 
omitted if the value is unknown.

Prop_AuthType name (Optional; PDF 1.5) The method that shall be used to authenticate the 
signer, used in claims of signature repudiation. Valid values shall be 
PIN, Password, and Fingerprint. 

Table 253 –  Entries in a signature reference dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary 
describes; if present, shall be SigRef for a signature 
reference dictionary.

TransformMethod name (Required) The name of the transform method (see Section 
12.8.2, “Transform Methods”) that shall guide the 
modification analysis that takes place when the signature is 
validated. Valid values shall be:
DocMDP Used to detect modifications to a document 

relative to a signature field that is signed by the 
originator of a document; see 12.8.2.2, 
“DocMDP.”

UR Used to detect modifications to a document 
that would invalidate a signature in a rights-
enabled document; see 12.8.2.3, “UR.”

FieldMDP Used to detect modifications to a list of form 
fields specified in TransformParams; see 
12.8.2.4, “FieldMDP.”

TransformParams dictionary (Optional) A dictionary specifying transform parameters 
(variable data) for the transform method specified by 
TransformMethod. Each method takes its own set of 
parameters. See each of the sub-clauses specified previously 
for details on the individual transform parameter dictionaries

Table 252 –  Entries in a signature dictionary  (continued)

Key Type Value
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注記2署名辞書内のエントリは、異なる辞書内にあるものとして概念化することができます。彼らは歴史的、暗号化の理由から、1つの辞書です。カテゴリは、署名プロパティ（R、M、名前、理由、場所、Prop_Build、Prop_AuthTime、及びProp_AuthType）です。鍵情報（証明書とコンテンツの部分署名値は、PKCS＃7オブジェクトです）。参照（リファレンスおよびバイトレンジ）。署名値（コンテンツ署名値は、PKCS＃1オブジェクトです）。

Rinteger（オプション）署名を作成するために使用された署名ハンドラーのバージョン。 （PDF 1.5）このエントリは使用してはならない、との情報がProp_Build辞書に格納されなければなりません。

Vinteger（オプション; PDF 1.5）署名辞書形式のバージョン。これは、サブフィルタの値の文脈における署名辞書の使用に相当します。 0：リファレンス辞書はsignature.Default値の検証に重要な考慮しなければならない場合、値は1です。

Prop_Builddictionary（オプション; PDF 1.5）レコードの情報への署名ハンドラによって使用される辞書そのキャプチャ、このような署名を作成するために使用されるハンドラの名前として、署名に使用されるコンピュータ環境の状態、ソフトウェアのビルド日付、バージョン、およびオペレーティングシステム。彼PDF署名ビルド辞書仕様は、この辞書を使用するための実装ガイドラインを提供します。

Prop_AuthTimeinteger（オプション; PDF 1.5）署名否認の特許請求の範囲で使用される署名者が最後に認証されてからの秒数、。値が不明な場合は省略されなければなりません。

Prop_AuthTypename（オプション、PDF 1.5）署名否認の特許請求の範囲で使用される署名者を認証するために使用される方法。有効な値は、PIN、パスワード、および指紋認証しなければなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、署名基準辞書ためSigRefなければなりません。

TransformMethodname（必須）変換メソッドの名前（「メソッドの変換」、セクション12.8.2を参照してください）署名が検証されたときに行われる変更分析を導くものとします。有効な値はでなければならない：DocMDPドキュメントの発信者によって署名された署名フィールドに対する文書への変更を検出するために使用されます。 12.8.2.2を参照して、「DocMDP。」UR権対応の文書の署名が無効になり、文書への変更を検出するために使用します。 12.8.2.3参照、「UR」はTransformParamsで指定されたフォームフィールドのリストへの変更を検出するFieldMDPUsed。 12.8.2.4は、「FieldMDPを。」

TransformParamsdictionary（オプション）A辞書特定TransformMethodによって指定された変換メソッドのパラメータ（変数データ）を変換します。各メソッドは、パラメータの独自のセットを取ります。サブ句のそれぞれが個々の変換パラメータ辞書の詳細については、以前に指定された参照してください。

表252  - 署名辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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12.8.2 Transform Methods

12.8.2.1 General

Transform methods, along with transform parameters, shall determine which objects are included and excluded 
in revision comparison. The following sub-clauses discuss the types of transform methods, their transform 
parameters, and when they shall be used. 

12.8.2.2 DocMDP

12.8.2.2.1 General

The DocMDP transform method shall be used to detect modifications relative to a signature field that is signed 
by the author of a document (the person applying the first signature). A document can contain only one 
signature field that contains a DocMDP transform method; it shall be the first signed field in the document. It 
enables the author to specify what changes shall be permitted to be made the document and what changes 
invalidate the author’s signature.

NOTE As discussed earlier, “MDP” stands for modification detection and prevention. Certification signatures that use 
the DocMDP transform method enable detection of disallowed changes specified by the author. In addition, 
disallowed changes can also be prevented when the signature dictionary is referred to by the DocMDP entry in 
the permissions dictionary (see 12.8.4, “Permissions”). 

A certification signature should have a legal attestation dictionary (see 12.8.5, “Legal Content Attestations”) 
that specifies all content that might result in unexpected rendering of the document contents, along with the 
author’s attestation to such content. This dictionary may be used to establish an author’s intent if the integrity of 
the document is questioned.

The P entry in the DocMDP transform parameters dictionary (see Table 254) shall indicate the author’s 
specification of which changes to the document will invalidate the signature. (These changes to the document 
shall also be prevented if the signature dictionary is referred from the DocMDP entry in the permissions 
dictionary.) A value of 1 for P indicates that the document shall be final; that is, any changes shall invalidate the 
signature. The values 2 and 3 shall permit modifications that are appropriate for form field or comment 
workflows.

12.8.2.2.2 Validating Signatures That Use the DocMDP Transform Method

To validate a signature that uses the DocMDP transform method, a conforming reader first shall verify the byte 
range digest. Next, it shall verify that any modifications that have been made to the document are permitted by 
the transform parameters.

Once the byte range digest is validated, the portion of the document specified by the ByteRange entry in the 
signature dictionary (see Table 252) is known to correspond to the state of the document at the time of signing. 

Data (various) (Required when TransformMethod is FieldMDP) An indirect 
reference to the object in the document upon which the object 
modification analysis should be performed. For transform 
methods other than FieldMDP, this object is implicitly 
defined. 

DigestMethod name (Optional; PDF 1.5 required) A name identifying the algorithm 
that shall be used when computing the digest. Valid values 
are MD5 and SHA1. Default value: MD5. For security 
reasons, MD5 should not be used. It is mentioned for 
backwards compatibility, since it remains the default value.

Table 253 –  Entries in a signature reference dictionary  (continued)

Key Type Value
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変換方法12.8.2

12.8.2.1一般的な

メソッドを変換し、変換パラメータとともに、含まれており、リビジョンの比較で除外されたオブジェクトを決定するものとします。以下のサブ句は、変換方法の種類、その変換パラメータを議論し、それらを使用しなければならないとき。

12.8.2.2 DocMDP

12.8.2.2.1一般

DocMDP変換方法は、文書の作成者（最初の署名を適用する者）によって署名された署名フィールドに対する変更を検出するために使用されなければなりません。文書はDocMDPの変換方法が含ま唯一の署名フィールドを含めることができます。それは、文書の最初の署名フィールドでなければなりません。これは、ドキュメントと何作者の署名を無効に変更を行うことが許される変更内容を指定するには、著者を可能にします。

注意点としては、先に述べた、「MDPは、」変更の検出と防止のための略です。 DocMDPを使用して認証署名は作者によって指定された禁止変化の検出を可能にする方法を変換します。署名辞書を許可辞書におけるDocMDPエントリによって参照される場合に加えて、不許可の変更は、（12.8.4、「アクセス許可」を参照）を防止することができます。

認証署名は、そのようなコンテンツへの著者の認証とともに、文書の内容の予想外のレンダリングになる可能性のあるすべてのコンテンツを指定し、法的証明辞書（「リーガルコンテンツアテステーション」、12.8.5を参照）が必要です。この辞書は、文書の完全性が疑問視されている場合、作者の意図を確立するために使用することができます。

DocMDPにおけるPエントリは、署名が無効になります文書に変化するの著者の仕様を示さなければならないパラメータ辞書を（表254を参照）を変換します。 （署名辞書が許可辞書におけるDocMDPエントリから参照されている場合、文書へのこれらの変更も防止しなければならない。）P 1の値は、文書が最終的なものでなければならないことを示しています。であること、すべての変更は、署名を無効にするものとします。値2及び3は、フォームフィールドまたはコメントワークフローに適した変更を許可しなければなりません。

12.8.2.2.2検証署名を使用するには、DocMDP変換方法こと

DocMDPメソッドを変換使用署名を検証するために、適合リーダは最初のバイトはダイジェストレンジを検証しなければなりません。次に、それは、文書に対して行われたすべての変更が変換パラメータによって許可されていることを検証しなければなりません。

ダイジェストレンジバイトが検証されると、署名辞書内のバイトレンジエントリによって指定された文書の部分は、署名時の文書の状態に対応するように知られている（表252を参照のこと）。

データ（各種）（TransformMethodがFieldMDPある必須）オブジェクトの変形解析を行うべき時にドキュメント内のオブジェクトへの間接参照。 FieldMDP以外の方法を変革するために、このオブジェクトは暗黙的に定義されています。

DigestMethodname（オプション、PDF 1.5が必要）ダイジェストを計算する際に使用しなければならないアルゴリズムを識別する名前。有効な値はMD5とSHA1です。デフォルト値：MD5。セキュリティ上の理由から、MD5を使用すべきではありません。それはデフォルト値のままなのでこれは、後方互換性のために言及されています。

表253  - 署名参照辞書のエントリ（続き）

キータイプ値



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 471

PDF 32000-1:2008

Therefore, conforming readers may compare the signed and current versions of the document to see whether 
there have been modifications to any objects that are not permitted by the transform parameters. 

12.8.2.3 UR

The UR transform method shall be used to detect changes to a document that shall invalidate a usage rights
signature, which is referred to from the UR3 entry in the permissions dictionary (see 12.8.4, “Permissions”). 
Usage rights signatures shall be used to enable additional interactive features that may not available by default 
in a conforming reader. The signature shall be used to validate that the permissions have been granted by a 
bonafide granting authority. The transform parameters dictionary (see Table 255) specifies the additional rights 
that shall be enabled if the signature is valid. If the signature is invalid because the document has been 
modified in a way that is not permitted or the identity of the signer is not granted the extended permissions, 
additional rights shall not be granted.

EXAMPLE Adobe Systems grants permissions to enable additional features in Adobe Reader, using public-key 
cryptography. It uses certificate authorities to issue public key certificates to document creators with which 
it has entered into a business relationship. Adobe Reader verifies that the rights-enabling signature uses 
a certificate from an Adobe-authorized certificate authority. Other conforming readers are free to use this 
same mechanism for their own purposes.

UR3 (PDF 1.6): The ByteRange entry in the signature dictionary (see Table 252) shall be present. First, a 
conforming reader shall verify the byte range digest to determine whether the portion of the document specified 
by ByteRange corresponds to the state of the document at the time of signing. Next, a conforming reader shall 
examine the current version of the document to see whether there have been modifications to any objects that 
are not permitted by the transform parameters.

Table 254 –  Entries in the DocMDP transform parameters dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be TransformParams for a transform parameters dictionary. 

P number (Optional) The access permissions granted for this document. Valid values 
shall be:
1 No changes to the document shall be permitted; any change to the 

document shall invalidate the signature. 
2 Permitted changes shall be filling in forms, instantiating page 

templates, and signing; other changes shall invalidate the signature. 
3 Permitted changes shall be the same as for 2, as well as annotation 

creation, deletion, and modification; other changes shall invalidate the 
signature.

Default value: 2. 

V name (Optional) The DocMDP transform parameters dictionary version. The only 
valid value shall be 1.2. 
NOTE this value is a name object, not a number. 

Default value: 1.2. 
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したがって、読者に準拠する変換パラメータによって許可されていないオブジェクトへの変更があったか否かを確認するために、文書の署名され、現在のバージョンを比較してもよいです。

12.8.2.3 UR

UR変換方法が辞書権限にUR3エントリから参照されて使用rightssignatureを無効化しなければならない文書の変更を検出するために使用されなければならない（12.8.4を参照し、「権限」）。使用権の署名は準拠リーダーでデフォルトで利用できない場合があり、追加のインタラクティブ機能を有効にするために使用されなければなりません。署名は、権限が権限を付与することにより、真正付与されていることを検証するために使用されなければなりません。辞書変換パラメータ（表255を参照してください）署名が有効である場合に有効にされなければならない追加の権利を指定します。ドキュメントが許可されていない方法で変更されたか、署名者の身元が拡張された権限が付与されていないため、署名が無効である場合は、追加の権利が付与されません。

例アドビシステムズは、公開鍵暗号方式を使用して、Adobe Readerで追加機能を有効にするための権限を付与します。それはビジネス関係を締結していると、文書の作成者に公開鍵証明書を発行する認証局を使用しています。権利有効署名は、Adobe認定認証局から証明書を使用していることはAdobe Readerの検証。その他の準拠の読者は、自分の目的のために、この同じメカニズムを自由に使用できます。

UR3（PDF 1.6）：署名辞書内のバイトレンジエントリ（表252参照）が存在しなければなりません。まず、適合読者はバイト、文書の一部が署名時の文書の状態にバイトレンジの対応で指定するかどうかを決定するために消化レンジを検証しなければなりません。次に、準拠読者は、変換パラメータによって許可されていないオブジェクトへの変更があったかどうかを確認するために、ドキュメントの現在のバージョンを検査しなければなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、変換パラメータ辞書のためのTransformParamsしなければなりません。

Pnumber（オプション）この文書に付与されたアクセス権限。有効な値は、しなければならない：文書に1NOの変更は許可されなければなりません。文書への変更は、署名を無効にするものとします。 2つの許可の変更は、フォームに記入ページテンプレートをインスタンス化し、署名しなければなりません。その他の変更は、署名を無効にするものとします。 3つの許可の変更は、2の場合と同じでなければならない注釈の作成、削除、および修正、ならびに、 2：その他の変更はsignature.Default値を無効とするものとします。

VNAME（オプション）DocMDPは、パラメータ・ディクショナリ・バージョンを変換します。唯一の有効な値は1.2でなければなりません。 NOTEこの値は、名前のオブジェクトではなく、番号です。
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Table 255 –  Entries in the UR transform parameters dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be TransformParams for a transform parameters dictionary. 

Document array (Optional) An array of names specifying additional document-wide usage 
rights for the document. The only defined value shall be FullSave, which 
permits a user to save the document along with modified form and/or 
annotation data. (PDF 1.5) Any usage right that permits the document to be 
modified implicitly shall enable the FullSave right. 
If the PDF document contains a UR3 dictionary, only rights specified by the 
Annots entry that permit the document to be modified shall implicitly enable 
the FullSave right. For all other rights, FullSave shall be explicitly enabled in 
order to save the document. (Signature rights shall permit saving as part of the 
signing process but not otherwise). 
If the P entry in the UR transform parameters dictionary is true (PDF 1.6) and 
greater conforming readers shall permit only those rights that are enabled by 
the entries in the dictionary. However, conforming readers shall permit saving 
the document as long as any rights that permit modifying the document are 
enabled.

Msg text 
string

(Optional) A text string that may be used to specify any arbitrary information, 
such as the reason for adding usage rights to the document.

V name (Optional) The UR transform parameters dictionary version. The value shall be
2.2. If an unknown version is present, no rights shall be enabled. 
NOTE This value is a name object, not a number. 

Default value: 2.2. 

Annots array (Optional) An array of names specifying additional annotation-related usage 
rights for the document. Valid names (PDF 1.5) are Create, Delete, Modify, 
Copy, Import, and Export, which shall permit the user to perform the named 
operation on annotations.
The following names (PDF 1.6) shall be permitted only when the signature 
dictionary is referenced from the UR3 entry of the permissions dictionary (see 
Table 258):
Online Permits online commenting; that is, the ability to upload or 

download markup annotations from a server.
SummaryView Permits a user interface to be shown that summarizes the 

comments (markup annotations) in a document.
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キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、変換パラメータ辞書のためのTransformParamsしなければなりません。

Documentarray（オプション）ドキュメントの追加ドキュメント全体の使用権を指定する名前の配列。唯一定義された値は、改変された形態及び/又は注釈データと共に文書を保存することをユーザに許可FullSave、でなければなりません。 （PDF 1.5）暗黙的に変更する文書を可能にする任意の使用権はFullSave権利を有効にしなければなりません。 PDF文書がUR3辞書が含まれている場合は、唯一の権利は、ドキュメントが変更されることを可能Annotsエントリで指定された暗黙的FullSave権利を有効にしなければなりません。他のすべての権利のために、FullSaveは、明示的に文書を保存するために有効にされなければなりません。 （署名権は、署名プロセスの一部として保存を許可しなくそれ以外のもの）。パラメータ辞書が真であるURにおけるPエントリが変換した場合（PDF 1.6）以上準拠した読者は、辞書内のエントリで有効になっていた権利のみを許可しなければなりません。しかし、読者に準拠することは、長い文書を修正する許可権利が有効になっているとしてとして文書を保存する許可しなければなりません。

メッセージのテキスト文字列（任意）、ドキュメントに使用権限を追加するための理由として、任意の情報を指定するために使用することができる文字列。

VNAME（オプション）URは、パラメータ・ディクショナリ・バージョンを変換します。値はbe2.2ばなりません。未知のバージョンが存在する場合、何の権利が有効になってはなりません。注この値は、名前のオブジェクトではなく、番号です。

Annotsarray（オプション）文書のための追加の注釈関連の使用権を指定する名前の配列。有効な名前（PDF 1.5）を削除、作成、annotations.The次の名前（PDF 1.6）で指定操作を実行するユーザーを許可しなければならない変更、コピー、インポート、およびエクスポートは、署名辞書が参照されている場合にのみ許可されるものとされています辞書権限（表258を参照）のUR3エントリから：オンライン許可オンラインコメント。それは、server.SummaryViewPermitsからドキュメントにコメント（マークアップ注釈）をまとめたことを示すことにするユーザインターフェイスをマークアップ注釈をアップロードまたはダウンロードする機能です。
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12.8.2.4 FieldMDP

The FieldMDP transform method shall be used to detect changes to the values of a list of form fields. The 
entries in its transform parameters dictionary are listed in Table 256. 

Form array (Optional) An array of names specifying additional form-field-related usage 
rights for the document. Valid names (PDF 1.5) are:
Add Permits the user to add form fields to the document.
Delete Permits the user to delete form fields to the document.
FillIn Permits the user to save a document on which form fill-in 

has been done.
Import Permits the user to import form data files in FDF, XFDF and 

text (CSV/TSV) formats.
Export Permits the user to export form data files as FDF or XFDF.
SubmitStandalone Permits the user to submit form data when the document is 

not open in a Web browser.
SpawnTemplate Permits new pages to be instantiated from named page 

templates.
The following names (PDF 1.6) shall be permitted only when the signature 
dictionary is referenced from the UR3 entry of the permissions dictionary; see 
Table 258:
BarcodePlaintext Permits (PDF 1.6) text form field data to be encoded as a 

plaintext two-dimensional barcode. 
Online Permits (PDF 1.6) the use of forms-specific online 

mechanisms such as SOAP or Active Data Object.

Signature array (Optional) An array of names specifying additional signature-related usage 
rights for the document. The only defined value shall be Modify, which permits 
a user to apply a digital signature to an existing signature form field or clear a 
signed signature form field. 

EF array (Optional; PDF 1.6) An array of names specifying additional usage rights for 
named embedded files in the document. Valid names shall be Create, Delete, 
Modify, and Import, which shall permit the user to perform the named operation 
on named embedded files.

P boolean (Optional; PDF 1.6) If true, permissions for the document shall be restricted in 
all consumer applications to those permissions granted by a conforming 
reader, while allowing permissions for rights enabled by other entries in this 
dictionary. Default value: false. 

Table 256 –  Entries in the FieldMDP transform parameters dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be TransformParams for a transform parameters dictionary.

Action name (Required) A name that, along with the Fields array, describes which form 
fields do not permit changes after the signature is applied.
Valid values shall be:
All All form fields.
Include Only those form fields that specified in Fields.
Exclude Only those form fields not specified in Fields.

Fields array (Required if Action is Include or Exclude) An array of text strings containing 
field names.

Table 255 –  Entries in the UR transform parameters dictionary  (continued)

Key Type Value
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Formarray（オプション）文書のための追加のフォームフィールドに関連する使用権を指定する名前の配列。有効な名前（PDF 1.5）は以下のとおりです。追加は、フォームのフィルインがdone.Importされた文書を保存するdocument.FillInPermitsに削除フォームフィールドにユーザーをユーザーに許可しdocument.Deleteにフォームフィールドを追加するには、ユーザーを許可しますドキュメントが開いていないときにFDFまたはXFDF.SubmitStandaloneは、フォームデータを提出することをユーザーに許可してFDF、XFDF、テキスト（CSV / TSV）でのインポートフォームデータファイルにユーザーを許可しformats.Exportは、エクスポート形式のデータファイルにユーザーを許可しますウェブbrowser.SpawnTemplate名前（PDF 1.6）以下というページtemplates.Theからインスタンス化するための新しいページが署名辞書はパーミッション辞書のUR3エントリから参照されている場合にのみ許される許可します。表258を参照してくださいBarcodePlaintextPermits（PDF 1.6）テキストフォームフィールドデータは平文の二次元バーコードとして符号化されます。 OnlinePermits（PDF 1.6）は、SOAPまたはActiveデータオブジェクトとしてフォーム固有のオンラインメカニズムを使用します。

Signaturearray（オプション）文書のための追加の署名関連の使用権を指定する名前の配列。唯一定義された値は、ユーザーを許可する変更は、既存の署名フォームフィールドにデジタル署名を適用するか、署名された署名フォームフィールドをクリアするものでなければなりません。

EFarray（オプション; PDF 1.6）文書の名前の組み込みファイルのための追加の使用権を指定する名前の配列。有効な名前は、作成、削除、変更、および名前の埋め込みファイルの名前の操作を実行するユーザーを許可しなければならないインポート、しなければなりません。

Pboolean（オプション; PDF 1.6）権利は、この辞書内の他のエントリで有効にするために権限を可能にしながら、真の場合は、文書の権限は、準拠リーダーによって付与されたこれらのアクセス許可にすべての民生用アプリケーションに制限されなければなりません。デフォルト値：falseを。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、変換パラメータ辞書のためのTransformParamsしなければなりません。

すべてすべてのフォームだけがFields.Excludeで指定fields.IncludeOnlyこれらのフォームフィールド：ACTIONNAME（必須）名前Fields配列と一緒に、それは、署名がapplied.Valid値がしなければならないです後のフィールドは変更を許可しない形式について説明しフォームフィールドは、フィールドに指定されていません。

fieldsArrayに（アクション含めるか除外である場合は必須）フィールド名を含むテキスト文字列の配列。

表255  -  URのエントリ（続き）辞書変換パラメータ

キータイプ値
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On behalf of a document author creating a document containing both form fields and signatures the following 
shall be supported by conforming writers: 

• The author specifies that form fields shall be filled in without invalidating the approval or certification 
signature. The P entry of the DocMDP transform parameters dictionary shall be set to either 2 or 3 (see 
Table 254).

• The author can also specify that after a specific recipient has signed the document, any modifications to 
specific form fields shall invalidate that recipient’s signature. There shall be a separate signature field for 
each designated recipient, each having an associated signature field lock dictionary (see Table 233) 
specifying the form fields that shall be locked for that user.

• When the recipient signs the field, the signature, signature reference, and transform parameters 
dictionaries shall be created. The Action and Fields entries in the transform parameters dictionary shall 
be copied from the corresponding fields in the signature field lock dictionary.

NOTE This copying is done because all objects in a signature dictionary must be direct objects if the dictionary 
contains a byte range signature. Therefore, the transform parameters dictionary cannot reference the 
signature field lock dictionary indirectly. 

FieldMDP signatures shall be validated in a similar manner to DocMDP signatures. See Validating Signatures 
That Use the DocMDP Transform Method in 12.8.2.2, “DocMDP” for details.

12.8.3 Signature Interoperability

12.8.3.1 General

It is intended that conforming readers allow interoperability between signature handlers; that is, a PDF file 
signed with a handler from one vendor shall be able to be validated with a handler from a different vendor.

If present, the SubFilter entry in the signature dictionary shall specify the encoding of the signature value and 
key information, while the Filter entry shall specify the preferred handler that should be used to validate the 
signature. When handlers are being registered according to Annex E they shall specify the SubFilter encodings 
they support enabling handlers other than the preferred handler to validate the signatures that the preferred 
handler creates.

There are several defined values for the SubFilter entry, all based on public-key cryptographic standards 
published by RSA Security and also as part of the standards issued by the Internet Engineering Task Force 
(IETF) Public Key Infrastructure (PKIX) working group; see the Bibliography for references.

12.8.3.2 PKCS#1 Signatures

The PKCS#1 standard supports several public-key cryptographic algorithms and digest methods, including 
RSA encryption, DSA signatures, and SHA-1 and MD5 digests (see the Bibliography for references). For 
signing PDF files using PKCS#1, the only value of SubFilter that should be used is adbe.x509.rsa_sha1, which 
uses the RSA encryption algorithm and SHA-1 digest method. The certificate chain of the signer shall be stored 
in the Cert entry.

V name (Optional: PDF 1.5 required) The transform parameters dictionary version. The 
value for PDF 1.5 and later shall be 1.2. 
NOTE This value is a name object, not a number.

Default value: 1.2. 

Table 256 –  Entries in the FieldMDP transform parameters dictionary  (continued)

Key Type Value
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•フォームフィールドは、承認または認証署名を無効にすることなくに充填されなければならないことを、著者が指定します。 DocMDPのPのエントリ（表254参照）辞書が2または3のいずれかに設定されるパラメータを変換します。

•著者はまた、特定の受信者が文書に署名した後、特定のフォームフィールドへの変更は、その受取人の署名が無効にならないように指定することができます。そのユーザに対してロックされなければならないフォームフィールドを指定する（表233参照）、それぞれが関連する署名フィールドロック辞書を有し、各指定された受信者に対して個別の署名フィールドが存在しなければなりません。

•受信者がフィールド、署名、署名参照し、署名し、パラメータ辞書を変換するときに作成されなければなりません。変換パラメータ辞書のアクションとフィールドのエントリは、署名フィールドのロック辞書に対応するフィールドからコピーされなければなりません。

辞書はバイト範囲の署名が含まれている場合、署名辞書内のすべてのオブジェクトが直接オブジェクトでなければならないので、このコピーが行われることに注意してください。したがって、変換パラメータ辞書は、間接的に署名フィールドロック辞書を参照することはできません。

FieldMDP署名はDocMDP署名と同様に検証しなければなりません。使用DocMDP詳細は12.8.2.2で、「DocMDPを」変換方法ということの検証署名を参照してください。

12.8.3署名の相互運用性

12.8.3.1一般的な

適合読者が署名ハンドラとの間の相互運用性を可能にすることが意図されています。であること、あるベンダーからのハンドラで署名されたPDFファイルは、異なるベンダーからのハンドラで検証することができなければなりません。

存在する場合フィルタエントリは、署名を検証するために使用されるべき好適なハンドラを規定しながら、署名辞書内のサブフィルタエントリは、署名値と鍵情報のエンコードを指定しなければなりません。ハンドラは、附属書Eに応じて登録されているとき、彼らは、好ましいハンドラが作成する署名を検証するために好適なハンドラ以外のハンドラを有効にサポートするサブフィルタエンコーディングを指定しなければなりません。

サブフィルタエントリのためのいくつかの定義された値があり、RSA Securityが公開され、公開鍵暗号の標準規格に基づいて、すべてのも、IETF（Internet Engineering Task Force）の公開鍵基盤（PKIX）ワーキンググループによって発行された規格の一部として;参照のための参考文献を参照してください。

12.8.3.2 PKCS＃1署名

PKCS＃1標準のサポートRSA暗号、DSA署名、およびSHA-1およびMD5ダイジェスト（参照のための参考文献を参照）など、いくつかの公開鍵暗号化アルゴリズムとダイジェストメソッド。 PKCS＃1を使用してPDFファイルに署名するために、使用されるべきサブフィルタの値のみがRSAの暗号化アルゴリズムおよびSHA-1メソッドを使用してダイジェストadbe.x509.rsa_sha1、です。署名者の証明書チェーンは、証明書のエントリに格納されなければなりません。

VNAME（オプション：PDF 1.5が必要）パラメータを変換辞書バージョン。 PDF 1.5以降の値は1.2でなければなりません。注この値は、名前のオブジェクトではなく、番号です。

表256  -  FieldMDPのエントリ（続き）辞書変換パラメータ

キータイプ値
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12.8.3.3 PKCS#7 Signatures as used in ISO 32000

12.8.3.3.1 General

When PKCS#7 signatures are used, the value of Contents shall be a DER-encoded PKCS#7 binary data 
object containing the signature. The PKCS#7 object shall conform to RFC3852 Cryptographic Message 
Syntax. Different subfilters may be used and shall be registered in accordance with Annex E. SubFilter shall 
take one of the following values:

• adbe.pkcs7.detached: The original signed message digest over the document’s byte range shall be 
incorporated as the normal PKCS#7 SignedData field. No data shall be encapsulated in the PKCS#7 
SignedData field.

• adbe.pkcs7.sha1: The SHA1 digest of the document’s byte range shall be encapsulated in the PKCS#7 
SignedData field with ContentInfo of type Data. The digest of that SignedData shall be incorporated as the 
normal PKCS#7 digest.

The PKCS#7 object shall conform to the PKCS#7 specification in Internet RFC 2315, PKCS #7: Cryptographic 
Message Syntax, Version 1.5 (see the Bibliography). At minimum, it shall include the signer’s X.509 signing 
certificate. This certificate shall be used to verify the signature value in Contents. 

The PKCS#7 object should contain the following: 

• Time stamp information as an unsigned attribute (PDF 1.6): The timestamp token shall conform to RFC 
3161 and shall be computed and embedded into the PKCS#7 object as described in Appendix A of RFC 
3161. The specific treatment of timestamps and their processing is left to the particular signature handlers 
to define.

• Revocation information as an signed attribute (PDF 1.6): This attribute may include all the revocation 
information that is necessary to carry out revocation checks for the signer's certificate and its issuer 
certificates. Since revocation information is a signed attribute, it must be obtained before the computation 
of the digital signature. This means that the software used by the signer must be able to construct the 
certification path and the associated revocation information. If one of the elements cannot be obtained 
(e.g. no connection is possible), a signature with this attribute will not be possible.

• (PDF 1.6). This differs from the treatment when using adbe.x509.rsa_sha1 when the certificates shall be 
placed in the Cert key of the signature dictionary as defined in Table 252.

• One or more RFC 3281 attribute certificates associated with the signer certificate (PDF 1.7). The specific 
treatment of attribute certificates and their processing is left to the particular signature handlers to define.

NOTE For maximum compatibility with earlier versions, conforming writers should follow this practice.

The policy of how to establish trusted identity lists to validate embedded certificates is up to the validation 
signature handler. 

12.8.3.3.2 Revocation Information

The adbe Revocation Information attribute: 

adbe-revocationInfoArchival OBJECT IDENTIFIER ::=  
{ adbe(1.2.840.113583) acrobat(1) security(1) 8 }

The value of the revocation information attribute can include any of the following data types: 

• Certificate Revocation Lists (CRLs), described in RFC 3280 (see the Bibliography): CRLs are generally 
large and therefore should not be embedded in the PKCS#7 object. 
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12.8.3.3 PKCS＃7署名ISO 32000に使用されます

12.8.3.3.1一般

PKCS＃7の署名が使用される場合、コンテンツの値は、署名を含むDER符号化されたPKCS＃7バイナリデータオブジェクトでなければなりません。 PKCS＃7オブジェクトがRFC3852暗号メッセージ構文に適合しなければなりません。異なるサブフィルタを使用してもよいし、次のいずれかの値を取るものとする附属書E.サブフィルタに応じて登録しなければなりません。

•adbe.pkcs7.detached：オリジナル署名されたメッセージは、文書のバイト範囲が通常のPKCS＃7のSignedDataフィールドとして組み込まれるものとするオーバーダイジェスト。データは、PKCS＃7のSignedDataフィールドにカプセル化してはなりません。

•adbe.pkcs7.sha1：ドキュメントのバイト範囲のSHA1ダイジェストは、タイプデータのContentInfoとPKCS＃7のSignedDataフィールドにカプセル化されなければなりません。 SignedDataのが通常のPKCS＃7ダイジェストとして組み込まれなければならないことのダイジェスト。

暗号メッセージ構文、バージョン1.5（参考文献を参照してください）：PKCS＃7オブジェクトは、インターネットRFC 2315、PKCS＃7でPKCS＃7の仕様に適合しなければなりません。最低でも、それは署名者のX.509署名証明書を含まなければなりません。この証明書は、コンテンツ内の署名値を検証するために使用されなければなりません。

•未署名の属性（PDF 1.6）のようなタイムスタンプ情報：タイムスタンプトークンは、RFC 3161に準拠するものとし、RFC 3161の付録Aに特定のタイムスタンプの治療およびそれらの処理を説明したようにPKCS＃7オブジェクトに計算され、埋め込まれなければなりません定義する特定の署名ハンドラに残されます。

署名している属性（PDF 1.6）など•失効情報：この属性は、署名者の証明書とその発行者証明書の失効チェックを行う必要があるすべての失効情報を含むことができます。失効情報が符号付き属性であるので、デジタル署名の計算の前に取得されなければなりません。この手段は、署名者によって使用されるソフトウェアには、証明書パスと関連した失効情報を構築することができなければならないこと。要素の一つ（例えばない接続が可能ではない）を得ることができない場合、この属性を持つ署名はできません。

•（PDF 1.6）。表252に定義されるような証明書は、署名辞書の証明書キーに配置しなければならない場合adbe.x509.rsa_sha1を用いた治療からこれが異なります。

•署名者証明書（PDF 1.7）に関連する1つのまたは複数のRFC 3281の属性証明書が。属性証明書とその処理の具体的な処理を定義する特定の署名ハンドラに残されます。

以前のバージョンとの互換性を最大にするためNOTEは、準拠する作家は、この慣行に従ってください。

12.8.3.3.2失効情報

ADBE-revocationInfoArchivalオブジェクト識別子:: = {ADBE（1.2.840.113583）アクロバット（1）セキュリティ（1）8}

•証明書失効リスト（CRL）、（参考文献を参照）RFC 3280に記載さ：CRLは、一般的に大きく、したがって、PKCS＃7オブジェクトに埋め込まれるべきではありません。



PDF 32000-1:2008

476 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

• Online Certificate Status Protocol (OCSP) Responses, described in RFC 2560, X.509 Internet Public Key 
Infrastructure Online Certificate Status Protocol—OCSP (see the Bibliography): These are generally small 
and constant in size and should be the data type included in the PKCS#7 object. 

• Custom revocation information: The format is not prescribed by this specification, other than that it be 
encoded as an OCTET STRING. The application should be able to determine the type of data contained 
within the OCTET STRING by looking at the associated OBJECT IDENTIFIER.

adbe's Revocation Information attribute value has ASN.1 type RevocationInfoArchival:

RevocationInfoArchival ::= SEQUENCE { 
crl    [0] EXPLICIT SEQUENCE of CRLs, OPTIONAL 
ocsp     [1] EXPLICIT SEQUENCE of OCSP Responses, OPTIONAL 
otherRevInfo [2] EXPLICIT SEQUENCE of OtherRevInfo, OPTIONAL 

} 
OtherRevInfo ::= SEQUENCE { 
Type  OBJECT IDENTIFIER 
Value OCTET STRING 
}

For byte range signatures, Contents shall be a hexadecimal string with “<” and “>” delimiters. It shall fit 
precisely in the space between the ranges specified by ByteRange. Since the length of PKCS#7 objects is not 
entirely predictable, the value of Contents shall be padded with zeros at the end of the string (before the “>” 
delimiter) before writing the PKCS#7 to the allocated space in the file.

The format for encoding signature values should be adbe.pkcs7.detached. This encoding allows the most 
options in terms of algorithm use. The following table shows the algorithms supported for the various SubFilter
values. 

12.8.4 Permissions

The Perms entry in the document catalogue (see Table 28) shall specify a permissions dictionary (PDF 1.5). 
Each entry in this dictionary (see Table 258 for the currently defined entries) shall specify the name of a 
permission handler that controls access permissions for the document. These permissions are similar to those 

Table 257 –  SubFilter value algorithm support  

SubFilter value

adbe.pkcs7.detached adbe.pkcs7.sha1 adbe.x509.rsa.sha1a

Message Digest SHA1 (PDF 1.3)
SHA256 (PDF 1.6)
SHA384 (PDF 1.7)
SHA512 (PDF 1.7)
RIPEMD160 (PDF 1.7)

SHA1 (PDF 1.3)b SHA1 (PDF 1.3)
SHA256 (PDF 1.6)
SHA384 (PDF 1.7)
SHA512 (PDF 1.7)
RIPEMD160 (PDF 1.7)

RSA Algorithm Support Up to 1024-bit (PDF 1.3)
Up to 2048-bit (PDF 1.5)
Up to 4096-bit (PDF 1.5)

See 
adbe.pkcs7.detached

See 
adbe.pkcs7.detached

DSA Algorithm Support Up to 4096-bits (PDF 1.6) See 
adbe.pkcs7.detached

No

a Despite the appearance of sha1 in the name of this SubFilter value, supported encodings shall not 
be limited to the SHA1 algorithm. The PKCS#1 object contains an identifier that indicates which al-
gorithm shall be used.

b Other digest algorithms may be used to digest the signed-data field; however, SHA1 shall be used 
to digest the data that is being signed.

PDF 32000-1：2008

476©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

•オンライン証明書状態プロトコル（OCSP）RFC 2560に記述の回答、X.509インターネットの公開鍵暗号基盤のオンライン証明書状態プロトコルOCSP（参考文献を参照）：これらはサイズが小さく、一定の一般的であり、中に含まれるデータタイプでなければなりませんPKCS＃7オブジェクト。

•カスタム失効情報：フォーマットは、それがオクテット文字列として符号化すること以外に、この仕様で規定されていません。アプリケーションは、関連するオブジェクト識別子を見てオクテット文字列内に含まれるデータのタイプを決定することができなければなりません。

ADBEの失効情報の属性値はASN.1タイプRevocationInfoArchivalがあります。

RevocationInfoArchival :: = SEQUENCE {CRL [0]のCRLの明示的SEQUENCE、OPTIONAL OCSP [1] OCSP応答の明示的SEQUENCE、OPTIONAL otherRevInfo [2] OtherRevInfo、OPTIONALの明示的SEQUENCE} OtherRevInfo :: = SEQUENCE {タイプオブジェクト識別子値OCTET STRING }バイト範囲署名のため、内容は「<」と「>」デリミタ16進文字列でなければなりません。これは、バイトレンジで指定した範囲の間のスペースに正確に収まるものとします。 PKCS＃7オブジェクトの長さが完全に予測可能ではないので、コンテンツの値は、ファイルに割り当てられたスペースにPKCS＃7を書き込む前に（「>」区切り前）の文字列の末尾にゼロで埋めなければなりません。

12.8.4権限

サブフィルタ値

adbe.pkcs7.detached adbe.pkcs7.sha1adbe.x509.rsa.sha1a

メッセージダイジェストSHA1（PDF 1.3）SHA256（PDF 1.6）SHA384（PDF 1.7）

SHA512（PDF 1.7）RIPEMD160（PDF 1.7）

SHA1（PDF 1.3）bSHA1（PDF 1.3）SHA256（PDF 1.6）SHA384（PDF 1.7）

SHA512（PDF 1.7）RIPEMD160（PDF 1.7）

4096ビットの2048ビット（PDF 1.5）最大1024ビット（PDF 1.3）最大RSAアルゴリズムをサポートアップ（PDF 1.5）

参照してくださいadbe.pkcs7.detachedSee adbe.pkcs7.detached

4096ビットのDSAアルゴリズムのサポートアップ（PDF 1.6）を参照してくださいadbe.pkcs7.detachedNo

このサブフィルタ値の名前にSHA1の外観をaDespite、サポートされているエンコーディングは、SHA1アルゴリズムに限定されるものではありません。 PKCS＃1の目的は、Al-gorithmはused.bOtherダイジェストアルゴリズムは、署名されたデータフィールドを消化するために使用することができるされなければならないかを示す識別子を含みます。しかし、SHA1が署名されているデータを消化するために使用されなければなりません。
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defined by security handlers (see Table 22) but do not require that the document be encrypted. For a 
permission to be actually granted for a document, it shall be allowed by each permission handler that is present 
in the permissions dictionary as well as by the security handler.

NOTE An example of a permission is the ability to fill in a form field.

12.8.5 Legal Content Attestations

The PDF language provides a number of capabilities that can make the rendered appearance of a PDF 
document vary. These capabilities could potentially be used to construct a document that misleads the recipient 
of a document, intentionally or unintentionally. These situations are relevant when considering the legal 
implications of a signed PDF document. 

Therefore, a mechanism shall be provided by which a document recipient can determine whether the document 
can be trusted. The primary method is to accept only documents that contain certification signatures (one that 
has a DocMDP signature that defines what shall be permitted to change in a document; see 12.8.2.2, 
“DocMDP”). 

When creating certification signatures, conforming writers should also create a legal attestation dictionary, 
whose entries are shown in Table 259. This dictionary shall be the value of the Legal entry in the document 
catalogue (see Table 28). Its entries shall specify all content that may result in unexpected rendering of the 
document contents. The author may provide further clarification of such content by means of the Attestation
entry. Reviewers should establish for themselves that they trust the author and contents of the document. In the 
case of a legal challenge to the document, any questionable content can be reviewed in the context of the 
information in this dictionary.

Table 258 –  Entries in a permissions dictionary  

Key Type Value

DocMDP dictionary (Optional) An indirect reference to a signature dictionary (see Table 252). 
This dictionary shall contain a Reference entry that shall be a signature 
reference dictionary (see Table 252) that has a DocMDP transform method 
(see 12.8.2.2, “DocMDP”) and corresponding transform parameters. 
If this entry is present, consumer applications shall enforce the permissions 
specified by the P attribute in the DocMDP transform parameters dictionary 
and shall also validate the corresponding signature based on whether any of 
these permissions have been violated.

UR3 dictionary (Optional) A signature dictionary that shall be used to specify and validate 
additional capabilities (usage rights) granted for this document; that is, the 
enabling of interactive features of the conforming reader that are not 
available by default. 
For example, A conforming reader does not permit saving documents by 
default, but an agent may grant permissions that enable saving specific 
documents. The signature shall be used to validate that the permissions 
have been granted by the agent that did the signing. 
The signature dictionary shall contain a Reference entry that shall be a 
signature reference dictionary that has a UR transform method (see 
12.8.2.3, “UR”). The transform parameter dictionary for this method indicates 
which additional permissions shall be granted for the document. If the 
signature is valid, the conforming reader shall allow the specified 
permissions for the document, in addition to the application’s default 
permissions.
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セキュリティハンドラによって定義された（表22を参照）が、文書を暗号化する必要はありません。許可が実際に文書に付与されるためには、それは権限がセキュリティハンドラによってだけでなく、辞書に存在している各権限ハンドラによって許可されなければなりません。

許可のノートANの例では、フォームフィールドに入力する機能です。

12.8.5法的コンテンツアテステーション

PDF言語は異なり、PDF文書のレンダリングされた外観を作ることができる機能の数を提供します。これらの機能は、潜在的に意図的にまたは意図せずに、その誤解文書の受信者の文書を構築するために使用することができます。署名したPDF文書の法的意味を考慮すると、これらの状況は関連しています。

したがって、機構は、文書の受信者は、文書が信頼できるかどうかを決定することができるによって提供されなければなりません。主な方法は、認証署名（; 12.8.2.2、「DocMDP」を参照文書の変更を許可しなければならないかを定義することをDocMDP署名を有するもの）を含む文書のみを受け入れることです。

認証署名を作成する場合は、適合する作家はまた、そのエントリが表259.で示されている。この辞書は、文書カタログ内法的エントリの値でなければならない法的な証明辞書を作成する必要があります（表28参照）。そのエントリは、文書の内容の予想外のレンダリングをもたらすことができるすべてのコンテンツを指定しなければなりません。著者はAttestationentryによってそのようなコンテンツの更なる説明を提供することができます。レビュアーは、彼らが著者と文書の内容を信頼することを自分のために確立すべきです。文書に法的な挑戦の場合は、任意の疑わしい内容は、この辞書に記載されている情報のコンテキストで確認することができます。

キータイプ値

DocMDPdictionary（オプション）署名辞書への間接参照（表252を参照のこと）。この辞書は、（12.8.2.2、「DocMDP」を参照）DocMDP変換メソッドを有する署名基準辞書（表252を参照）でなければならないとパラメータ変換対応する基準エントリを含まなければなりません。このエントリが存在する場合は、コンシューマアプリケーションは、権限が辞書変換パラメータをDocMDPにP属性で指定しても、これらの権限のいずれかが違反されたかどうかに基づいて、対応する署名を検証するものと実施しなければなりません。

UR3dictionary（オプション）この文書に付与された追加機能（使用権）を指定し、検証するために使用されるものと署名辞書。それは、デフォルトでは使用できません準拠したリーダーのインタラクティブ機能の有効化、です。例えば、準拠リーダーはデフォルトで保存した文書を許可していませんが、エージェントは、特定のドキュメントを保存可能なアクセス許可を付与することができます。署名は、権限が署名をしたエージェントによって付与されていることを検証するために使用されなければなりません。署名辞書はURは（「UR」、12.8.2.3を参照）変換方法を持っている署名の参照辞書でなければならない基準項目を含まなければなりません。このメソッドの変換パラメータ辞書には追加の権限が文書に付与されなければならないかを示します。署名が有効である場合は、適合する読者は、アプリケーションのデフォルトの権限に加えて、文書の指定された権限を許可するものとします。
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Table 259 –  Entries in a legal attestation dictionary  

Key Type Value

JavaScriptActions integer (Optional) The number of JavaScript actions found in the document 
(see 12.6.4.16, “JavaScript Actions”).

LaunchActions integer (Optional) The number of launch actions found in the document (see 
12.6.4.5, “Launch Actions”).

URIActions integer (Optional) The number of URI actions found in the document (see 
12.6.4.7, “URI Actions”).

MovieActions integer (Optional) The number of movie actions found in the document (see 
12.6.4.9, “Movie Actions”).

SoundActions integer (Optional) The number of sound actions found in the document (see 
12.6.4.8, “Sound Actions”).

HideAnnotationActions integer (Optional) The number of hide actions found in the document (see 
12.6.4.10, “Hide Actions”).

GoToRemoteActions integer (Optional) The number of remote go-to actions found in the 
document (see 12.6.4.3, “Remote Go-To Actions”).

AlternateImages integer (Optional) The number of alternate images found in the document 
(see 8.9.5.4, “Alternate Images”)

ExternalStreams integer (Optional) The number of external streams found in the document. 

TrueTypeFonts integer (Optional) The number of TrueType fonts found in the document (see 
9.6.3, “TrueType Fonts”).

ExternalRefXobjects integer (Optional) The number of reference XObjects found in the document 
(see 8.10.4, “Reference XObjects”). 

ExternalOPIdicts integer (Optional) The number of OPI dictionaries found in the document 
(see 14.11.7, “Open Prepress Interface (OPI)”). 

NonEmbeddedFonts integer (Optional) The number of non-embedded fonts found in the 
document (see 9.9, “Embedded Font Programs””)

DevDepGS_OP integer (Optional) The number of references to the graphics state parameter 
OP found in the document (see Table 58).

DevDepGS_HT integer (Optional) The number of references to the graphics state parameter 
HT found in the document (see Table 58).

DevDepGS_TR integer (Optional) The number of references to the graphics state parameter 
TR found in the document (see Table 58).

DevDepGS_UCR integer (Optional) The number of references to the graphics state parameter 
UCR found in the document (see Table 58).

DevDepGS_BG integer (Optional) The number of references to the graphics state parameter 
BG found in the document (see Table 58).

DevDepGS_FL integer (Optional) The number of references to the graphics state parameter 
FL found in the document (see Table 58).

Annotations integer (Optional) The number of annotations found in the document (see 
12.5, “Annotations”).

OptionalContent boolean (Optional) true if optional content is found in the document (see 8.11, 
“Optional Content”).

Attestation text string (Optional) An attestation, created by the author of the document, 
explaining the presence of any of the other entries in this dictionary 
or the presence of any other content affecting the legal integrity of the 
document. 
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キータイプ値

JavaScriptActionsinteger（オプション）JavaScriptアクションの数は（12.6.4.16、「JavaScriptのアクション」を参照してください。）文書で見つかりました。

LaunchActionsinteger（オプション）文書で見つかった打ち上げアクションの数（12.6.4.5を参照してください、「起動アクション」）。

URIActionsinteger（オプション）文書で見つかったURIアクションの数（12.6.4.7を参照してください、「URIアクション」）。

MovieActionsinteger（オプション）文書で見つかった映画のアクションの数（12.6.4.9を参照してください、「ムービーアクション」）。

SoundActionsinteger（オプション）文書で見つかったサウンド・アクションの数（12.6.4.8を参照してください、「サウンドアクション」）。

HideAnnotationActionsinteger（オプション）非表示アクションの数は（12.6.4.10、「隠すアクション」を参照してください。）文書で見つかりました。

GoToRemoteActionsinteger（オプション）リモートゴーへのアクションの数は（12.6.4.3、「リモートゴーへのアクション」を参照してください。）文書で見つかりました。

AlternateImagesinteger（オプション）文書で見つかった代替画像の数（8.9.5.4、「代替画像」を参照してください）

TrueTypeFontsinteger（オプション）TrueTypeフォントの数は（9.6.3、「TrueTypeフォント」を参照）、文書で見つかりました。

ExternalRefXobjects整数（オプション）参照XObjectsの数は文書で見つかった（8.10.4を参照してください、「リファレンスXObjects」）。

ExternalOPIdictsinteger（オプション）OPI辞書の数は（14.11.7、「オープンプリプレスインターフェイス（OPI）」を参照してください）文書で見つかりました。

NonEmbeddedFontsinteger（オプション）非埋め込みフォントの数は、ドキュメントで見つかった（9.9を参照してください、「埋め込みフォントプログラム」」）

DevDepGS_OPinteger（オプション）文書で見つかったグラフィック状態パラメータOPへの参照の数は（表58を参照します）。

DevDepGS_HTinteger（オプション）文書で見つかったグラフィック状態パラメータHTへの参照の数は（表58を参照します）。

DevDepGS_TRinteger（オプション）TRが文書で見つかったグラフィック状態パラメータへの参照の数は（表58を参照します）。

DevDepGS_UCRinteger（オプション）UCRが文書で見つかったグラフィック状態パラメータへの参照の数は（表58を参照します）。

DevDepGS_BGinteger（オプション）BGが文書で見つかったグラフィック状態パラメータへの参照の数は（表58を参照します）。

DevDepGS_FLinteger（オプション）FLは、文書で見つかったグラフィック状態パラメータへの参照の数は（表58を参照します）。

Annotationsinteger（オプション）文書で見つかった注釈の数（12.5を参照してください、「注釈」）。

OptionalContentboolean（オプション）真オプションの内容が文書で発見された場合（8.11、「オプションの内容」を参照してください）。

Attestationtext文字列（オプション）この辞書または文書の法的整合性に影響を与え、他のコンテンツの存在下で、他のエントリのいずれかの存在を説明する文書の作成者によって作成された認証、。
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12.9 Measurement Properties

PDF documents, such as those created by CAD software, may contain graphics that are intended to represent 
real-world objects. Users of such documents often require information about the scale and units of 
measurement of the corresponding real-world objects and their relationship to units in PDF user space. 

This information enables users of conforming readers to perform measurements that yield results in the units 
intended by the creator of the document. A measurement in this context is the result of a canonical function that 
takes as input a set of n coordinate pairs

and produces a single number as output depending on the type of measurement. For example, distance 
measurement is equivalent to 

for 

Beginning with PDF 1.6, such information may be stored in a measure dictionary (see Table 261). Measure 
dictionaries provide information about measurement units associated with a rectangular area of the document 
known as a viewport. 

A viewport (PDF 1.6) is a rectangular region of a page. The optional VP entry in a page dictionary (see 
Table 30) shall specify an array of viewport dictionaries, whose entries shall be as shown in Table 260. 
Viewports allow different measurement scales (specified by the Measure entry) to be used in different areas of 
a page, if necessary.

The dictionaries in the VP array shall be in drawing order. Since viewports might overlap, to determine the 
viewport to use for any point on a page, the dictionaries in the array shall be examined, starting with the last 
one and iterating in reverse, and the first one whose BBox entry contains the point shall be chosen.

NOTE 1 Any measurement that potentially involves multiple viewports, such as one specifying the distance between 
two points, shall use the information specified in the viewport of the first point.

Table 260 –  Entries in a viewport dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be 
Viewport for a viewport dictionary.

BBox rectangle (Required) A rectangle in default user space coordinates specifying the 
location of the viewport on the page. 
The two coordinate pairs of the rectangle shall be specified in normalized 
form; that is, lower-left followed by upper-right, relative to the measuring 
coordinate system. This ordering shall determine the orientation of the 
measuring coordinate system (that is, the direction of the positive x and y
axes) in this viewport, which may have a different rotation from the page.
The coordinates of this rectangle are independent of the origin of the 
measuring coordinate system, specified in the O entry (see Table 262) of the 
measurement dictionary specified by Measure. 

x0 y0,( ) … xn 1– yn 1–,( ), ,{ }

xi xi 1+–( )2 yi yi 1+–( )2+

i 0=
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∑

n 2.≥
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12.9測定プロパティ

そのようなCADソフトウェアで作成されたものとして、PDF文書は、実世界のオブジェクトを表すことを意図しているグラフィックスが含まれていてもよいです。このような文書のユーザーは、多くの場合、規模と対応する実世界のオブジェクトの測定単位とPDFのユーザ空間での単位との関係についての情報を必要としています。

この情報は、単位収量結果は、文書の作成者が意図した測定を実行するために読者に準拠のユーザーを可能にします。この文脈での測定は、入力としてN対の座標の組をとる正規関数の結果であります

及び測定の種類に応じた出力として単一の数値を生成します。例えば、距離測定は、と等価です

PDF 1.6で始まる、そのような情報は、メジャー辞書に格納することができる（表261を参照のこと）。メジャー辞書は、ビューポートとして知られているドキュメントの矩形領域に関連付けられている測定ユニットに関する情報を提供します。

ビューポート（PDF 1.6）ページの矩形領域です。ページ辞書内の任意VPエントリは、エントリとして表1に示すなければならない260ビューポートは、（メジャー・エントリで指定された）異なる測定スケールを可能にビューポート辞書の配列を指定しなければならない（表30参照）の異なる領域で使用されますページ、必要に応じて。

VP配列内の辞書には、順番を描くものでなければなりません。ビューポートは、ページ上の任意の点に使用するビューポートを決定するために、オーバーラップするかもしれないので、配列内の辞書は最後から始まり、逆反復、検討されなければならない、そしてそのエントリにBBox点を含む最初のものが選ばれなければなりません。

注1潜在的にそのような2点間の距離を特定するものとして、複数のビューポートを、関与する任意の測定、第一の点のビューポートで指定された情報を使用しなければなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。ビューポートの辞書のためのビューポートでなければなりません。

BBoxrectangle（必須）ページ上のビューポートの位置を指定するデフォルトのユーザ空間座標で矩形。矩形二座標対は、正規化された形式で指定しなければなりません。すなわち、左下座標系の測定に対して、右上、続いてあります。この順序は、この矩形のpage.The座標とは異なる回転の原点から独立している必要がある可能性があり、このビューポート内の座標測定システム（すなわち、正のxおよびyaxesの方向）の方位を決定しなければなりませんOエントリに指定されたシステムを、座標測定測定によって指定された測定用辞書（表262を参照のこと）。

X0とY0、（）... XN1-yn1-、（）、{}

XI XI1 +  - （）2yi YI1 +  - （）2+

I 0 =

N 2Σ
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A measure dictionary shall specify an alternate coordinate system for a region of a page. Along with the 
viewport dictionary, it shall provide the information needed to convert coordinates in the page’s coordinate 
system to coordinates in the measuring coordinate system. The measure dictionary shall provide information 
for formatting the resulting values into textual form for presentation in a graphical user interface. 

Table 261 shows the entries in a measure dictionary. PDF 1.6 defines only a single type of coordinate system, 
a rectilinear coordinate system, that shall be specified by the value RL for the Subtype entry, which is defined 
as one in which the x and y axes are perpendicular and have units that increment linearly (to the right and up, 
respectively). Other subtypes may be used, providing the flexibility to measure using other types of coordinate 
systems.

Table 262 shows the additional entries in a rectilinear measure dictionary. Many of the entries in this dictionary 
shall be number format arrays, which are arrays of number format dictionaries (see Table 263). Each number 
format dictionary shall represent a specific unit of measurement (such as miles or feet). It shall contain 
information about how each unit shall be expressed in text and factors for calculating the number of units. 

Number format arrays specify all the units that shall be used when expressing a specific measurement. Each 
array shall contain one or more number format dictionaries, in descending order of granularity. If one unit of 
measurement X is larger than one unit of measurement Y then X has a larger order of granularity than Y. All the 
elements in the array shall contain text strings that, concatenated together, specify how the units shall be 
displayed. 

NOTE 2 For example, a measurement of 1.4505 miles might be expressed as “1.4505 mi”, which would require one 
number format dictionary for miles, or as “1 mi 2,378 ft 7 5/8 in”, which would require three dictionaries (for 
miles, feet, and inches).

EXAMPLE 1 A number format dictionary specifying feet should precede one specifying inches. 

Name text string (Optional) A descriptive text string or title of the viewport, intended for use in 
a user interface. 

Measure dictionary (Optional) A measure dictionary (see Table 261) that specifies the scale and 
units that shall apply to measurements taken on the contents within the 
viewport. 

Table 261 –  Entries in a measure dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be 
Measure for a measure dictionary.

Subtype name (Optional) A name specifying the type of coordinate system to use for 
measuring.
Default value: RL, which specifies a rectilinear coordinate system

Table 260 –  Entries in a viewport dictionary  (continued)

Key Type Value
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メジャー辞書は、ページの領域のための座標系の代替を指定しなければなりません。ビューポートの辞書、それは座標系の測定に座標にページの座標系における変換座標に必要な情報を提供しなければならないとともに。メジャー辞書は、グラフィカルユーザインタフェースに提示するためにテキスト形式に得られた値をフォーマットするための情報を提供しなければなりません。

テーブル261が示す尺度辞書内のエントリ。 PDF 1.6定義のみ座標系の単一タイプは、直線はx軸およびy軸は、垂直であり、その増分直線（単位を有しているものとして定義されるサブタイプのエントリに対する値RLで定めること、座標系）はそれぞれ、右まで。他のサブタイプは、座標系の他のタイプを使用して測定するための柔軟性を提供し、使用することができます。

表262に示し直線対策辞書の追加エントリ。この辞書内のエントリの多くは、数値形式辞書のアレイである数値形式アレイ、（表263を参照）でなければなりません。各数値形式辞書は、（マイルや足など）測定の特定単位を表すものとします。なお、各ユニットは、ユニットの数を計算するためのテキストおよび因子で発現されなければならない方法についての情報を含まなければなりません。

数値形式アレイは、特定の測定値を表現する場合に使用しなければならないすべてのユニットを指定します。各アレイは、粒度の大きい順に、一つ以上の数の形式辞書を含まなければなりません。測定Xの1つの単位は、測定Yの1つのより大きいユニットはXであり、一緒に連結され、テキスト文字列を含むユニットが表示されるものとする方法を指定しなければならないY.すべての配列内の要素より粒度の大きい順序を持っている場合。

注2は、例えば、1.4505マイルの測定のために（マイルのための1つの番号形式辞書を必要とするであろう「1.4505 MI」としてまたは三冊の辞書を必要とするであろう「1マイル2378フィート7 5/8」のように表現されるかもしれませんマイル、フィート、およびインチ）。

Nametext文字列（オプション）ユーザ・インタフェースでの使用を目的とビューポートの説明のテキスト文字列またはタイトル、。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。対策辞書のために測定しなければなりません。

Subtypename（オプション）measuring.Default値に使用する座標系のタイプを指定する名前：直線座標系を指定RL、

表260  - ビューポート辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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Table 262 –  Additional entries in a rectilinear measure dictionary  

Key Type Value

R text string (Required) A text string expressing the scale ratio of the drawing in the 
region corresponding to this dictionary. Universally recognized unit 
abbreviations should be used, either matching those of the number format 
arrays in this dictionary or those of commonly used scale ratios. 
EXAMPLE 1 a common scale in architectural drawings is “1/4 in = 1 ft”, 

indicating that 1/4 inches in default user space is 
equivalent to 1 foot in real-world measurements. 

If the scale ratio differs in the x and y directions, both scales should be 
specified.
EXAMPLE 2 “in X 1 cm = 1 m, in Y 1 cm = 30 m”.

X array (Required) A number format array for measurement of change along the x
axis and, if Y is not present, along the y axis as well. The first element in the 
array shall contain the scale factor for converting from default user space 
units to the largest units in the measuring coordinate system along that axis.
The directions of the x and y axes are in the measuring coordinate system 
and are independent of the page rotation. These directions shall be
determined by the BBox entry of the containing viewport (see Table 260).

Y array (Required when the x and y scales have different units or conversion factors) 
A number format array for measurement of change along the y axis. The first 
element in the array shall contain the scale factor for converting from default 
user space units to the largest units in the measuring coordinate system 
along the y axis.

D array (Required) A number format array for measurement of distance in any 
direction. The first element in the array shall specify the conversion to the 
largest distance unit from units represented by the first element in X. The 
scale factors from X, Y (if present) and CYX (if Y is present) shall be used to 
convert from default user space to the appropriate units before applying the 
distance function.

A array (Required) A number format array for measurement of area. The first 
element in the array shall specify the conversion to the largest area unit from 
units represented by the first element in X, squared. The scale factors from 
X, Y (if present) and CYX (if Y is present) shall be used to convert from 
default user space to the appropriate units before applying the area function.

T array (Optional) A number format array for measurement of angles. The first 
element in the array shall specify the conversion to the largest angle unit 
from degrees. The scale factor from CYX (if present) shall be used to convert 
from default user space to the appropriate units before applying the angle 
function.

S array (Optional) A number format array for measurement of the slope of a line. The 
first element in the array shall specify the conversion to the largest slope unit 
from units represented by the first element in Y divided by the first element in 
X. The scale factors from X, Y (if present) and CYX (if Y is present) shall be
used to convert from default user space to the appropriate units before 
applying the slope function.

O array (Optional) An array of two numbers that shall specify the origin of the 
measurement coordinate system in default user space coordinates. The 
directions by which x and y increase in value from this origin shall be
determined by the viewport’s BBox entry (see Table 260).
Default value: the first coordinate pair (lower-left corner) of the rectangle 
specified by the viewport’s BBox entry.
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キータイプ値

Rtext列（必須）この辞書に対応する領域に図面の縮尺比率を表す文字列。普遍的に認識された単位の略語はいずれかのこの辞書の数値フォーマット配列のもの、または一般的に用いられるスケール比のものと一致する、使用されるべきです。建築図面での実施例1aの一般的なスケールは、デフォルトユーザ空間の1/4インチが実世界の測定で1足と同等であることを示し、「= 1フィート1/4」です。

xおよびy方向の縮尺率が異なる場合は、両方のスケールは、「CM = 1〜M、Y 1センチメートル= 30メートルX 1」specified.EXAMPLE 2であるべきです。

Xarray（必須）X軸に沿った変化を測定するための番号形式のアレイと、Yは同様に、Y軸に沿って、存在しない場合。配列の最初の要素は、x軸とy軸のaxis.The方向に沿って測定システムに最大ユニットにデフォルトのユーザ空間部から座標変換するためのスケールファクタを含まなければならない座標系の測定にあり、独立していますページの回転。これらの方向を含むビューポートのにBBoxエントリによってbedeterminedなければならない（表260を参照のこと）。

Yarray（XおよびYスケールが異なる単位または変換係数を有している必須）Y軸に沿った変化を測定するための番号形式のアレイ。配列の最初の要素は、Y軸に沿った座標系測定において最大ユニットにデフォルトユーザ空間部から変換するためのスケールファクタを含まなければなりません。

Darray（必須）任意の方向における距離を測定するための番号形式のアレイ。配列の最初の要素は、X、Y（存在する場合）とCYX（Yが存在する場合）からスケールファクタを変換するのに使用されるものとXの最初の要素で表される単位から最大距離単位への変換を規定しなければなりません距離関数を適用する前に、適切な単位にデフォルトのユーザー・スペース。

Aarray（必須）面積の測定のための数値書式アレイ。配列の最初の要素は正方形、Xの最初の要素で表される単位から最大面積部への変換を規定しなければなりません。 X、Y（存在する場合）とCYX（Yが存在する場合）からのスケールファクタは、面積関数を適用する前に適切な単位にデフォルトのユーザ空間から変換するために使用されなければなりません。

TARRAY（オプション）の角度を測定するための多数の形式のアレイ。配列の最初の要素は、度から最大角部への変換を規定しなければなりません。 CYX（存在する場合）からのスケールファクタは、角度関数を適用する前に、デフォルトのユーザ空間から適切な単位に変換するために使用されなければなりません。

Sarray（オプション）線の傾きを測定するための多数の形式のアレイ。配列の最初の要素は単位から最大傾斜部への変換を規定するYの最初の要素で表されるXの最初の要素によってX、Y（存在する場合）とCYXからスケールファクタを分割（Yが存在する場合）勾配関数を適用する前に、適切なユニットにデフォルトユーザ空間へ変換するためにbeusedなければなりません。

Oarray（オプション）デフォルトユーザ空間座標に座標系の測定の原点を指定しなければならない2つの数のアレイ。第一の対の座標（左下隅）の長方形のビューポートのにBBoxエントリによって指定された：この原点からの値の増加をxおよびyれる方向は、ビューポートのにBBoxエントリ（表260参照）.DEFAULT値によってbedeterminedなければなりません。
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The X and Y entries in a measure dictionary shall be number format arrays that shall specify the units used for 
measurements in the x and y directions, respectively, and the ratio between user space units and the specified 
units. Y is present only when the x and y measurements are in different units or have different ratios; in this 
case, the CYX entry shall be used to convert y values to x values when appropriate.

CYX number (Optional; meaningful only when Y is present) A factor that shall be used to 
convert the largest units along the y axis to the largest units along the x axis. 
It shall be used for calculations (distance, area, and angle) where the units 
are be equivalent; if not specified, these calculations may not be performed 
(which would be the case in situations such as x representing time and y
representing temperature). Other calculations (change in x, change in y, and 
slope) shall not require this value.

Table 263 –  Entries in a number format dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be 
NumberFormat for a number format dictionary.

U text string (Required) A text string specifying a label for displaying the units represented 
by this dictionary in a user interface; the label should use a universally 
recognized abbreviation. 

C number (Required) The conversion factor used to multiply a value in partial units of 
the previous number format array element to obtain a value in the units of 
this dictionary. When this entry is in the first number format dictionary in the 
array, its meaning (that is, what it shall be multiplied by) depends on which 
entry in the rectilinear measure dictionary (see Table 262) references the 
number format array.

F name (Optional; meaningful only for the last dictionary in a number format array) A 
name indicating whether and in what manner to display a fractional value 
from the result of converting to the units of this dictionary by means of the C
entry. Valid values shall be:
D Show as decimal to the precision specified by the D entry. 
F Show as a fraction with denominator specified by the D entry. 
R No fractional part; round to the nearest whole unit.
T No fractional part; truncate to achieve whole units.
Default value: D.

D integer (Optional; meaningful only for the last dictionary in a number format array) A 
positive integer that shall specify the precision or denominator of a fractional 
amount:
When the value of F is D, this entry shall be the precision of a decimal 
display; it shall be a multiple of 10. Low-order zeros may be truncated unless 
FD is true. Default value: 100 (hundredths, corresponding to two decimal 
digits).
When the value of F is F, this entry shall be the denominator of a fractional 
display. The fraction may be reduced unless the value of FD is true. Default 
value: 16. 

FD boolean (Optional; meaningful only for the last dictionary in a number format array) If 
true, a fractional value formatted according to the D entry may not have its 
denominator reduced or low-order zeros truncated.
Default value: false.

Table 262 –  Additional entries in a rectilinear measure dictionary  (continued)

Key Type Value
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メジャー辞書におけるXとYのエントリは、数値書式それぞれ、xの測定に使用される単位、y方向を規定する配列、およびユーザ空間単位と指定された単位との比でなければなりません。 Yは、xとyの測定値が異なる単位であるか、または異なる比を有する場合にのみ存在します。この場合、CYXエントリは、適切な場合にxの値にyの値を変換するために使用されなければなりません。

CYXnumber（任意; Yは、存在する場合にのみ意味を持つ）は、x軸に沿って最大単位にY軸に沿って最大の単位を変換するために使用される因子。なお、単位は等価である計算（距離、面積、及び角度）のために使用しなければなりません。指定されていない場合、これらの計算は、（例えば、時間及びyrepresenting温度を表すxのような状況でそうであろう）を行わなくてもよいです。他の計算（x、yの変化、及び傾きの変化）は、この値を必要としないものとします。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。番号形式辞書のためのNumberFormatしなければなりません。

Cnumber（必須）この辞書の単位で値を取得するために、以前の数値書式配列要素の部分単位で値を乗算するために使用される変換係数。このエントリは、配列の最初の番号形式辞書である場合には、（それがで乗算されなければならないものを、である）、その意味は、直線対策辞書内のどのエントリに依存します（表262を参照）数値書式配列を参照。

FNAME（オプション、番号のみ形式配列の最後の辞書のために意味のある）センチュリーによりこの辞書の単位に変換した結果から、小数値を表示するかどうか、どのような方法で示す名称。有効な値はでなければならない：Dエントリによって指定された精度の小数としてDShow。 Dエントリで指定された分母を持つ分数としてFショー。 RNO小数部分。最寄りの全体unit.TNo端数部分にラウンド。 D.：全体units.Default値を達成するために、TRUNCATE

Dinteger（オプション、番号のみ形式配列の最後の辞書のために意味のある）分数量の精度または分母を指定しなければならない正の整数：Fの値がDである場合、このエントリは、小数点表示の精度でなければなりません。それはFDが真でない限り、10下位ゼロの倍数で切り捨てられる場合がありでなければなりません。デフォルト値：Fの値がFである.When 100（百、2桁の10進数に対応する）、このエントリは、分数表示の分母でなければなりません。 FDの値が真でない限り、分率を低減することができます。デフォルト値：16。

偽; FDboolean（オプションのみ数値形式の配列の最後の辞書のために意味のある）trueの場合、端数値は、D入力に応じて、その分母低減または下位ゼロtruncated.Default値を有していなくてもよいフォーマット。

表262  - 直線対策辞書の追加のエントリ（続き）

キータイプ値
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To use a number format array to create a text string containing the appropriately formatted units for display in a 
user interface, apply the following algorithm: 

Algorithm: Use of a number format array to create a formatted text string

a) The entry in the rectilinear measure dictionary (see Table 262) that references the number format array 
determines the meaning of the initial measurement value. For example, the X entry specifies user space 
units, and the T entry specifies degrees.

b) Multiply the value specified previously by the C entry of the first number format dictionary in the array, 
which converts the measurement to units of the largest granularity specified in the array. Apply the value of 
RT as appropriate.

c) If the result contains no nonzero fractional portion, concatenate the label specified by the U entry in the 
order specified by O, after adding spacing from PS and SS. The formatting is then complete.

d) If there is a nonzero fractional portion and no more elements in the array, format the fractional portion as 
specified by the RD, F, D, and FD entries of the last dictionary. Concatenate the label specified by the U
entry in the order specified by O, after adding spacing from PS and SS. The formatting is then complete.

e) If there is a nonzero fractional portion and more elements in the array, proceed to the next number format 
dictionary in the array. Multiply its C entry by the fractional result from the previous step. Apply the value of 
RT as appropriate. Then proceed to step 3.

The concatenation of elements in this process assumes left-to-right order. Documents using right-to-left 
languages may modify the process and the meaning of the entries as appropriate to produce the correct 
results.

RT text string (Optional) Text that shall be used between orders of thousands in display of 
numerical values. An empty string indicates that no text shall be added.
Default value: COMMA (2Ch).

RD text string (Optional) Text that shall be used as the decimal position in displaying 
numerical values. An empty string indicates that the default shall be used.
Default value: PERIOD (2Eh). 

PS text string (Optional) Text that shall be concatenated to the left of the label specified by 
U. An empty string indicates that no text shall be added. 
Default value: A single ASCII SPACE character (20h).

SS text string (Optional) Text that shall be concatenated after the label specified by U. An 
empty string indicates that no text shall be added.
Default value: A single ASCII SPACE character (20h).

O name (Optional) A name indicating the position of the label specified by U with 
respect to the calculated unit value. Valid values shall be:
S The label is a suffix to the value.
P The label is a prefix to the value.
The characters specified by PS and SS shall be concatenated before 
considering this entry.
Default value: S.

Table 263 –  Entries in a number format dictionary  (continued)

Key Type Value
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ユーザインタフェースに表示するための適切にフォーマットされた単位を含むテキスト文字列を作成するために、数値形式アレイを使用するために、以下のアルゴリズムを適用します。

アルゴリズム：数値書式配列の使用は、フォーマットされたテキスト文字列を作成します

参照番号形式アレイは初期測定値の意味を決定する直線測定辞書におけるA）エントリ（表262を参照のこと）。例えば、Xのエントリを指定し、ユーザ空間部、及びTエントリを指定度。

b）は、乗算値は、配列で指定された最大粒度の単位まで測定を変換アレイにおいて、第1の数形式辞書のCエントリによって以前に指定しました。適切なRTの値を適用します。

結果は、非ゼロ小数部分が含まれていない場合C）、PSとSSから間隔添加した後、Oによって指定された順序でUエントリで指定されたラベルを連結します。フォーマットが完了する。

ゼロでない小数部分とアレイ内の複数の要素が存在する場合、最後の辞書のRD、F、D、及びFDエントリによって指定されるように、D）、小数部分をフォーマットします。 PSやSSから間隔追加した後、Oで指定された順序でUentryで指定されたラベルを連結します。フォーマットが完了する。

ゼロでない小数部分と、アレイ内の複数の要素がある場合はE）は、アレイ内の次の番号形式辞書に進みます。前のステップからの分別結果によってそのCエントリを掛けます。適切なRTの値を適用します。そして、ステップ3に進みます。

このプロセス内の要素の連結は、左から右への順序を想定しています。右から左への言語を使用して文書が正しい結果を生成するために適切に処理し、エントリの意味を変更することができます。

RTtextストリング数値の表示に数千のオーダーとの間で使用しなければならない（オプション）テキスト。 COMMA（歴）：空の文字列には、テキストがadded.Default値はならないことを示しています。

U.アン空の文字列で指定したラベルの左側に連結されなければならないpstextコマンド文字列（オプション）テキストには、テキストを追加してはならないことを示しています。デフォルト値：単一ASCIIのスペース文字（20H）。

単一のASCIIスペース文字（20H）：U.アン空の文字列で指定したラベルの後に連結されなければならないSStext文字列（オプション）テキストは、テキストがadded.Default値はならないことを示しています。

ONAME（オプション）を算出単位値に対してUによって指定されたラベルの位置を示す名前。有効な値は、しなければならない：Sは、ラベルがvalue.PTheラベルの接尾辞である。このentry.Default値を検討する前に連結されなければならないPSとSSで指定されたvalue.The文字の接頭辞である：S.

表263  - 数値形式辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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EXAMPLE 2 The following example shows a measure dictionary that specifies that changes in x or y are expressed in 
miles; distances are expressed in miles, feet, and inches; and area is expressed in acres. Given a sample 
distance in scaled units of 1.4505 miles, the formatted text produced by applying the number format array 
would be  
“1 mi 2,378 ft 7 5/8 in”. 
 
<</Type /Measure 

/Subtype /RL 
/R (1in = 0.1 mi)  
/X [ <</U (mi) % x offset represented in miles 

/C .00139 % Conversion from user space units to miles 
/D 100000 

] 
/D [<< /U (mi) /C 1 >> % Distance: initial unit is miles; no conversion needed  

 << /U (ft) /C 5280 >> % Conversion from miles to feet  
 << /U (in) /C 12 % Conversion from feet to inches  

 /F /F /D 8 >> % Fractions of inches rounded to nearest 1/8 
] 

/A [<</U (acres) % Area: measured in acres 
/C 640 >> % Conversion from square miles to acres 

] 
>>

12.10 Document Requirements 

12.10.1 General

Beginning with PDF 1.7, a document may specify requirements that shall be present in a conforming reader in 
order for the document to function properly. The Requirements entry in the document catalogue (see 7.7.2, 
“Document Catalog”) shall specify an array of requirement dictionaries, whose entries are shown in Table 264. 

The RH entry ensures backward-capability for this feature. Some PDF documents include JavaScript segments 
that verify compliance with certain requirements. Such JavaScript segments are called requirement handlers. 
Backward-compatibility shall be achieved by ensuring that either the conforming reader checks the requirement 
or the JavaScript segment checks the requirement, but not both. 

When a PDF document is first opened, all JavaScript segments in the document shall be executed, including 
the requirement handlers. If the conforming reader understands the requirement dictionary, it shall disable 
execution of the requirement handlers named by the RH entry. If the requirement handler is in JavaScript, the 
conforming reader shall look up the segment using the Names dictionary (7.7.4, “Name Dictionary”).

In PDF 1.7, the only defined requirement type shall be EnableJavaScripts. This requirement indicates that the 
document requires JavaScript execution to be enabled in the conforming reader. If the EnableJavaScripts
requirement is present, an interactive conforming reader may allow the user to choose between keeping 
JavaScript execution disabled or temporarily enabling it to benefit from the full function of the document.

Table 264 –  Entries common to all requirement dictionaries  

Key Type Description

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary 
describes. If present, shall be Requirement for a 
requirement dictionary.

S name (Required) The type of requirement that this dictionary 
describes. The value shall be EnableJavaScripts.

RH array (Optional) An array of requirement handler dictionaries (see 
Table 265). This array lists the requirement handlers that 
shall be disabled (not executed) if the conforming reader can 
check the requirement specified in the S entry.
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例2次の例が示す指定は、xまたはyの変化はマイルで発現されることをそのメジャー辞書。距離はマイル、フィート、およびインチで表現されています。エリアはエーカーで発現されます。 1.4505マイルのスケーリングされた単位でのサンプルの距離が与えられると、数値形式のアレイを適用することによって生成されるフォーマットされたテキストが「1マイル2378フィート7 5/8」であろう。 << /タイプ/測定/サブタイプ/ RL / R（1インチ= 0.1マイル）/ X [<< / U（MI）％Xマイル/ D 100000にユーザ空間単位からマイル/ C 0.00139パーセント換算で表されるオフセット] / D [<< / U（MI）/ C 1 >>％の距離：初期ユニットはマイルです。インチのない変換に必要<< / U（フィート）/ 5280 C >>フィートマイルから％の変換<< / U（単位）/ C 12％の変換フィートからインチ/ F / F / D 8つの>>％の画分エーカーまで平方マイルから測定エーカーで/ C 640 >>％の変換] >>：最も近い1/8] / A [<< / U（エーカー）％エリアに丸め

12.10.1一般

PDF 1.7以降では、文書が適切に機能するために文書の順に準拠したリーダーに存在しなければならない要件を指定することもできます。文書カタログの要件エントリは（7.7.2、「文書カタログ」を参照）のエントリを表264に示されている要求辞書の配列を指定しなければなりません。

RHのエントリは、この機能のために、下位の能力を保証します。いくつかのPDF文書は、一定の要件の準拠を検証するJavaScriptセグメントを含みます。このようなJavaScriptのセグメントは、要求ハンドラと呼ばれています。下位互換性を保証することによって達成されなければならないこと適合リーダチェック要件またはJavaScriptセグメントチェック要件ではなく、両方。

PDF文書が最初に開かれると、ドキュメント内のすべてのJavaScriptのセグメントは、要求ハンドラを含む、実行されなければなりません。準拠したリーダーが要件辞書を理解している場合、それはRHエントリで指定された要件ハンドラの実行を無効にするものとします。要求ハンドラがJavaScriptであれば、準拠リーダーは、名前辞書（7.7.4、「名前辞典」）を使用してセグメントを検索するものとします。

PDF 1.7では、唯一の定義された要件タイプはEnableJavaScriptsしなければなりません。この要件は、文書が準拠リーダーで有効にするJavaScriptの実行が必要であることを示しています。 EnableJavaScriptsrequirementが存在する場合は、インタラクティブ準拠読者は、ユーザーが無効JavaScriptの実行を維持するか、一時的に文書の完全な機能から利益を得ることを可能との間で選択することを可能にします。

キー型説明

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、要件辞書のための必要条件でなければなりません。

SNAME（必須）この辞書は説明要件のタイプ。値はEnableJavaScriptsしなければなりません。

RHの配列（オプション）要求ハンドラの辞書の配列（表265を参照してください）。この配列リスト準拠したリーダーはSエントリで指定された要件を確認することができた場合に無効（実行されません）されなければならない要件ハンドラ。
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If the EnableJavaScripts requirement is present in a requirement dictionary, the inclusion of the RH entry that 
specifies a JavaScript segment would be pointless. Writing a JavaScript segment to verify that JavaScript is 
enabled would not achieve the desired goal. The RH entry shall not be used in PDF 1.7.

12.10.2 Requirement Handlers 

A requirement handler is a program that verifies certain requirements are satisfied. Table 265 describes the 
entries in a requirement handler dictionary. 

Table 265 –  Entries in a requirement handler dictionary  

Key Type Description

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary 
describes. If present, shall be ReqHandler for a requirement 
handler dictionary.

S name (Required) The type of requirement handler that this 
dictionary describes. Valid requirement handler types shall be
JS (for a JavaScript requirement handlers) and NoOp. 
A value of NoOp allows older conforming readers to ignore 
unrecognized requirements. This value does not add any 
specific entry to the requirement handler dictionary.

Script text string (Optional; valid only if the S entry has a value of JS) The 
name of a document-level JavaScript action stored in the 
document name dictionary (see 7.7.4, “Name Dictionary”). If 
the conforming reader understands the parent requirement 
dictionary and can verify the requirement specified in that 
dictionary, it shall disable execution of the requirement 
handler identified in this dictionary.
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EnableJavaScripts要件が要求辞書に存在する場合、JavaScriptのセグメントを指定RHエントリを含めることは無意味であろう。 JavaScriptは有効になっていることを確認するために、JavaScriptのセグメントを書き込むと、所望の目的を達成できないでしょう。 RHエントリはPDF 1.7に使用してはなりません。

キー型説明

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、要求ハンドラ辞書用ReqHandlerしなければなりません。

SNAME（必須）この辞書が記述する要求ハンドラのタイプ。有効な要求ハンドラタイプ（JavaScriptの要件ハンドラの）beJSものとし、NOOP。 NOOPの値は、古い準拠した読者が認識されていない要件を無視することができます。この値は、要求ハンドラ辞書に任意の特定のエントリを追加しません。

Scripttext文字列（オプション; SエントリはJSの値を持っている場合のみ有効）ドキュメント名辞書に保存されたドキュメントレベルのJavaScriptアクションの名前は（7.7.4、「名辞書」を参照してください）。準拠した読者は親要件辞書を理解し、その辞書に指定された要件を確認することができれば、それはこの辞書に識別要求ハンドラの実行を無効にするものとします。
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13 Multimedia Features

13.1 General

This clause describes those features of PDF that support embedding and playing multimedia content. It 
contains the following sub-clauses:

• 13.2, “Multimedia,” describes the comprehensive set of multimedia capabilities that were introduced in 
PDF 1.5. 

• 13.3, “Sounds,” and 13.4, “Movies,” describe features that have been supported since PDF 1.2. 

• 13.5, “Alternate Presentations,” describes a slideshow capability that was introduced in PDF 1.4.

• 13.6, “3D Artwork,” describes the capability of embedding three-dimensional graphics in a document, 
introduced in PDF 1.6. 

13.2 Multimedia

13.2.1 General

PDF 1.5 introduces a comprehensive set of language constructs to enable the following capabilities:

• Arbitrary media types may be embedded in PDF files. 

• Embedded media, as well as referenced media outside a PDF file, may be played with a variety of player 
software. (In some situations, the player software may be the conforming reader itself.)

NOTE 1 The term playing is used with a wide variety of media, and is not restricted to audio or video. For example, it 
may be applied to static images such as JPEGs.

• Media objects may have multiple renditions, which may be chosen at play-time based on considerations 
such as available bandwidth.

• Document authors may control play-time requirements, such as which player software should be used to 
play a given media object.

• Media objects may be played in various ways; for example, in a floating window as well as in a region on a 
page.

• Future extensions to the media constructs may be handled in an appropriate manner by current 
conforming readers. Authors may control how old conforming readers treat future extensions.

• Document authors may adapt the use of multimedia to accessibility requirements.

• On-line media objects may be played efficiently, even when very large.

The following list summarizes the multimedia features and indicates where each feature is discussed:

• 13.2.2, “Viability,” describes the rules for determining when media objects are suitable for playing on a 
particular system.

• Rendition actions (see 12.6.4.13, “Rendition Actions”) shall be used to begin the playing of multimedia 
content. 

• A rendition action associates a screen annotation (see 12.5.6.18, “Screen Annotations”) with a rendition 
(see 13.2.3, “Renditions”). 
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13のマルチメディア機能

13.1一般的な

この句は、サポートは埋め込み、マルチメディアコンテンツを再生することをPDFのそれらの機能について説明します。これは、次のサブ句が含まれています。

•13.2は、「マルチメディアは、」PDF 1.5で導入されたマルチメディア機能の包括的なセットを記述する。

•13.3、「サウンド」、および13.4は、「作品は、」PDF 1.2からサポートされている機能について説明します。

•13.5は、「代替プレゼンテーションは、」PDF 1.4で導入されたスライドショー機能について説明します。

•13.6は、「3Dアートワークは、」PDF 1.6で導入されたドキュメント内の3次元グラフィックスを埋め込む機能を説明しています。

13.2マルチメディア

13.2.1一般的な

PDF 1.5を発表次の機能を有効にするには、言語構造の包括的なセット：

PDFファイルの外部•組み込みのメディアと同様に、参照されるメディアには、プレーヤーソフトウエアの様々な再生することができます。 （いくつかの状況では、プレーヤ・ソフトウェアは適合リーダ自体であってもよいです。）

注1用語の演奏は、メディアの多種多様で使用されており、オーディオやビデオに限定されるものではありません。例えば、そのようなJPEGファイルとして静止画像に適用してもよいです。

•メディアオブジェクトは、利用可能な帯域幅などの考慮事項に基づいて、プレイ時に選択することができる複数のレンディションを有していてもよいです。

•ドキュメントの作成者は、プレーヤーソフトウェアは、特定のメディアオブジェクトを再生するために使用されるべきかなどのプレイ時間要件を、制御することができます。

•メディアオブジェクトは、さまざまな方法で再生することができます。例えば、フローティングウィンドウ内だけでなく、ページ上の領域インチ

メディア構造物へ•将来の拡張は、現在の準拠の読者によって、適切な方法で処理することができます。著者は、準拠した読者は、将来の拡張をどのように扱うか、古い制御することができます。

•ドキュメントの作成者は、アクセシビリティ要件へのマルチメディアの使用を適合させることができます。

•オンラインメディアオブジェクトは、場合でも、非常に大きな、効率的に再生することができます。

以下のリストは、マルチメディア機能を要約し、それぞれの特徴が説明されている場所を示します。

•13.2.2、「生存率は、」メディアオブジェクトは、特定のシステム上で楽しむのに適している場合を決定するための規則を説明します。

•レンディションアクションは（12.6.4.13、「レンディションアクション」を参照）、マルチメディアコンテンツの再生を開始するために使用しなければなりません。

•レンディションアクションが演出で画面注釈を（12.5.6.18、「画面の注釈」を参照）（13.2.3、「レンディション」を参照）に関連付けます。
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• Renditions are of two varieties: media renditions (see 13.2.3.2, “Media Renditions”) that define the 
characteristics of the media to be played, and selector renditions (see 13.2.3.3, “Selector Renditions”) that 
enables choosing which of a set of media renditions should be played. 

• Media renditions contain entries that specify what should be played (see 13.2.4, “Media Clip Objects”), 
how it should be played (see 13.2.5, “Media Play Parameters”), and where it should be played (see 13.2.6, 
“Media Screen Parameters”).

• 13.2.7, “Other Multimedia Objects,” describes several PDF objects that are referenced by the preceding
major objects.

NOTE 2 Some of the features described in the following sub-clauses have references to corresponding elements in the 
Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.0) standard (see the Bibliography).

13.2.2 Viability

When playing multimedia content, the conforming reader shall often make decisions such as which player 
software and which options, such as volume and duration, to use. 

In making these decisions, the viewer shall determine the viability of the objects used. If an object is considered 
non-viable, the media should not be played. If the object is viable, the media should be played, though possibly 
under less than optimum conditions.

There are several entries in the multimedia object dictionaries whose values shall have an effect on viability. In 
particular, some of the object dictionaries define two entries that divide options into one of two categories:

• MH (“must honour”): The options specified by this entry shall be honoured; otherwise, the containing object 
shall be considered non-viable.

• BE (“best effort”): An attempt should be made to honour the options; however, if they cannot be honoured, 
the containing object is still considered viable.

MH and BE are both dictionaries, and the same entries shall be defined for both of them. In any dictionary 
where these entries are allowed, both entries may be present, or only one, or neither. 

EXAMPLE The media play parameters dictionary (see Table 279) allows the playback volume to be set by means of 
the V entry in its MH and BE dictionaries (see Table 280). 

If the specified volume cannot be honoured, the object shall be considered non-viable if V is in the MH
dictionary, and playback shall not occur. If V is in the BE dictionary (and not also in the MH dictionary), playback 
should still occur: the playing software attempts to honour the specified option as best it can. 

Using this mechanism, authors may specify minimum requirements (MH) and preferred options (BE). They 
may also specify how entries that are added in the future to the multimedia dictionaries shall be interpreted by 
old conforming readers. If an entry that is unrecognized by the viewer is in the MH dictionary, the object shall be
considered non-viable. If an unrecognized entry is in a BE dictionary, the entry shall be ignored and viability 
shall be unaffected. Unless otherwise stated, an object shall be considered non-viable if its MH dictionary 
contains an unrecognized key or an unrecognized value for a recognized key.

The following rules apply to the entries in MH and BE dictionaries, which behave somewhat differently from 
other PDF dictionaries:

• If an entry is required, the requirement is met if the entry is present in either the MH dictionary or the BE
dictionary.

• If an optional entry is not present in either dictionary, it shall be considered to be present with its default 
value (if one is defined) in the BE dictionary.
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•レンディションの2種類である：のを選択可能、再生するメディアの特性を定義するメディア・レンディション（13.2.3.2、「メディアのレンディション」を参照）、およびセレクタレンディション（13.2.3.3、「セレクタレンディション」を参照してください）メディア・レンディションのセットが再生される必要があります。

•見る（メディアレンディションは（13.2.5、「メディア再生パラメータ」を参照してください）、それが再生されるべきか、（13.2.4、「メディアクリップオブジェクト」を参照してください）再生されるべきかを指定するエントリが含まれており、それが演奏する場所13.2.6、「メディアスクリーンパラメータ」）。

•13.2.7、「その他のマルチメディアは、オブジェクトの」precedingmajorオブジェクトによって参照されているいくつかのPDFオブジェクトについて説明します。

注2以下のサブ節で説明する機能の一部は、（参考文献を参照）同期マルチメディア統合言語（SMIL 2.0）規格に対応した要素への参照を持っています。

13.2.2生存率

マルチメディアコンテンツを再生する場合、準拠読者は、多くの場合、このようなボリュームや期間などのプレーヤーソフトウェアおよびオプションは、使用するかなどの決定をしなければなりません。

これらの決定を行う際に、視聴者が使用するオブジェクトの生存率を測定するものとします。オブジェクトが非生存とみなされた場合は、メディアが再生されるべきではありません。オブジェクトが実行可能であるならば、おそらく最適条件未満の下でも、メディアが、再生されるべきです。

値生存率に影響を与えるものとしたマルチメディアオブジェクトの辞書にはいくつかのエントリがあります。具体的には、オブジェクト辞書の一部は、2つのエントリを定義する2つのカテゴリのいずれかに分割オプション：

•MH（「尊重しなければならない」）：このエントリで指定されたオプションは光栄にされなければなりません。それ以外の場合は、含まれるオブジェクトは、非生存考慮しなければなりません。

•BE（「ベストエフォート」）：試みがオプションを称えるためになされるべきです。彼らは光栄することができない場合は、含まれているオブジェクトがまだ生き考えられています。

MHとBEは両方の辞書で、同じエントリはそれらの両方のために定義されなければなりません。これらのエントリが許可されているすべての辞書では、両方のエントリが存在する、または一方のみ、またはどちらであってもよいです。

指定されたボリュームが表彰することができない場合は、VはMHdictionaryである場合、オブジェクトは非生存考慮しなければならない、と再生が発生してはなりません。 Vは（とないもMH辞書内）BE辞書にある場合は、再生はまだ発生しなければならない：再生ソフトウェアの試みは、それができる最善のように指定したオプションを尊重します。

このメカニズムを使用して、著者は、最小要件（MH）、好ましい選択肢（BE）を指定することができます。彼らはまた、マルチメディア辞書に将来的に追加されたエントリが古い準拠の読者によって解釈されなければならない方法を指定することもできます。ビューアによって認識されないエントリはMH辞書にある場合、オブジェクトは非生存beconsideredばなりません。認識されていないエントリはBE辞書にある場合、エントリは無視されなければならないと生存率は影響を受けないものとします。特に明記しない限り、そのMH辞書が認識されたキーのキー認識されていないか、認識できない値が含まれている場合、オブジェクトは非生存考慮しなければなりません。

次の規則は、他のPDF辞書から多少異なる振る舞い辞書を、MH内のエントリに適用され、BE：

エントリーが必要な場合は、エントリがMH辞書やBEdictionaryのいずれかに存在している場合•、要件が満たされています。

•オプションのエントリはいずれかの辞書に存在しない場合（1が定義されている場合）、辞書にデフォルト値を持つ存在と見なされなければなりません。
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• If an instance of the same entry is present in both MH and BE, the instance in the BE dictionary shall be
ignored unless otherwise specified. 

• If the value of an entry in an MH or a BE dictionary is a dictionary or array, it shall be treated as an atomic 
unit when determining viability. That is, all entries within the dictionary or array shall be honoured for the 
containing object to be viable.

NOTE When determining whether entries can be honoured, it is not required that each one be evaluated 
independently, since they may be dependent on one another. That is, a conforming reader or player may 
examine multiple entries at once (even within different dictionaries) to determine whether their values can be 
honoured.

The following media objects may have MH and BE dictionaries. They function as described previously, except 
where noted in the individual sub-clauses:

• Rendition (Table 267)

• Media clip data (Table 276)

• Media clip section (Table 278)

• Media play parameters (Table 280)

• Media screen parameters (Table 283)

13.2.3 Renditions

13.2.3.1 General

There are two types of rendition objects: 

• A media rendition (see 13.2.3.2, “Media Renditions”) is a basic media object that specifies what to play, 
how to play it, and where to play it. 

• A selector rendition (see 13.2.3.3, “Selector Renditions”) contains an ordered list of renditions. This list 
may include other selector renditions, resulting in a tree whose leaves are media renditions. The 
conforming reader should play the first viable media rendition it encounters in the tree (see 13.2.2, 
“Viability”).

NOTE 1 Table 266 shows the entries common to all rendition dictionaries. The N entry in a rendition dictionary specifies 
a name that can be used to access the rendition object by means of name tree lookup (see Table 31). 
JavaScript actions (see 12.6.4.16, “JavaScript Actions”), for example, use this mechanism. 

Since the values referenced by name trees shall be indirect objects, all rendition objects should be indirect 
objects.

NOTE 2 A rendition dictionary is not required to have a name tree entry. When it does, the conforming reader should 
ensure that the name specified in the tree is kept the same as the value of the N entry (for example, if the user 
interface allows the name to be changed). A document should not contain multiple renditions with the same 
name. 

The MH and BE entries are dictionaries whose entries may be present in one or the other of them, as 
described in 13.2.2, “Viability.” For renditions, these dictionaries shall have a single entry C (see Table 267), 
whose value shall have a media criteria dictionary specifying a set of criteria that shall be met for the rendition 
to be considered viable (see Table 268). 

The media criteria dictionary behaves somewhat differently than other MH/BE entries, as they are described in 
13.2.2, “Viability.” The criteria specified by all of its entries shall be met regardless of whether they are in an MH
or a BE dictionary. The only exception is that if an entry in a BE dictionary is unrecognized by the conforming 
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•同じエントリのインスタンスはMHとBEの両方に存在する場合には特に指定のない限り、BE辞書のインスタンスがbeignoredばなりません。

•MH又はBE辞書内のエントリの値は、辞書または配列の場合生存率を決定するとき、それは、アトミック単位として扱われなければなりません。これは、辞書または配列内のすべてのエントリが実行可能であることを含むオブジェクトに対して表彰されるものとされます。

エントリは光栄することが可能かどうかを判断する場合は、彼らがお互いに依存することができるので、それぞれが、独立して評価されることを必要とされていません。それらの値が表彰することができるかどうかを決定するために一度（さえ異なる辞書内）にあることを、適合リーダーまたはプレーヤーは複数のエントリを調べることができます。

次のメディアオブジェクトは、MHとBE辞書を有することができます。個々のサブ節で述べた場合を除いて、前述したようにそれらが機能します。

•レンディション（表267）

•メディアクリップデータ（表276）

•メディアクリップ部分（表278）

•メディアの再生パラメータ（表280）

•メディア画面パラメータ（表283）

13.2.3レンディション

13.2.3.1一般的な

•メディアの演出は、基本的なメディアがそれを再生する方法を、再生するためにどのようなことを指定するオブジェクト、そしてどこにそれを再生することである（13.2.3.2は、「メディアのレンディション」を参照）。

•セレクタ演出は（13.2.3.3、「セレクタレンディション」を参照してください）レンディションの順序付きリストが含まれています。このリストは、その葉メディアレンディションであるツリーで、その結果、他のセレクタのレンディションを含むことができます。準拠した読者は、最初の実行可能なメディアは、それが（13.2.2、「生存率」を参照）のツリーに遭遇したレンディション果たすべきです。

すべてのレンディションの辞書に共通注1表266に示したエントリ。演出辞書のNエントリは（表31参照）名前ツリー検索によってアクセスにレンディションオブジェクトを使用することができます名前を指定します。 JavaScriptアクションは（12.6.4.16、「JavaScriptのアクション」を参照）、例えば、このメカニズムを使用しています。

名前の木によって参照値は、間接オブジェクトでなければならないので、すべてのレンディションオブジェクトは、間接的なオブジェクトでなければなりません。

注2 A演色辞書は、名前ツリーのエントリを持つことが必要とされていません。それがない場合、適合リーダは（ユーザインタフェースは、名前が変更されることを可能にする場合、例えば）ツリーで指定された名前は、N個のエントリの値と同じに保たれていることを確認すべきです。文書は、同じ名前を持つ複数のレンディションを含むべきではありません。

MHおよびエントリBEそのエントリ13.2.2に記載されているように、それらの一方または他方に存在してもよい辞書である「生存率」。レンディションのために、これらの辞書は、その値が基準は生存考慮すべき演出のために満たさなければならない基準のセットを指定するディクショナリメディアを持たなければならない単一のエントリC（表267を参照）、なければならない（表268を参照のこと）。

多少異なる他のMH / BEのエントリよりもメディアの基準辞書振る舞いを、彼らは13.2.2に記載されているような、「生存率。」そのエントリのすべてで指定された基準にかかわらず、彼らはモールBE辞書にあるかどうかの満たされなければなりません。唯一の例外は、BE辞書のエントリが準拠することで認識されないことをされた場合
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reader, it shall not affect the viability of the object. If a media criteria dictionary is present in both MH and BE, 
the entries in both dictionaries shall be individually evaluated, with MH taking precedence (corresponding BE
entries shall be ignored). 

Table 266 –  Entries common to all rendition dictionaries  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that dictionary describes; if present, shall 
be Rendition for a rendition object.

S name (Required) The type of rendition that this dictionary describes. May be MR
for media rendition or SR for selector rendition. The rendition shall be 
considered non-viable if the conforming reader does not recognize the value 
of this entry.

N text string (Optional) A Unicode-encoded text string specifying the name of the 
rendition for use in a user interface and for name tree lookup by JavaScript 
actions.

MH dictionary (Optional) A dictionary whose entries (see Table 267) shall be honoured for 
the rendition to be considered viable. 

BE dictionary (Optional) A dictionary whose entries (see Table 267) shall only be honoured 
in a “best effort” sense. 

Table 267 –  Entries in a rendition MH/BE dictionary  

Key Type Value

C dictionary (Optional) A media criteria dictionary (see Table 268). 
The media criteria dictionary behaves somewhat differently than other MH/
BE entries described in 13.2.2, “Viability.” The criteria specified by all of its 
entries shall be met regardless of whether it is in an MH or a BE dictionary. 
The only exception is that if an entry in a BE dictionary is unrecognized by 
the conforming reader, it shall not affect the viability of the object. 

Table 268 –  Entries in a media criteria dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MediaCriteria for a media criteria dictionary.

A boolean (Optional) If specified, the value of this entry shall match the user’s 
preference for whether to hear audio descriptions in order for this object to 
be viable. 
NOTE 1 Equivalent to SMIL’s systemAudioDesc attribute. 

C boolean (Optional) If specified, the value of this entry shall match the user’s 
preference for whether to see text captions in order for this object to be 
viable. 
NOTE 2 Equivalent to SMIL’s systemCaptions attribute.

O boolean (Optional) If specified, the value of this entry shall match the user’s 
preference for whether to hear audio overdubs in order for this object to be 
viable. 

S boolean (Optional) If specified, the value of this entry shall match the user’s 
preference for whether to see subtitles in order for this object to be viable. 
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読者は、そのオブジェクトの生存率に影響しないものとします。メディア基準辞書が両方のMHに存在することがあれば、両方の辞書内のエントリを個別MHは（対応BEentriesは無視しなければならない）、優先順位を取ると、評価されなければなりません。

キータイプ値

型名（オプション）辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、演出オブジェクトの演出をしなければなりません。

SNAME（必須）この辞書が記述する演出の種類。セレクタ演出用MRforメディアの演出やSRかもしれません。準拠した読者は、このエントリの値を認識しない場合の演出は、非生存考慮しなければなりません。

ntext型文字列（オプション）AユーザーインターフェイスでとJavaScriptアクションによって名前ツリーのルックアップのために使用するための演出の名前を指定するテキスト文字列をUnicodeでエンコードされました。

キータイプ値

Cdictionary（オプション）辞書メディア基準（表268を参照してください）。多少異なる他のMHよりもメディアの基準辞書振る舞いは、/エントリは、「生存率。」、13.2.2に説明しますそのエントリのすべてで指定された基準にかかわらず、それがMHまたはBE辞書にあるかどうかの満たされなければなりません。唯一の例外は、BE辞書のエントリが準拠リーダーによって認識されない場合には、それはオブジェクトの生存率に影響を与えてはならないということです。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、メディアの基準辞書用MediaCriteriaしなければなりません。

Aboolean（任意）指定された場合は、このエントリの値は、このオブジェクトが実行可能にするために音声ガイドを聞くべきかどうかについて、ユーザの嗜好に合致するものとします。 SMILのsystemAudioDesc属性にNOTE 1Equivalent。

Cboolean（任意）指定された場合は、このエントリの値は、このオブジェクトが実行可能にするために、テキストキャプションを参照するかどうかのために、ユーザの嗜好に合致するものとします。 SMILのsystemCaptions属性にNOTE 2Equivalent。

Oboolean（任意）指定された場合は、このエントリの値は、このオブジェクトが実行可能にするためには、音声多重録音を聞くべきかどうかについて、ユーザの嗜好に合致するものとします。

Sboolean（任意）指定された場合は、このエントリの値は、このオブジェクトが実行可能にするために字幕を参照してくださいするかどうかのために、ユーザの嗜好に合致するものとします。
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R integer (Optional) If specified, the system’s bandwidth (in bits per second) shall be 
greater than or equal to the value of this entry in order for this object to be 
viable. 
NOTE 3 Equivalent to SMIL’s systemBitrate attribute.

D dictionary (Optional) A dictionary (see Table 269) specifying the minimum bit depth 
required in order for this object to be viable. 
NOTE 4 Equivalent to SMIL’s systemScreenDepth attribute.

Z dictionary (Optional) A dictionary (see Table 270) specifying the minimum screen size 
required in order for this object to be viable. 
NOTE 5 Equivalent to SMIL’s systemScreenSize attribute.

V array (Optional) An array of software identifier objects (see 13.2.7.4, “Software 
Identifier Dictionary”). If this entry is present and non-empty, the conforming 
reader shall be identified by one or more of the objects in the array in order 
for this object to be viable.

P array (Optional) An array containing one or two name objects specifying a 
minimum and optionally a maximum PDF language version, in the same 
format as the Version entry in the document catalog (see Table 28). If this 
entry is present and non-empty, the version of multimedia constructs fully 
supported by the conforming reader shall be within the specified range in 
order for this object to be viable.

L array (Optional) An array of language identifiers (see 14.9.2.2, “Language 
Identifiers”). If this entry is present and non-empty, the language in which the 
conforming reader is running shall exactly match a language identifier, or 
consist only of a primary code that matches the primary code of an identifier, 
in order for this object to be viable. 
NOTE 6 Equivalent to SMIL’s systemLanguage attribute.

Table 269 –  Entries in a minimum bit depth dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MinBitDepth for a minimum bit depth dictionary.

V integer (Required) A positive integer (0 or greater) specifying the minimum screen 
depth (in bits) of the monitor for the rendition to be viable. A negative value 
shall not be allowed.

M integer (Optional) A monitor specifier (see Table 270) that specifies which monitor 
the value of V should be tested against. If the value is unrecognized, the 
object shall not be viable. 
Default value: 0. 

Table 268 –  Entries in a media criteria dictionary  (continued)

Key Type Value
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Rinteger（オプション）を指定した場合、（bps単位）、システムの帯域幅よりも大きいかまたはこのオブジェクトが実行可能にするために、このエントリの値に等しくなければなりません。 SMILのsystemBitrate属性にNOTE 3Equivalent。

Ddictionary（オプション）辞書（表269を参照）は、このオブジェクトが実行可能にするために必要な最小ビット深度を指定します。 SMILのsystemScreenDepth属性にNOTE 4Equivalent。

Zdictionary（オプション）辞書（表270を参照）は、このオブジェクトが実行可能にするために必要な最小の画面サイズを指定します。 SMILのsystemScreenSize属性にNOTE 5Equivalent。

可変長配列（オプション）ソフトウェア識別子オブジェクトの配列（13.2.7.4、「ソフトウェア識別子辞書」を参照）。このエントリが存在し、空でない場合、適合読者は、このオブジェクトが実行可能にするために、アレイ内のオブジェクトのうちの1つ以上によって識別されなければなりません。

Parray（オプション）一つまたは二つ名は、文書カタログのバージョンのエントリと同じ形式で、最小値と任意に最大PDF言語バージョンを指定するオブジェクトを含む配列（表28参照）。このエントリが存在し、空でない場合、完全に準拠リーダによってサポートマルチメディア構築のバージョンは、このオブジェクトが実行可能にするために、指定された範囲内でなければなりません。

Larray（オプション）言語識別子の配列（14.9.2.2、「言語識別子」を参照）。このエントリが存在し、空でない場合、適合リーダーが実行されている言語が正確に言語識別子と一致しなければならない、またはこのオブジェクトが実行可能にするために、識別子の一次コードと一致するプライマリコードだけから成ります。 SMILのsystemLanguage属性にNOTE 6Equivalent。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、最小ビット深度辞書ためMinBitDepthなければなりません。

Vinteger（必須）は正の整数（0以上）生存可能であることを表現するためのモニタの（ビット単位）最小画面深さを指定します。負の値は許されてはなりません。

Minteger（任意）モニタ指定子は、Vの値を監視する指定がに対してテストされるべきであること（表270を参照のこと）。値が認識されない場合には、オブジェクトが実行可能であってはなりません。デフォルト値：0。

表268  - メディアの基準辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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13.2.3.2 Media Renditions

Table 271 lists the entries in a media rendition dictionary. Its entries specify what media should be played (C), 
how (P), and where (SP) it should be played. A media rendition object shall be viable if and only if the objects 
referenced by its C, P, and SP entries are viable.

C may be omitted only in cases where a referenced player takes no meaningful input. This requires that P shall 
be present and that its referenced media play parameters dictionary (see Table 279) shall contain a PL entry, 
whose referenced media players dictionary (see 13.2.7.2, “Media Players Dictionary”) has a non-empty MU
array or a non-empty A array.

13.2.3.3 Selector Renditions

A selector rendition dictionary shall specify an array of rendition objects in its R entry (see Table 272). The 
renditions in this array should be ordered by preference, with the most preferred rendition first. At play-time, the 
renditions in the array shall be evaluated and the first viable media rendition, if any, shall be played. If one of 
the renditions is itself a selector, that selector shall be evaluated in turn, yielding the equivalent of a depth-first 
tree search. A selector rendition itself may be non-viable; in this case, none of its associated media renditions 
shall be evaluated (in effect, this branch of the tree is skipped).

NOTE This mechanism may be used, for example, to specify that a large video clip should be used on high-
bandwidth machines and a smaller clip should be used on low-bandwidth machines.

Table 270 –  Entries in a minimum screen size dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MinScreenSize for a rendition object.

V array (Required) An array containing two non-negative integers. The width and 
height (in pixels) of the monitor specified by M shall be greater than or equal 
to the values of the first and second integers in the array, respectively, in 
order for this object to be viable.

M integer (Optional) A monitor specifier (see Table 293) that specifies which monitor 
the value of V should be tested against. If the value is unrecognized, the 
object shall be not viable. 
Default value: 0. 

Table 271 –  Additional entries in a media rendition dictionary  

Key Type Value

C dictionary (Optional) A media clip dictionary (see 13.2.4, “Media Clip Objects”) that 
specifies what should be played when the media rendition object is played.

P dictionary (Required if C is not present, otherwise optional) A media play parameters
dictionary (see 13.2.5, “Media Play Parameters””) that specifies how the 
media rendition object should be played. 
Default value: a media play parameters dictionary whose entries (see 
Table 279) all contain their default values. 

SP dictionary (Optional) A media screen parameters dictionary (see 13.2.6, “Media Screen 
Parameters”) that specifies where the media rendition object should be 
played. 
Default value: a media screen parameters dictionary whose entries (see 
Table 282) all contain their default values. 
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13.2.3.2メディアレンディション

表271のリストメディア演出辞書内のエントリ。そのエントリは（C）メディアを再生すべきかを指定し、どのように（P）、どこで（SP）、それを再生する必要があります。メディア表現オブジェクトは、C、P、およびSPエントリによって参照されるオブジェクト場合にのみ実行可能なものでなければならない生存可能です。

Cは、参照プレイヤが有意な入力を取らない場合には省略されてもよいです。これは、その参照されるメディアプレーヤーの辞書（「メディアプレーヤー辞書」を13.2.7.2を参照してください）、PL項目を含まなければならない（表279を参照）Pが存在し、その参照されるメディアは、辞書のパラメータを果たしていることをしなければならないことを要求し、空ではないMUarrayを持っていますか、非エンプティA配列。

13.2.3.3セレクターレンディション

セレクタ表現辞書（表272を参照）はRのエントリで表現オブジェクトの配列を指定しなければなりません。この配列のレンディションが最も好ましい演出最初で、優先順に並べなければなりません。プレイ時には、配列内のレンディションを評価しなければならないと最初の実行可能なメディアの演出は、もしあれば、再生されなければなりません。レンディションの一つは、それ自体のセレクタである場合、そのセレクタは、深さ優先ツリー探索の同等物を得、順番に評価されなければなりません。セレクタ表現自体は、非生存であってもよいです。この場合には、それに関連するメディア・レンディションのどれも（実際には、ツリーのこのブランチがスキップされている）を評価してはなりません。

なお、この機構は、大きなビデオクリップは、高帯域幅のマシンで使用されるべきであり、小さなクリップが低帯域幅のマシンで使用されるべきであることを指定するために、例えば、使用されてもよいです。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、レンディションオブジェクトに対してMinScreenSizeしなければなりません。

可変長配列（必須）2非負の整数を含む配列。 Mによって指定されたモニターの幅と高さ（ピクセル単位）をより大きくすること、または生存可能であることが、この目的ために、それぞれ、アレイ内の第一および第二の整数の値に等しくなければなりません。

Minteger（任意）モニタ指定子は、Vの値を監視する指定がに対してテストされるべきであること（表293を参照のこと）。値が認識されない場合には、オブジェクトが実行可能でないものでなければなりません。デフォルト値：0。

キータイプ値

Cdictionary（オプション）メディアクリップ辞書（13.2.4、「メディアクリップオブジェクト」を参照してください）メディア・レンディションオブジェクトが再生されたときに再生されるべきことを指定。

（Cは、そうでない場合は、オプションの存在しない場合は必須）Pdictionary Aメディアは、メディアのレンディションオブジェクトが再生される方法を指定すること（「13.2.5、「メディアプレイのパラメータ」を参照してください）parametersdictionary遊びます。デフォルト値：メディアは、パラメータはそのエントリ（表279を参照）、すべてのそれらのデフォルト値が含まれている辞書演じます。

SPdictionary（オプション）メディア画面のパラメータ辞書（「メディア画面のパラメータ」、13.2.6を参照してください）メディア・レンディションオブジェクトが再生されることを指定し。デフォルト値：辞書を持つエントリ（表282を参照）、すべてのそれらのデフォルト値が含まれているメディア画面パラメータ。
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13.2.4 Media Clip Objects

13.2.4.1 General

There are two types of media clip objects, determined by the subtype S, which can be either MCD for media 
clip data (see 13.2.4.2, “Media Clip Data”) or MCS for media clip section (see 13.2.4.3, “Media Clip Section”). 
The entries common to all media clip dictionaries are listed in Table 273.

13.2.4.2 Media Clip Data

A media clip data dictionary defines the data for a media object that can be played. Its entries are listed in 
Table 274

NOTE 1 It may reference a URL to a streaming video presentation or a movie embedded in the PDF file.

Table 272 –  Additional entries specific to a selector rendition dictionary  

Key Type Value

R array (Required) An array of rendition objects. The first viable media rendition 
object found in the array, or nested within a selector rendition in the array, 
should be used. An empty array is legal.

Table 273 –  Entries common to all media clip dictionaries  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MediaClip for a media clip dictionary.

S name (Required) The subtype of media clip that this dictionary describes. May be 
MCD for media clip data (see 13.2.4.2, “Media Clip Data”) or MCS for a 
media clip section (see 13.2.4.3, “Media Clip Section”). The media clip shall 
be considered non-viable if the conforming reader does not recognize the 
value of this entry. 

N text string (Optional) The name of the media clip, for use in the user interface.

Table 274 –  Additional entries in a media clip data dictionary  

Key Type Value

D file 
specification or 
stream

(Required) A full file specification or form XObject that specifies the actual 
media data. 

CT ASCII string (Optional; not allowed for form XObjects) An ASCII string identifying the type 
of data in D. The string should conform to the content type specification 
described in Internet RFC 2045, Multipurpose Internet Mail Extensions 
(MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies (see the 
Bibliography).

P dictionary (Optional) A media permissions dictionary (see Table 275) containing 
permissions that control the use of the media data. Default value: a media 
permissions dictionary containing default values.

Alt array (Optional) An array that provides alternate text descriptions for the media clip 
data in case it cannot be played; see 14.9.2.4, “Multi-language Text Arrays.”
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13.2.4メディアクリップオブジェクト

13.2.4.1一般的な

そこメディアクリップ部のメディアクリップデータのMCD（「メディアクリップデータ」、13.2.4.2を参照）、またはMCSのいずれかであることができるサブタイプSによって決定されるメディアクリップオブジェクト、の2種類がある（メディア」、13.2.4.3を参照してくださいクリップ節」）。すべてのメディアクリップ辞書に共通のエントリを表273に記載されています。

13.2.4.2メディアデータをクリップ

メディア・クリップ・データ・ディクショナリが再生可能なメディアオブジェクトのデータを定義します。そのエントリは、表274に列挙されています

注1これは、ストリーミングビデオのプレゼンテーションやPDFファイルに埋め込まれたムービーにURLを参照することがあります。

キータイプ値

Rarray（必須）レンディションオブジェクトの配列。最初の実行可能なメディア表現オブジェクトは配列に見出される、またはアレイに選択演出内にネストされ、使用されるべきです。空の配列は合法です。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、メディアクリップ辞書用MediaClipしなければなりません。

SNAME（必須）この辞書が記述するメディアクリップのサブタイプ。メディアクリップのセクションのためのメディアクリップデータのためのMCD（「メディアクリップデータ」、13.2.4.2を参照）またはMCS（「メディアクリップセクション」、13.2.4.3を参照）であってもよいです。準拠した読者は、このエントリの値を認識しない場合は、メディアクリップは、非生存考慮しなければなりません。

ユーザー・インターフェースで使用するためntext型文字列（オプション）メディアクリップの名前、。

キータイプ値

DFILE仕様またはストリーム

CTASCII文字列（オプション;フォームXObjectsのために許可されていない）文字列がコンテンツタイプの仕様に準拠している必要がありD.におけるデータの種類を識別するASCII文字列は、インターネットRFC 2045、MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）の第一部で説明：インターネットのフォーマットをメッセージ本文（参考文献を参照）。

Pdictionary（オプション）Aメディア権限辞書（表275を参照）メディアデータの使用を制御含有パーミッション。デフォルト値：メディアの権限は、デフォルト値を含む辞書。

Altarray（オプション）が再生できない場合には、メディアクリップデータの代替テキストの説明を提供するアレイ。 14.9.2.4、「多言語テキストの配列」を参照してください。
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The media clip data object shall be considered non-viable if the object referenced by the D entry does not 
contain a Type entry, the Type entry is unrecognized, or the referenced object is not a dictionary or stream. 

This shall effectively exclude the use of simple file specifications (see 7.11, “File Specifications”).

If D references a file specification that has an embedded file stream (see 7.11.4, “Embedded File Streams”), the 
embedded file stream’s Subtype entry shall be ignored if present, and the media clip data dictionary’s CT entry 
shall identify the type of data.

If D references a form XObject, the associated player is implicitly the conforming reader, and the form XObject 
shall be rendered as if it were any other data type. 

NOTE 2 The F and D entries in the media play parameters dictionary (see Table 279) should apply to a form XObject 
just as they do to a QuickTime movie.

For media other than form XObjects, the media clip object shall provide enough information to allow a 
conforming reader to locate an appropriate player. This may be done by providing one or both of the following 
entries, the first being the preferred method:

• A CT entry that specifies the content type of the media. If this entry is present, any player that is selected 
shall support this content type.

• A PL entry that specifies one or more players that may be used to play the referenced media. if CT is 
present, there should also be a PL present. 

The P entry specifies a media permissions dictionary (see Table 275) specifying the manner in which the data 
referenced by the media may be used by a conforming reader. These permissions allow authors control over 
how their data is exposed to operations that could allow it to be copied. If the dictionary contains unrecognized 
entries or entries with unrecognized values, it shall be considered non-viable, and the conforming reader shall
not play the media.

PL dictionary (Optional) A media players dictionary (see 13.2.7.2, “Media Players 
Dictionary”) that identifies, among other things, players that are legal and not 
legal for playing the media.
If the media players dictionary is non-viable, the media clip data shall be 
non-viable.

MH dictionary (Optional) A dictionary whose entries (see Table 276) shall be honoured for 
the media clip data to be considered viable.

BE dictionary (Optional) A dictionary whose entries (see Table 276) should only be 
honoured in a “best effort” sense.

Table 274 –  Additional entries in a media clip data dictionary  (continued)

Key Type Value
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Dエントリによって参照されるオブジェクトのタイプのエントリが含まれていない場合、メディアクリップデータオブジェクトは、タイプ入力が認識されない、非生存とみなされなければならない、または参照されるオブジェクトは、辞書またはストリームはありません。

これは、効果的に（7.11、「ファイル仕様」を参照）、単純なファイル指定の使用を除外するものとします。

Dは（7.11.4、「埋め込みファイルストリーム」を参照）埋め込まれたファイルストリームを持つファイル仕様を参照している場合存在、およびメディアクリップのデータ・ディクショナリのCTエントリはの種類を識別しなければならない場合、埋め込まれたファイルストリームのサブタイプのエントリは無視されなければなりませんデータ。

D参照場合フォームのXObjectは、関連するプレーヤーが暗黙適合リーダであり、それは他のデータ型であるかのようにフォームのXObjectは、レンダリングされなければなりません。

注2メディアにおけるFとDのエントリは、パラメータは、彼らがQuickTimeムービーに同じようにフォームのXObjectに適用する必要があります（表279を参照してください）辞書遊びます。

フォームXObjects以外のメディアのために、メディアクリップオブジェクトは、適合読者が適切なプレイヤーを見つけることを可能にする十分な情報を提供しなければなりません。これは、最初は、好ましい方法であり、次のエントリの一方または両方を提供することによって行うことができます。

•メディアのコンテンツタイプを指定するA CTエントリが。このエントリが存在する場合は、選択されているすべてのプレイヤーは、このコンテンツタイプをサポートしなければなりません。

•A PLエントリーことを指定する一つまたは参照されるメディアを再生するために使用することができるより多くのプレーヤーが。 CTが存在する場合、また、PLが存在する必要があります。

Pエントリは、メディアによって参照されるデータが適合リーダによって使用される方法を指定する（表275参照）辞書メディア許可を指定します。これらの権限は、著者が自分のデータが、それがコピーされる可能性があります操作にさらされているかを制御できます。辞書は認識できない値と認識されていないエントリまたはエントリが含まれている場合、それは非生存考慮しなければならない、と適合する読者は、メディアを再生shallnot。

PL辞書（オプション）辞書メディアプレーヤー（「メディアプレーヤー辞典」、13.2.7.2を参照してください）とりわけ識別し、非実行可能である辞書media.Ifメディアプレーヤーを再生するための法的法的およびでないプレイヤーは、そのメディアクリップデータは、非生存しなければなりません。

MHdictionary（オプション）を持つエントリ（表276を参照）メディアクリップのデータが生き検討するために光栄されなければならない辞書。

BEdictionary（オプション）を持つエントリ（表276を参照）のみ、「ベストエフォート」の意味で表彰されなければならない辞書。

表274  - メディアクリップのデータ・ディクショナリ内の追加のエントリ（続き）

キータイプ値
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The BU entry in the media clip data MH and BE dictionaries (see Table 276) specifies a base URL for the 
media data. Relative URLs in the media (which point to auxiliary files or are used for hyperlinking) should be 
resolved with respect to the value of BU. The following are additional requirements concerning the BU entry:

• If BU is in the MH dictionary and the base URL is not honoured the media clip data shall be non-viable. 

NOTE 3 An example of this is that the player does not accept base URLs.

• Determining the viability of the object shall not require checking whether the base URL is valid 

NOTE 4 The target host exists.

• Absolute URls within the media shall not be affected.

• If the media itself contains a base URL, that value shall be used in preference to BU.

NOTE 5 An example of this is that the <BASE> element is defined in HTML.

• BU is completely independent of and unrelated to the value of the URI entry in the document catalogue 
(see 7.7.2, “Document Catalog”).

• If BU is not present and the media is embedded within the document, the URL to the PDF file itself shall be 
used as if it were the value of a BU entry in the BE dictionary; that is, as an implicit best-effort base URL.

13.2.4.3 Media Clip Section

A media clip section dictionary (see Table 277) defines a continuous section of another media clip object 
(known as the next-level media clip object). The next-level media clip object, specified by the D entry, may be 
either a media clip data object or another media clip section object. However, the linked list formed by the D

Table 275 –  Entries in a media permissions dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MediaPermissions for a media permissions dictionary.

TF ASCII 
string

(Optional) An ASCII string indicating the circumstances under which it is 
acceptable to write a temporary file in order to play a media clip. Valid values 
are:
(TEMPNEVER) Never allowed. 
(TEMPEXTRACT) Allowed only if the document permissions allow content 

extraction; when bit 5 of the user access permissions 
(see Table 22) is set.

(TEMPACCESS) Allowed only if the document permissions allow content 
extraction, including for accessibility purposes; when bits 
5 or 10 of the user access permissions (see Table 22) are 
set, or both.

(TEMPALWAYS) Always allowed.
Default value: (TEMPNEVER). 
An unrecognized value shall be treated as (TEMPNEVER). 

Table 276 –  Entries in a media clip data MH/BE dictionary  

Key Type Value

BU ASCII 
string

(Optional) An absolute URL that shall be used as the base URL in resolving 
any relative URLs found within the media data.
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BUメディアクリップデータMHのエントリーや辞書BEは、（表276を参照）メディアデータのためのベースURLを指定します。 （補助ファイルを指すか、ハイパーリンクに使用される）メディアの相対URLは、BUの値に対して解決されなければなりません。以下は、BUエントリに関する追加要件は次のとおりです。

このNOTE 3アンの例では、プレイヤーがベースのURLを受け入れないということです。

注4ターゲットホストが存在します。

•メディア内の絶対URLは影響を受けてはなりません。

•メディア自体が価値がBUに優先して使用しなければならないことを、ベースURLが含まれている場合。

この注5アンの例では、<BASE>要素は、HTMLで定義されていることです。

•BUは（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）は完全に独立し、文書カタログ内のURIエントリの値とは無関係です。

•もしBUは存在せず、メディアは、文書内に埋め込まれ、それはBE辞書のBUエントリの値であるかのように、PDFファイル自体へのURLを使用しなければなりません。それは暗黙のベストエフォート型のベースURLとして、です。

13.2.4.3メディアクリップセクション

メディアクリップ部辞書（表277参照）（次のレベルのメディアクリップオブジェクトとして知られている）別のメディアクリップオブジェクトの連続区間を定義します。 Dエントリによって指定された次のレベルのメディアクリップオブジェクトは、メディア・クリップ・データ・オブジェクトまたは別のメディアクリップセクションオブジェクトのいずれであってもよいです。しかし、Dによって形成され、リンクリスト

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、メディアの権限辞書用MediaPermissionsしなければなりません。

TFASCII文字列（オプション）メディアクリップを再生するために一時ファイルを書き込むことが許容される状況を示すASCII文字列。有効な値は以下のとおりです（TEMPNEVER）許可されません。文書のアクセス権は、コンテンツの抽出を許可した場合のみ許可（TEMPEXTRACT）。ユーザのアクセス権の5ビットときにセットされる（表22参照）（TEMPACCESS）文書のアクセス権は、アクセシビリティのために含め、コンテンツの抽出を許可した場合のみ許可。 （TEMPNEVER）：ビット5またはユーザのアクセス権のセット10、またはその両方（TEMPALWAYS）常にallowed.Default値（表22を参照）場合。認識できない値（TEMPNEVER）として扱われなければなりません。

キータイプ値

BUASCII列（オプション）任意の相対URLを解決するベースURLとして使用しなければならない絶対的なURLは、メディアデータ内に見られます。
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entries of media clip sections shall terminate in a media clip data object. If the next-level media object is non-
viable, the media clip section shall be also non-viable.

NOTE 1 A media clip section could define a 15-minute segment of a media clip data object representing a two-hour 
movie.

The B and E entries in the media clip section’s MH and BE dictionaries (see Table 278) shall define a 
subsection of the next-level media object referenced by D by specifying beginning and ending offsets into it. 
Depending on the media type, the offsets may be specified by time, frames, or markers (see 13.2.6.2, “Media 
Offset Dictionary”). B and E are not required to specify the same type of offset.

The following rules apply to these offsets:

• For media types where an offset makes no sense (such as JPEG images), B and E shall be ignored, with 
no effect on viability. 

• When B or E are specified by time or frames, their value shall be considered to be relative to the start of 
the next-level media clip. However, if E specifies an offset beyond the end of the next-level media clip, the 
end value shall be used instead, and there is no effect on viability.

• When B or E are specified by markers, there shall be a corresponding absolute offset into the underlying 
media clip data object. If this offset is not within the range defined by the next-level media clip (if any), or if 
the marker is not present in the underlying media clip, the existence of the entry shall be ignored, and there 
is no effect on viability.

• If the absolute offset derived from the values of all B entries in a media clip section chain is greater than or 
equal to the absolute offset derived from the values of all E entries, an empty range shall be defined. An 
empty range is legal.

• Any B or E entry in a media clip section’s MH dictionary shall be honoured at play-time in order for the 
media clip section to be considered viable. 

NOTE 2 The entry may not be honored if its value was not viable or if the player did not support its value; for example, 
the player did not support markers.

• If a B or E entry is in a media clip section’s MH dictionary, all B or E entries, respectively, at deeper levels 
(closer to the media clip data), shall be evaluated as if they were in an MH dictionary (even if they are 
actually within BE dictionaries).

• If B or E entry in a BE dictionary cannot be supported, it may be ignored at play-time.

Table 277 –  Additional entries in a media clip section dictionary  

Key Type Value

D dictionary (Required) The media clip section or media clip data object (the next-level 
media object) of which this media clip section object defines a continuous 
section.

Alt array (Optional) An array that provides alternate text descriptions for the media clip 
section in case it cannot be played; see 14.9.2.4, “Multi-language Text 
Arrays.”

MH dictionary (Optional) A dictionary whose entries (see Table 278) shall be honoured for 
the media clip section to be considered viable.

BE dictionary (Optional) A dictionary whose entries (see Table 278) shall only be honoured 
in a “best effort” sense.
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メディアクリップセクションのエントリは、メディア・クリップ・データ・オブジェクトで終端しなければなりません。次のレベルのメディアオブジェクトが非実行可能である場合には、メディアクリップの部分は、非実行可能なものでなければなりません。

注1 Aメディアクリップ部は、2時間の映画を表すメディアクリップデータオブジェクトの15分のセグメントを定義することができます。

メディアクリップ部のMHにBとEエントリことが辞書（表278を参照）、それに開始と終了オフセットを指定することによってメディアがDによって参照されるオブジェクトの次のレベルのサブセクションを定義しなければなりません。メディアの種類によっては、オフセットは、時間、フレーム、またはマーカーによって指定することができる（13.2.6.2を参照してください、「メディア辞書をオフセット」）。 BとEは、オフセットの同じタイプを指定する必要はありません。

次の規則は、これらのオフセットに適用されます。

•オフセットは意味を（例えばJPEG画像など）行うものではありませんメディアタイプについては、BおよびEは、生存率に影響を与えることなく、無視されなければなりません。

•BまたはEが時間またはフレームで指定されている場合、それらの値は、次のレベルのメディア・クリップの先頭からの相対であると見なされなければなりません。 Eが指定する場合は、次のレベルのメディア・クリップの端部を越えてオフセット、終了値が代わりに使用されるもの、および生存率に影響はありません。

•BまたはEがマーカーによって指定されている場合、絶対基礎となるメディア・クリップ・データ・オブジェクトに対応するオフセットが存在しなければなりません。このオフセットが次のレベルのメディア・クリップ（もしあれば）によって定義される範囲内にない場合、またはマーカーは、基礎となるメディアクリップに存在しない場合、エントリの存在は無視しなければならない、および生存率には影響がありません。

•メディアクリップ部チェーン内のすべてのBのエントリの値に由来する絶対オフセットがより大きいかまたはすべてのEエントリの値に由来する絶対オフセットに等しい場合、空の範囲が定義されなければなりません。空の範囲は合法です。

プレイヤーは、その値をサポートしていませんでした場合は、その値が実行可能でなかった場合、またはNOTE 2エントリが尊重されない場合があります。例えば、プレーヤーはマーカーをサポートしていませんでした。

•BまたはEエントリは、それぞれのメディア・クリップ・セクションのMH辞書、すべてBまたはEエントリ、であるならば、彼らはMH辞書にあったかのように、より深いレベル（メディアクリップデータに近い）で、場合でも（評価しなければなりません彼らは）BE辞書の中に実際にあります。

•もしBまたはE BE辞書のエントリは、それがプレイ時に無視することができる、サポートすることができません。

キータイプ値

Ddictionary（必須）このメディアクリップセクションオブジェクトは、連続区間を定義するのメディアクリップ部またはメディアクリップデータオブジェクト（次のレベルのメディア・オブジェクト）。

Altarray（オプション）が再生できない場合には、メディアクリップ部の代替テキストの説明を提供するアレイ。 14.9.2.4、「多言語テキストの配列」を参照してください。

MHdictionary（オプション）を持つエントリ（表278を参照してください）実行可能な考慮すべきメディアクリップ部分のために光栄されなければならない辞書。

BEdictionary（オプション）を持つエントリ（表278を参照）のみ、「ベストエフォート」の意味で表彰されなければならない辞書。
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13.2.5 Media Play Parameters

A media play parameters dictionary specifies how a media object should be played. It shall be referenced from 
a media rendition (see 13.2.3.2, “Media Renditions”).

Table 278 –  Entries in a media clip section MH/BE dictionary  

Key Type Value

B dictionary (Optional) A media offset dictionary (see 13.2.6.2, “Media Offset Dictionary”) 
that specifies the offset into the next-level media object at which the media 
clip section begins. Default: the start of the next-level media object.

E dictionary (Optional) A media offset dictionary (see 13.2.6.2, “Media Offset Dictionary”) 
that specifies the offset into the next-level media object at which the media 
clip section ends. Default: the end of the next-level media object.

Table 279 –  Entries in a media play parameters dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MediaPlayParams for a media play parameters dictionary.

PL dictionary (Optional) A media players dictionary (see 13.2.7.2, “Media Players 
Dictionary”) that identifies, among other things, players that are legal and not 
legal for playing the media.
If this object is non-viable, the media play parameters dictionary shall be 
considered non-viable.

MH dictionary (Optional) A dictionary whose entries (see Table 278) shall be honoured for 
the media play parameters to be considered viable.

BE dictionary (Optional) A dictionary whose entries (see Table 278) shall only be honoured 
in a “best effort” sense.

Table 280 –  Entries in a media play parameters MH/BE dictionary  

Key Type Value

V integer (Optional) An integer that specifies the desired volume level as a percentage 
of recorded volume level. A zero value shall be equivalent to mute; negative 
values shall be illegal. Default value: 100.

C boolean (Optional) A flag specifying whether to display a player-specific controller 
user interface when playing. 
EXAMPLE play/pause/stop controls.

Default value: false
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13.2.5メディアプレイのパラメータ

Aメディアは、メディアオブジェクトが再生されるべきかのパラメータ辞書の指定を果たしています。これは、メディア・演出（13.2.3.2、「メディアのレンディション」を参照）から参照されなければなりません。

キータイプ値

指定がメディアクリップ部が始まる次のレベルのメディアオブジェクトへのオフセットことBdictionary（オプション）Aメディア辞書オフセット（13.2.6.2を参照して、「メディア辞書オフセット」）。デフォルト：次のレベルのメディアオブジェクトの開始を。

Edictionary（オプション）Aメディアを指定がでメディアクリップ部の端次のレベルのメディアオブジェクトへのオフセットこと（「メディア辞書オフセット」、13.2.6.2を参照）辞書をオフセット。デフォルト：次のレベルのメディアオブジェクトの終わりを。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、メディアは、パラメータ辞書を再生するために、MediaPlayParamsしなければなりません。

PLdictionary（オプション）Aメディアプレーヤーが辞書（13.2.7.2を参照してください、「メディアプレーヤー辞典」）ことを識別し、このオブジェクトは非実行可能である他のもの、media.Ifを再生するための法的法的およびでない選手の中で、メディアの再生パラメータ辞書は非生存考慮しなければなりません。

MHdictionary（オプション）を持つエントリ（表278を参照）メディアに対して表彰されなければならない生き考慮すべきパラメータを再生した辞書。

BEdictionary（オプション）を持つエントリ（表278を参照）のみ、「ベストエフォート」の意味で表彰されなければならない辞書。

キータイプ値

Vinteger（オプション）記録音量レベルのパーセンテージとして所望の音量レベルを指定する整数。ゼロ値はミュートに相当しなければなりません。負の値は不正なものでなければなりません。デフォルト値：100。

Cboolean（オプション）再生時、プレーヤ固有のコントローラのユーザインタフェースを表示するかどうかを指定するフラグ。例の再生/一時停止/停止を制御します。

デフォルト値：偽
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The value of the D entry is a media duration dictionary, whose entries are shown in Table 281. It specifies a 
temporal duration. 

NOTE 1 The D entry dictionary temporal duration corresponds to the notion of a simple duration in SMIL. 

The duration may be a specific amount of time, it may be infinity, or it may be the media’s intrinsic duration.

EXAMPLE The intrinsic duration of a two-hour QuickTime movie is two hours. 

F integer‘ (Optional) The manner in which the player shall treat a visual media type that 
does not exactly fit the rectangle in which it plays.
0The media’s width and height shall be scaled while preserving the aspect 
ratio so that the media and play rectangles have the greatest possible 
intersection while still displaying all media content. 
NOTE 1 Same as “meet” value of SMIL’s fit attribute. 

1 The media’s width and height shall be scaled while preserving the aspect 
ratio so that the play rectangle is entirely filled, and the amount of media 
content that does not fit within the play rectangle shall be minimized. 

NOTE 2 Same as “slice” value of SMIL’s fit attribute.

2 The media’s width and height shall be scaled independently so that the 
media and play rectangles are the same; the aspect ratio shall not be 
preserved. 

NOTE 3 Same as “fill” value of SMIL’s fit attribute.

3 The media shall not be scaled. A scrolling user interface shall be 
provided if the media rectangle is wider or taller than the play rectangle. 

NOTE 4 Same as “scroll” value of SMIL’s fit attribute.

4 The media shall not be scaled. Only the portions of the media rectangle 
that intersect the play rectangle shall be displayed. 

NOTE 5 Same as “hidden” value of SMIL’s fit attribute.

5 Use the player’s default setting (author has no preference).
Default value: 5.
An unrecognized value shall be treated as the default value if the entry is in a 
BE dictionary. If the entry is in an MH dictionary and it has an unrecognized 
value, the object shall be considered non-viable. 

D dictionary (Optional) A media duration dictionary (see Table 281). Default value: a 
dictionary specifying the intrinsic duration (see RC). 

A boolean (Optional) If true, the media shall automatically play when activated. If false, 
the media shall be initially paused when activated. 
EXAMPLE The first frame is displayed. 

Relevant only for media that may be paused. Default value: true.

RC number (Optional) Specifies the number of iterations of the duration D to repeat. 
NOTE 6 Similar to SMIL’s repeatCount attribute. Zero means repeat 

forever. Negative values shall be illegal; non-integral values 
shall be legal. 

Default value: 1.0.

Table 280 –  Entries in a media play parameters MH/BE dictionary  (continued)

Key Type Value
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Dエントリの値は、そのエントリを表281に示す。これは、持続時間を指定するメディア時間辞書です。

期間は、時間の特定の量であってもよい、それは無限大であってもよいし、メディアの固有の持続時間であってもよいです。

プレイ矩形が完全に充填され、プレイ矩形内に収まらないメディアコンテンツの量が最小化されなければならないように、アスペクト比を維持しながら1メディアの幅と高さは、スケーリングされなければなりません。 SMILのfit属性の「スライス」の値と同じNOTE 2。

2メディアの幅と高さは独立してそのメディアとプレイ矩形が同じであることをスケーリングしなければなりません。アスペクト比は保存されてはなりません。 SMILのfit属性の「塗りつぶし」の値としてNOTE 3Same。

3つのメディアが拡大縮小してはなりません。メディア矩形がプレイ長方形より広いか、背が高い場合は、スクロールユーザーインターフェイスが提供されなければなりません。 SMILのfit属性の「スクロール」の値としてNOTE 4Same。

4つのメディアが拡大縮小してはなりません。メディアの部分のみがプレイ長方形INTERSECT表示されなければならないことを長方形。 SMILのfit属性の「隠された」値と同じNOTE 5。

5Useプレイヤーのデフォルト設定（作者が何の好みを持っていない）.DEFAULT値：エントリはBE辞書にある場合5.An認識できない値がデフォルト値として扱われなければなりません。エントリはMH辞書であり、それは認識できない値を持っている場合、オブジェクトは非生存考慮しなければなりません。

Aboolean（オプション）trueの場合起動したときに、メディアが自動的に再生しなければなりません。 falseの場合は活性化されると、メディアが最初に一時停止されなければなりません。実施例の最初のフレームが表示されます。

のみ一時停止することができるメディアに関連します。デフォルト値はtrue。

デフォルト値：1.0。

表280  - メディアのエントリMHは/辞書BEパラメータを演じる（続き）

キータイプ値
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The intrinsic duration may be modified when a media clip section (see 13.2.4.3, “Media Clip Section”) is used: 
the intrinsic duration shall be the difference between the absolute begin and end offsets. For a media type 
having no notion of time (such as a JPEG image), the duration shall be considered to be infinity.

If the simple duration is longer than the intrinsic duration, the player shall freeze the media in its final state until 
the simple duration has elapsed. For visual media types, the last appearance (frame) shall be displayed. For 
aural media types, the media is logically frozen but shall not continue to produce sound. 

NOTE 2 In this case, the RC entry, which specifies a repeat count, applies to the simple duration; therefore, the entire 
play-pause sequence is repeated RC times.

13.2.6 Media Screen Parameters

13.2.6.1 General

A media screen parameters dictionary (see Table 282) shall specify where a media object should be played. It 
shall contain MH and BE dictionaries (see Table 283), which shall function as discussed in 13.2.2, “Viability.” All 
media clips that are being played shall be associated with a particular document and shall be stopped when the 
document is closed.

NOTE Conforming readers should disallow floating windows and full-screen windows unless specifically allowed by 
the user. The reason is that document-based security attacks are possible if windows containing arbitrary 
media content can be displayed without indicating to the user that the window is merely hosting a media 
object. This recommendation may be relaxed if it is possible to communicate the nature of such windows to the 
user; for example, with text in a floating window’s title bar.

Table 281 –  Entries in a media duration dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MediaDuration for a media duration dictionary.

S name (Required) The subtype of media duration dictionary. Valid values are:
I The duration is the intrinsic duration of the associated media
F The duration is infinity
T The duration shall be specified by the T entry
The media duration dictionary shall be considered non-viable if the 
conforming reader does not recognize the value of this entry.

T dictionary (Required if the value of S is T; otherwise ignored) A timespan dictionary 
specifying an explicit duration (see Table 289). A negative duration is illegal.

Table 282 –  Entries in a media screen parameters dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MediaScreenParams for a media screen parameters dictionary.

MH dictionary (Optional) A dictionary whose entries (see Table 283) shall be honoured for 
the media screen parameters to be considered viable.

BE dictionary (Optional) A dictionary whose entries (see Table 283) should be honoured.

PDF 32000-1：2008

498©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

固有持続時間は、絶対的な開始と終了オフセットの間の差でなければならない：メディアクリップ部は、（「メディア・クリップ・セクション」、13.2.4.3を参照）が使用される場合、固有の持続時間を変更することができます（例えばJPEG画像など）時間の概念を持たないメディアタイプのために、持続時間が無限大であると見なされなければなりません。

単純持続時間が本来の時間より長い場合単純持続時間が経過するまで、プレイヤーはその最終状態でメディアを凍結するものとします。視覚的なメディアタイプの場合は、最後の外観（フレーム）が表示されなければなりません。聴覚メディアタイプの場合、メディアは論理的に凍結されているが、音を生成し続けてはなりません。

注2この場合、繰り返し回数を指定するRCエントリは、単純持続時間に適用されます。そのため、全体のプレイポーズシーケンスはRC回繰り返されます。

13.2.6メディア画面のパラメータ

13.2.6.1一般的な

メディア・スクリーンパラメータ辞書メディアオブジェクトが再生されるべき場所を指定しなければならない（表282参照）。これは、MHが含まれていると、13.2.2で説明したように機能するものと辞書（表283を参照）、しなければならない「生存率」。再生されているすべてのメディアクリップは、特定の文書に関連付けされなければならないと、文書が閉じられたときに停止されなければなりません。

特に、ユーザが許可されていない限りNOTE準拠の読者は、フローティングウィンドウとフルスクリーンウィンドウを禁止すべきです。その理由は、任意のメディア・コンテンツを含むウィンドウがウィンドウには、単にメディアオブジェクトをホストしていることをユーザに示すことなく表示することができた場合、ドキュメントベースのセキュリティ攻撃が可能であることです。ユーザーに、このような窓の本質を伝えることが可能である場合には、この勧告を緩和することができます。例えば、フローティングウィンドウのタイトルバーのテキストを持ちます。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、メディアの期間辞書用MediaDurationしなければなりません。

SNAME（必須）メディアデュレーション辞書のサブタイプ。有効な値は以下のとおりIThe期間は、関連mediaFThe期間の固有の持続時間はinfinityTThe時間が適合読者は、このエントリの値を認識しない場合、非生存みなすT entryTheメディア期間辞書で定めるあります。

（Sの値がTである場合は必須、それ以外の場合は無視）Tdictionary Aタイムスパン辞書明示的な時間を指定する（表289を参照のこと）。負の期間は違法です。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、辞書メディア画面パラメータのMediaScreenParamsしなければなりません。

MHdictionary（オプション）を持つエントリ（表283を参照してください）実行可能な考慮すべきメディア画面パラメータの表彰されなければならない辞書。

BEdictionary（オプション）を持つエントリ（表283を参照してください）光栄する必要があります辞書。
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The F entry in the media screen parameters MH/BE dictionaries shall be a floating window parameters 
dictionary, whose entries are listed in Table 284. The entries in the floating window parameters dictionary shall 
be treated as if they were present in the MH or BE dictionaries that they are referenced from. That is, the 
contained entries shall be individually evaluated for viability rather than the dictionary being evaluated as a 
whole. (There may be an F entry in both MH and BE. In such a case, if a given entry is present in both floating 
window parameters dictionaries, the one in the MH dictionary shall take precedence.)

The D, P, and RT entries shall be used to specify the rectangle that the floating window occupies. Once 
created, the floating window’s size and position shall not be tied to any other window, even if the initial size or 
position was computed relative to other windows.

Unrecognized values for the R, P, RT, and O entries shall be handled as follows: if they are nested within an 
MH dictionary, the floating window parameters object (and hence the media screen parameters object) shall be 

Table 283 –  Entries in a media screen parameters MH/BE dictionary  

Key Type Value

W integer (Optional) The type of window that the media object shall play in:
0 A floating window
1 A full-screen window that obscures all other windows
2 A hidden window
3 The rectangle occupied by the screen annotation (see 12.5.6.18, 

“Screen Annotations”) associated with the media rendition 
Default value: 3. Unrecognized value in MH: object is non-viable; in BE: treat 
as default value.

B array (Optional) An array of three numbers in the range 0.0 to 1.0 that shall specify 
the components in the DeviceRGB colour space of the background colour 
for the rectangle in which the media is being played. This colour shall be 
used if the media object does not entirely cover the rectangle or if it has 
transparent sections. It shall be ignored for hidden windows.
Default value: implementation-defined. The conforming reader should 
choose a reasonable value based on the value of W. 
EXAMPLE 1 A system default background colour for floating windows 

or a user-preferred background colour for full-screen 
windows.

If a media format has an intrinsic background colour, B shall not override it. 
However, the B colour shall be visible if the media has transparent areas or 
otherwise does not cover the entire window.

O number (Optional) A number in the range 0.0 to 1.0 specifying the constant opacity 
value that shall be used in painting the background colour specified by B. A 
value below 1.0 means the window shall be transparent. 
EXAMPLE 2 Windows behind a floating window show through if the 

media does not cover the entire floating window. 

A value of 0.0 shall indicate full transparency and shall make B irrelevant. It 
shall be ignored for full-screen and hidden windows.
Default value: 1.0 (fully opaque).

M integer (Optional) A monitor specifier (see Table 293) that shall specify which 
monitor in a multi-monitor system, a floating or full-screen window shall 
appear on. Ignored for other types.
Default value: 0 (document monitor). Unrecognized value in MH: object is 
non-viable; in BE: treat as default value.

F dictionary (Required if the value of W is 0; otherwise ignored) A floating window 
parameters dictionary (see Table 284) that shall specify the size, position, 
and options used in displaying floating windows.
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メディア・スクリーン・パラメータのFエントリはMH / BE辞書は、そのエントリフローティングウィンドウパラメータ表284のエントリに記載されている辞書は、それらがMHに存在したかのように扱わや辞書BEなければならないパラメータが辞書フローティングウィンドウ、でなければなりませんそれらはから参照されています。すなわち、格納されているエントリは、個々の生存能力ではなく全体として評価されている辞書のために評価されるものとされています。 （特定のエントリが両方のフローティングウィンドウパラメータ辞書に存在する場合があり、両方MHにおけるFのエントリであるとすることができる。このようなAの場合、MH辞書内の1つが優先するものとします。）

D、P、及びRTエントリはフローティングウィンドウが占める矩形を指定するために使用されなければなりません。作成した後は、フローティングウィンドウのサイズと位置は、初期サイズや位置が他のウィンドウに対する計算された場合でも、他のウィンドウに結び付けてはなりません。

次のように認識されていないR、P、RTの値、およびOエントリが処理されなければならない：それらはMH辞書、フローティングウィンドウパラメータオブジェクト内にネストされている（したがって、メディア・スクリーン・パラメータは、オブジェクト）場合でなければなりません

キータイプ値

Winteger（オプション）メディアオブジェクトがでプレーしなければならないことを、ウィンドウのタイプ：長方形が画面注釈（12.5.6.18を参照してください、「画面注釈」によって占めwindow3隠された他のすべてのwindows2のAを不明瞭window1をフルスクリーンウィンドウを浮動0 A MH 3.認識されない値：）メディア表現デフォルト値に関連付けられているオブジェクトは、非実行可能です。 BE中：デフォルト値として扱います。

Barray（任意）メディアが再生された矩形の背景色のDeviceRGBで色空間内のコンポーネントを指定しなければならない0.0から1.0の範囲の3つの数字の配列。メディアオブジェクトが完全に矩形をカバーしていない場合は、この色を使用しなければならないか、それが透明のセクションを持っている場合。それは隠されたwindows.Default値では無視されなければならない：実装定義します。適合するリーダはフローティングウィンドウのためのW.実施例1Aのシステムのデフォルトの背景色またはフルスクリーンウィンドウのユーザ優先背景色の値に基づいて適切な値を選択する必要があります。

メディアフォーマットは、固有の背景色を持っている場合、Bはそれを上書きしてはなりません。メディアは透明領域を有しているか、そうでなければ、ウィンドウ全体をカバーしていない場合は、Bの色が表示されなければなりません。

0.0の値は完全な透明性を示すものとし、Bは無関係しなければなりません。これは、フルスクリーンと隠されたwindows.Default値では無視されなければならない：1.0（完全に不透明）。

マルチモニタシステムでは、浮動またはフルスクリーンウィンドウが上に表示されるものとするモニタを指定しなければならないMinteger（任意）モニタ指定子（表293を参照のこと）。他のタイプでは無視されます。

デフォルト値：0（ドキュメントモニター）。 MHで認識されない値：オブジェクトは非実行可能です。 BE中：デフォルト値として扱います。

Fdictionary（必須Wの値が0であれば、そうでない場合は無視）辞書Aフローティングウィンドウパラメータ（表284を参照）のサイズ、位置、及びフローティングウィンドウを表示する際に使用されるオプションを指定しなければなりません。
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considered non-viable; if they are nested within a BE dictionary, they shall be considered to have their default 
values.

Table 284 –  Entries in a floating window parameters dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be FWParams for a floating window parameters dictionary.

D array (Required) An array containing two non-negative integers that shall 
represent the floating window’s width and height, in pixels, respectively. 
These values shall correspond to the dimensions of the rectangle in which 
the media shall play, not including such items as title bar and resizing 
handles.

RT integer (Optional) The window relative to which the floating window shall be 
positioned:
0 The document window
1 The application window
2 The full virtual desktop
3 The monitor specified by M in the media screen parameters MH or BE

dictionary (see 9.22)
Default value: 0.

P integer (Optional) The location where the floating window (including such items as 
title bar and resizing handles) shall be positioned relative to the window 
specified by RT:
0 Upper-left corner
1 Upper center
2 Upper-right corner
3 Center left
4 Center
5 Center right
6 Lower-left corner
7 Lower center
8 Lower-right corner
Default value: 4.

O integer (Optional) Specifies what shall occur if the floating window is positioned 
totally or partially offscreen (that is, not visible on any physical monitor):
0 Take no special action
1 Move and/or resize the window so that it is on-screen
2 Consider the object to be non-viable
Default value: 1

T boolean (Optional) If true, the floating window shall have a title bar. Default value: 
true.

UC boolean (Optional; meaningful only if T is true) If true, the floating window shall 
include user interface elements that allow a user to close a floating window.
Default value: true

R integer (Optional) Specifies whether the floating window may be resized by a user:
0 May not be resized
1 May be resized only if aspect ratio is preserved
2 May be resized without preserving aspect ratio
Default value: 0.
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非生存と考えられ;彼らはBEの辞書内にネストされている場合、彼らは彼らのデフォルト値を持つように考慮しなければなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、フローティングウィンドウのパラメータ辞書のためのFWParamsしなければなりません。

Darray（必須）は、それぞれ、ピクセル単位で、フローティングウィンドウの幅と高さを代表する二つの非負の整数を含む配列。これらの値は、タイトルバーやサイズ変更ハンドルなどの項目を含まない、メディアを再生するものとした矩形の寸法に対応しなければなりません。

RTinteger（オプション）フローティングウィンドウを配置しなければならない相対れるウィンドウ：0：0文書アプリケーションWINDOW1完全仮想desktop3TheモニタWINDOW2は（9.22を参照）は、メディア・スクリーン・パラメータMH又はBEdictionaryにMによってデフォルト値を指定しました。

Pinteger（オプション）（タイトルバーやサイズ変更ハンドルなどの項目を含む）フローティングウィンドウは、RTによって指定されたウィンドウに対して配置されなければならない場所：0 Center5センターleft4アッパーcenter2右上corner3センターcorner1左上right6低級左corner7低center8右下隅

デフォルト値：4。

Ointeger（オプション）フローティングウィンドウは、（任意の物理モニターに表示されていないこと）、完全または部分的にオフスクリーンに配置された場合に発生するものとするかを指定：それは上-Screen2に考えてみましょうとなるように、0は特別なアクション1移動もしないおよび/またはウィンドウのサイズを変更1：非viableDefault値すべき物体

Tboolean（オプション）trueの場合、フローティングウィンドウには、タイトルバーを持たなければなりません。デフォルト値はtrue。

UCboolean（任意; Tが真である場合にのみ意味を持つ）trueの場合、フローティングウィンドウは、ユーザが浮動window.Default値を閉鎖することを可能にするユーザインタフェース要素を含まなければならない：真

Rinteger（オプション）フローティングウィンドウは、ユーザによってサイズ変更することができるかどうかを指定：0：0月はresized1ではないが、アスペクト比がpreserved2アスペクトratioDefault値を保存せずにサイズ変更されるかもしれである場合にのみサイズ変更することができます。
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13.2.6.2 Media Offset Dictionary

A media offset dictionary (Table 285) shall specify an offset into a media object. The S (subtype) entry indicates 
how the offset shall be specified: in terms of time, frames or markers. Different media types support different 
types of offsets. 

EXAMPLE Time, “10 seconds”; frames, “frame 20”; markers, “Chapter One.”

TT array (Optional; meaningful only if T is true) An array providing text to display on 
the floating window’s title bar. See 14.9.2.4, “Multi-language Text Arrays.” If 
this entry is not present, the conforming reader may provide default text.

Table 285 –  Entries common to all media offset dictionaries  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MediaOffset for a media offset dictionary.

S name (Required) The subtype of media offset dictionary. Valid values shall be:
T A media offset time dictionary (see Table 286)
F A media offset frame dictionary (see Table 287)
M A media offset marker dictionary (see Table 288)
The rendition shall be considered non-viable if the conforming reader does 
not recognize the value of this entry.

Table 286 –  Additional entries in a media offset time dictionary  

Key Type Value

T dictionary (Required) A timespan dictionary (see Table 289) that shall specify a 
temporal offset into a media object. Negative timespans are not allowed in 
this context. The media offset time dictionary is non-viable if its timespan 
dictionary is non-viable.

Table 287 –  Additional entries in a media offset frame dictionary  

Key Type Value

F integer (Required) Shall specify a frame within a media object. Frame numbers 
begin at 0; negative frame numbers are not allowed.

Table 288 –  Additional entries in a media offset marker dictionary  

Key Type Value

M text string (Required) A text string that identifies a named offset within a media object.

Table 284 –  Entries in a floating window parameters dictionary  (continued)

Key Type Value
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13.2.6.2メディア辞書をオフセット

メディア（表285）辞書オフセットメディアオブジェクトへのオフセットを指定しなければなりません。時間、フレームまたはマーカーの点で：S（サブタイプ）エントリは、オフセットが指定されなければならないかを示します。異なるメディアタイプはオフセットの異なる種類をサポートしています。

例時間、「10秒」。フレーム、「フレーム20」。マーカー、「第一章。」

TTarray（オプション; Tがtrueの場合にのみ意味を持つ）フローティングウィンドウのタイトルバーに表示するテキストを提供する配列。 14.9.2.4、「多言語テキストの配列」を参照してください。このエントリが存在しない場合は、適合する読者は、デフォルトのテキストを提供することができます。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、メディアは辞書をオフセットするために、MediaOffsetしなければなりません。

SNAME（必須）メディアのサブタイプは、辞書を相殺しました。有効な値はでなければならない：TAメディアは時間辞書をオフセット（表286参照）FA媒体はMA媒体が準拠読者が認識しない場合に描写は非生存とみなされなければならない（表288参照）マーカー辞書をオフセット（表287参照）フレーム辞書をオフセットこのエントリの値。

キータイプ値

Tdictionary（必須）メディアオブジェクトへのオフセットの時間を指定するタイムスパン辞書（表289を参照してください）。負のタイムスパンは、このコンテキストで許可されていません。メディアは、そのタイムスパン辞書は非実行可能であるならば、時間辞書は非生存であるオフセット。

キータイプ値

Finteger（必須）メディアオブジェクト内のフレームを指定しなければなりません。フレーム番号は0から始まります。負のフレーム番号は使用できません。

キータイプ値

マルチテキスト文字列（必須）識別は、メディアオブジェクト内のオフセットという名前というテキスト文字列。

表284  - パラメータ辞書フローティングウィンドウのエントリ（続き）

キータイプ値
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13.2.6.3 Timespan Dictionary

A timespan dictionary shall specify a length of time; its entries are shown in Table 289. 

13.2.7 Other Multimedia Objects

13.2.7.1 General

This sub-clause defines several dictionary types that are referenced by the previous sub-clauses.

13.2.7.2 Media Players Dictionary

A media players dictionary may be referenced by media clip data (see 13.2.4.2, “Media Clip Data”) and media 
play parameters (see 13.2.5, “Media Play Parameters”) dictionaries, and shall allow them to specify which 
players may or may not be used to play the associated media. The media players dictionary references media 
player info dictionaries (see 13.2.7.3, “Media Player Info Dictionary”) that shall provide specific information 
about each player. 

Table 289 –  Entries in a timespan dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be Timespan for a timespan dictionary.

S name (Required) The subtype of timespan dictionary. The value shall be S (simple 
timespan). The rendition shall be considered non-viable if the conforming 
reader does not recognize the value of this entry. 

V number (Required) The number of seconds in the timespan. Non-integral values 
shall be allowed. Negative values shall be allowed, but may be disallowed in 
some contexts. 
(PDF 1.5) Negative values are not allowed.
This entry shall be used only if the value of the S entry is S. Subtypes 
defined in the future need not use this entry.

Table 290 –  Entries in a media players dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MediaPlayers for a media players dictionary.

MU array (Optional) An array of media player info dictionaries (see Table 291) that 
shall specify a set of players, one of which shall be used in playing the 
associated media object. 
Any players specified in NU are effectively removed from MU. 
EXAMPLE If MU specifies versions 1 through 5 of a player and NU

specifies versions 1 and 2 of the same player, MU is 
effectively versions 3 through 5.

A array (Optional) An array of media player info dictionaries (see Table 291) that 
shall specify a set of players, any of which may be used in playing the 
associated media object. If MU is also present and non-empty, A shall be 
ignored.

NU array (Optional) An array of media player info dictionaries (see Table 291) that 
shall specify a set of players that shall not be used in playing the associated 
media object (even if they are also specified in MU).

PDF 32000-1：2008

502©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

13.2.6.3タイムスパン辞書

13.2.7その他のマルチメディアオブジェクト

13.2.7.1一般的な

このサブ句は、前のサブ節で参照されるいくつかの辞書の種類を定義します。

13.2.7.2メディアプレーヤー辞書

メディアプレーヤー辞書はメディアクリップデータによって参照することができる（「メディアクリップデータ」、13.2.4.2を参照）、メディアがパラメータを再生（「メディアはパラメータを再生する」、13.2.5を参照してください）辞書、およびそれらがどの選手を指定できるようにしなければならないかもしれませんまたは関連するメディアを再生するために使用することはできません。各プレイヤーについての具体的な情報を提供しなければならないメディアプレイヤー辞書参照メディアプレーヤー情報辞書（13.2.7.3、「メディアプレイヤー情報辞書」を参照してください）。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、タイムスパンの辞書のためのタイムスパンでなければなりません。

Vnumber（必須）タイムスパンの秒数。非整数値が許可されなければなりません。負の値は許可されなければならないが、いくつかの状況で禁止することができます。負の値はallowed.ThisエントリはSエントリの値は、このエントリを使用しないで、将来の必要性に定義されたS.サブタイプがある場合にのみ使用されるものではありません（PDF 1.5）。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、メディアプレーヤーの辞書のためのMediaPlayersしなければなりません。

MUarray（オプション）選手の集合、関連するメディアオブジェクトを再生して使用されるものとしているのいずれかを指定するメディアプレーヤー情報の辞書の配列（表291を参照してください）。 NUで指定された選手を効果的にMUから削除されます。実施例1f MU指定バージョンプレーヤーとNUspecifiesバージョン1と同じプレイヤの2の1〜5、MUは有効バージョン3〜5です。

Aarray（オプション）関連するメディアオブジェクトを再生するに使用することができるそれらのいずれかのプレイヤーのセットを、指定しなければならメディアプレーヤー情報の辞書の配列（表291を参照してください）。 MUも存在し、空でない場合、Aは無視されなければなりません。

NUarray（オプション）関連するメディアオブジェクトを再生するには使用してはならない選手のセットを指定するメディアプレーヤー情報の辞書の配列（表291を参照）（これらはまた、MUに指定されている場合でも）。
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The MU, A, and NU entries each shall specify one or more media player info dictionaries. An empty array shall 
be treated as if it is not present. The media player info dictionaries shall be allowed to specify overlapping 
player ranges.

NOTE 1 MU could contain a media player info dictionary describing versions 1 to 10 of Player X and another describing 
versions 3 through 5 of Player X.

If a non-viable media player info dictionary is referenced by MU, NU, or A, it shall be treated as if it were not 
present in its original array, and a media player info dictionary containing the same software identifier dictionary 
(see 13.2.7.4, “Software Identifier Dictionary”) shall logically considered present in NU. The same rule shall 
apply to a media player info dictionary that contains a partially unrecognized software identifier dictionary. 

Since both media clip data and media play parameters dictionaries may be employed in a play operation, and 
each may reference a media players dictionary, there is a potential for conflict between the contents of the two 
media players dictionaries. At play-time, the viewer shall use the following algorithm to determine whether a 
player present on the machine may be employed. The player may not be used if any of the following conditions 
are true:

Algorithm: Media Player

a) The content type is known and the player does not support the type.

b) The player is found in the NU array of either dictionary.

c) Both dictionaries have non-empty MU arrays and the player is not found in both of them, or only one of the 
dictionaries has a non-empty MU array and the player is not found in it.

d) Neither dictionary has a non-empty MU array, the content type is not known, and the player is not found in 
the A array of either dictionary.

If none of the conditions are true, the player may be used. 

NOTE 2 A player is “found” in the NU, MU, or A arrays if it matches the information found in the PID entry of one of the 
entries, as described by the Algorithm in 13.2.7.4, “Software Identifier Dictionary.”

13.2.7.3 Media Player Info Dictionary

A media player info dictionary shall provide a variety of information regarding a specific media player. Its entries 
(see Table 291) shall associate information with a particular version or range of versions of a player. As of PDF 
1.5, only the PID entry shall provide information about the player, as described in the next sub-clause, 13.2.7.4, 
“Software Identifier Dictionary.”

Table 291 –  Entries in a media player info dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be MediaPlayerInfo for a media player info dictionary.

PID dictionary (Required) A software identifier dictionary (see 13.2.7.4, “Software Identifier 
Dictionary”) that shall specify the player name, versions, and operating 
systems to which this media player info dictionary applies.

MH dictionary (Optional) A dictionary containing entries that shall be honored for this 
dictionary to be considered viable
Currently, there are no defined entries for this dictionary

BE dictionary (Optional) A dictionary containing entries that need only be honored in a 
“best effort” sense.
Currently, there are no defined entries for this dictionary
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MU、A、およびNUは、それぞれが1つまたは複数のメディアプレーヤー情報辞書を指定するエントリ。それが存在しないかのように空の配列を処理しなければなりません。メディアプレーヤー情報の辞書は、重複プレーヤーの範囲を指定することが許されなければなりません。

注1 MUは、プレイヤーXの5を通してプレイヤーXと別の記述のバージョン3の10にバージョン1を記述したメディアプレーヤー情報の辞書を含めることができます

非生存メディアプレーヤー情報の辞書がMU、NU、またはAによって参照されている場合、それは、処理されなければならないことは、元のアレイ、および辞書識別子同じソフトウェアを含むメディアプレーヤー情報辞書に存在していなかったかのように（13.2を参照してください。 7.4、「ソフトウェア識別子辞典」）、論理的にNUに存在すると考えられものとします。同じルールが、部分的に認識されていないソフトウェアの識別子の辞書が含まれているメディアプレーヤー情報辞書に適用しなければなりません。

メディアクリップのデータとメディアの両方を演じるためのパラメータ辞書は、再生動作に使用されてもよいし、各辞書メディアプレーヤーを参照することができる、2つのメディアプレーヤー辞書の内容との間の衝突の可能性があります。プレイ時には、視聴者は、マシン上のプレーヤーの存在を採用することができるかどうかを判断するには、次のアルゴリズムを使用しなければなりません。以下の条件のいずれかに該当する場合、プレイヤーが使用できない場合があります。

アルゴリズム：メディアプレイヤー

a）は、コンテンツの種類が知られており、プレイヤーは種類をサポートしていません。

B）プレイヤーはいずれかの辞書のNU配列中に発見されました。

C）両方の辞書が空でないMUアレイを有しており、プレイヤーはそれらの両方で発見されていない、またはだけ辞書の一つが空でないMUアレイを有し、プレイヤーがその中に見つかりません。

D）辞書いずれも空でないMUアレイを有し、コンテンツタイプが知られておらず、プレイヤがいずれかの辞書のA配列中に見出されていません。

条件のいずれも真でない場合は、プレイヤーを使用することができます。

注記2 Aプレーヤーは、情報と一致する場合NU、MU、又はA列に「見つかった」13.2.7.4におけるアルゴリズムによって記載されるように、エントリの一つのPIDエントリーに見出される「ソフトウェア識別子辞書」を

13.2.7.3 Media Playerの情報辞書

メディアプレーヤー情報の辞書は、特定のメディアプレーヤーに関するさまざまな情報を提供しなければなりません。そのエントリ（表291参照）は、特定のバージョンまたはプレーヤーのバージョンの範囲で情報を関連付けなければなりません。次のサブ句、13.2.7.4に記載されているようにPDF 1.5の時点で、唯一のPIDエントリは、プレーヤーについての情報を提供しなければならない「ソフトウェア識別子辞書。」

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、メディアプレーヤー情報の辞書のためMediaPlayerInfoしなければなりません。

このメディアプレーヤー情報の辞書が適用される選手名、バージョン、およびオペレーティングシステムを指定しなければならPIDdictionary（必須）ソフトウェア識別子辞書（13.2.7.4、「ソフトウェア識別子辞書」を参照）。

MHdictionary（オプション）この辞書はviableCurrentlyと見なされるために光栄されなければならないのエントリを含む辞書、この辞書には定義されたエントリが存在しません

BEdictionary（オプション）必要性だけsense.Currently「ベストエフォート」で表彰さというエントリを含む辞書、この辞書には定義されたエントリが存在しません
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13.2.7.4 Software Identifier Dictionary

13.2.7.4.1 General

A software identifier dictionary shall allow software to be identified by name, range of versions, and operating 
systems; its entries are listed in Table 292. A conforming reader uses this information to determine whether a 
given media player may be used in a given situation. If the dictionary contains keys that are unrecognized by 
the conforming reader, it shall be considered to be partially recognized. The conforming reader may or may not 
decide to treat the software identifier as viable, depending on the context in which it is used.

The following procedure shall be used to determine whether a piece of software is considered to match a 
software identifier dictionary:

Algorithm: Software identifier

a) The software name shall match the name specified by the U entry (see “Software URIs” in 13.2.7.4, 
“Software Identifier Dictionary”).

b) The software version shall be within the interval specified by the L, H, LI, and H1 entries (see “Version 
arrays” in 13.2.7.4, “Software Identifier Dictionary”).

c) The machine’s operating system name shall be an exact match for one present in the OS array. If the array 
is not present or empty, a match shall also be considered to exist.

Table 292 –  Entries in a software identifier dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be SoftwareIdentifier for a software identifier dictionary.

U ASCII string (Required) A URI that identifies a piece of software (see “Software URIs” in 
13.2.7.4, “Software Identifier Dictionary”).

L array (Optional) The lower bound of the range of software versions that this 
software identifier dictionary specifies (see “Version arrays” in 13.2.7.4, 
“Software Identifier Dictionary”). Default value: the array [0]. 

LI boolean (Optional) If true, the lower bound of the interval defined by L and H is 
inclusive; that is, the software version shall be greater than or equal to L (see 
“Version arrays” in 13.2.7.4, “Software Identifier Dictionary”). If false, it shall 
not be inclusive. Default value: true.

H array (Optional) The upper bound of the range of software versions that this 
software identifier dictionary specifies (see “Version arrays” in 13.2.7.4, 
“Software Identifier Dictionary”). Default value: an empty array []. 

HI boolean (Optional) If true, the upper bound of the interval defined by L and H is 
inclusive; that is, the software version shall be less than or equal to H (see 
“Version arrays” in 13.2.7.4, “Software Identifier Dictionary”). If false, it shall 
not be inclusive. Default value: true.

OS array (Optional) An array of byte strings representing operating system identifiers 
that shall indicate to which operating systems this object applies. The 
defined values are the same as those defined for SMIL 2.0’s 
systemOperatingSystem attribute. There may not be multiple copies of the 
same identifier in the array. An empty array shall be considered to represent 
all operating systems. Default value: an empty array. 
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13.2.7.4ソフトウェア識別子辞書

13.2.7.4.1一般

ソフトウェア識別子辞書は、ソフトウェア名、バージョンの範囲、およびオペレーティングシステムによって識別されることを可能にするものとします。そのエントリは、292 A準拠リーダが所与のメディアプレーヤーは、所与の状況において使用することができるかどうかを決定するためにこの情報を使用して、表に列挙されています。辞書は準拠リーダーによって認識されていないキーが含まれている場合、部分的に認識されるように考慮しなければなりません。準拠した読者は、またはそれが使用される状況に応じて、実行可能なようソフトウェア識別子を治療することを決定しない場合があります。

次の手順は、ソフトウェアの一部は、ソフトウェア識別子辞書と一致すると考えられるかどうかを決定するために使用しなければなりません。

アルゴリズム：ソフトウェア識別子

A）ソフトウェア名は、（「ソフトウェア識別子辞典」、13.2.7.4に「ソフトウェアのURI」を参照）Uエントリで指定された名前と一致するものとします。

B）ソフトウェアバージョンがL、H、LI、及びH1エントリによって指定された間隔内でなければならない（13.2.7.4で「ソフトウェア識別子辞書」）「バージョンアレイ」を参照してください。

C）マシンのオペレーティングシステム名は、OSのアレイ内の1つの存在のために正確に一致しなければなりません。配列が存在するか、または空でない場合、マッチも存在すると考えなければなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、ソフトウェア識別子辞書用SoftwareIdentifierしなければなりません。

UASCII文字列（必須）A URIことを識別し、ソフトウェアの一部（13.2.7.4に「ソフトウェアのURI」を参照してください、「ソフトウェア識別子辞典」）。

ソフトウェアバージョンの範囲の下限Larray（オプション）下その辞書の指定は、識別子このソフトウェア（13.2.7.4に「バージョンアレイ」を参照して、「ソフトウェア識別子辞典」）。デフォルト値：配列[0]。

LIboolean（オプション）trueの場合、より低いLおよびHによって定義された間隔の下限は、包括的です。つまり、ソフトウェアのバージョンはより大きくなるか、（「ソフトウェア識別子辞典」、13.2.7.4に「バージョンアレイ」を参照）Lに等しくなければなりません。 falseの場合、それは包括的であってはなりません。デフォルト値はtrue。

上位のソフトウェアバージョンの範囲の下限辞書特定する識別子、このソフトウェア（「ソフトウェア識別子辞典」、13.2.7.4に「バージョンアレイ」を参照）ことをHarray（オプション）。デフォルト値：空の配列[]。

HIboolean（オプション）trueの場合、上部Lによって定義された間隔の上限及びHは包括的です。それは、ソフトウェアバージョン未満または（「ソフトウェア識別子辞典」、13.2.7.4に「バージョンアレイ」を参照）Hに等しくなければならない、です。 falseの場合、それは包括的であってはなりません。デフォルト値はtrue。
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13.2.7.4.2 Software URIs

The U entry is a URI (universal resource identifier) that identifies a piece of software. It shall be interpreted 
according to its scheme; the only presently defined scheme is vnd.adobe.swname. The scheme name is case-
insensitive; if shall not be recognized by the conforming reader, the software shall be considered a non-match. 
The syntax of URIs of this scheme is 

“vnd.adobe.swname:” software_name

where software_name shall be reg_name as defined in Internet RFC 2396, Uniform Resource Identifiers (URI): 
Generic Syntax; see the Bibliography. software_name shall be a sequence of UTF-8-encoded characters that 
have been escaped with one pass of URL escaping (see 14.10.3.2, “URL Strings”). That is, to recover the 
original software name, software_name shall be unescaped and then treated as a sequence of UTF-8 
characters. The actual software names shall be compared in a case-sensitive fashion. 

Software names shall be second-class names (see Annex E). 

EXAMPLE The URI for Adobe Acrobat is 
 
vnd.adobe.swname:ADBE_Acrobat

13.2.7.4.3 Version arrays

The L, H, LI, and HI entries shall be used to specify a range of software versions. L and H shall be version 
arrays containing zero or more non-negative integers representing subversion numbers. The first integer shall 
be the major version numbers, and subsequent integers shall be increasingly minor. H shall be greater than or 
equal to L, according to the following rules for comparing version arrays:

Algorithm: Comparing version arrays

a) An empty version array shall be treated as infinity; that is, it shall be considered greater than any other 
version array except another empty array. Two empty arrays are equal.

b) When comparing arrays that contain different numbers of elements, the smaller array shall be implicitly 
padded with zero-valued integers to make the number of elements equal. 

EXAMPLE When comparing [5 1 2 3 4] to [5], the latter is treated as [5 0 0 0 0]. 

c) The corresponding elements of the arrays shall be compared, starting with the first. When a difference is 
found, the array containing the larger element shall be considered to have the larger version number. If no 
differences are found, the versions are equal.

If a version array contains negative numbers, it shall be considered non-viable, as is the enclosing software 
identifier.

13.2.7.5 Monitor Specifier

A monitor specifier is an integer that shall identify a physical monitor attached to a system. It may have one of 
the values in Table 293:
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13.2.7.4.2ソフトウェアのURI

Uエントリは、ソフトウェアの一部を識別するURI（ユニバーサル・リソース識別子）です。それは、そのスキームに従って解釈されなければなりません。唯一の現在定義されたスキームがvnd.adobe.swnameです。スキーム名は大文字と小文字を区別しません。準拠読者によって認識されてはならない場合、ソフトウェアは、非一致すると見なされなければなりません。このスキームのURIの構文は次のとおりです。

「vnd.adobe.swname：」SOFTWARE_NAME

インターネットRFC 2396で定義されるようSOFTWARE_NAMEがreg_nameなければならない場合、統一資源識別子（URI）：汎用構文。参考文献を参照してください。 SOFTWARE_NAMEは（「URL文字列」、14.10.3.2を参照してください）エスケープURLの1回のパスでエスケープされているUTF-8でエンコードされた文字の並びでなければなりません。つまり、オリジナルのソフトウェア名を回復するために、SOFTWARE_NAMEはエスケープされていないと、その後UTF-8文字列として扱わなければなりません。実際のソフトウェア名は、大文字と小文字を区別した方法で比較されなければなりません。

Adobe AcrobatのためのEXAMPLEThe URIはvnd.adobe.swnameです：ADBE_Acrobat

13.2.7.4.3バージョンアレイ

L、H、LI、及びHIエントリは、ソフトウェアバージョンの範囲を指定するために使用されなければなりません。 L及びHは、subversionの番号を表すゼロ個以上の非負整数を含むバージョン配列でなければなりません。最初の整数は、メジャーバージョン番号でなければならない、そしてそれに続く整数はますますマイナーなものでなければなりません。 Hは、バージョン配列を比較するため、次の規則に従って、より大きいまたはLに等しくなければなりません。

アルゴリズム：バージョンの配列を比較すると、

a）は、空のバージョンアレイは無限大として扱わなければなりません。すなわち、別の空の配列を除く他のバージョンのアレイよりも大きいとみなされなければならない、です。 2つの空の配列は同一です。

要素の異なる数を含む配列を比較すると、B）、より小さなアレイは、暗黙的に等しい要素の数を作るためにゼロ値の整数で埋めなければなりません。

実施例[5]〜[5 1 2 3 4]を比較すると、後者は[5 0 0 0 0]として扱われます。

C）アレイの対応する要素が最初から始まる、比較しなければなりません。差異が検出された場合、より大きな元素を含む配列は、より大きなバージョン番号を持っているものとみなします。違いが見つからない場合、バージョンは同じです。

バージョン列が負の数が含まれている場合囲んソフトウェア識別子があるとして、それは、非生存考慮しなければなりません。

13.2.7.5モニター指定子

モニター指定子は、システムに取り付けられた物理的なモニタを識別しなければならない整数です。これは、表293の値のいずれかを持っていることがあります。
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For some of these values, it is possible have a “tie” at play-time; for example, two monitors might have the 
same colour depth. Ties may be broken in an implementation-dependent manner.

13.3 Sounds

A sound object (PDF 1.2) shall be a stream containing sample values that define a sound to be played through 
the computer’s speakers. The Sound entry in a sound annotation or sound action dictionary (see Table 185
and Table 208) shall identify a sound object representing the sound to be played when the annotation is 
activated. 

Since a sound object is a stream, it may contain any of the standard entries common to all streams, as 
described in Table 5. In particular, if it contains an F (file specification) entry, the sound shall be defined in an 
external file. This sound file shall be self-describing, containing all information needed to render the sound; no 
additional information need be present in the PDF file. 

NOTE The AIFF, AIFF-C (Mac OS), RIFF (. wav), and snd (. au) file formats are all self-describing. 

If no F entry is present, the sound object itself shall contain the sample data and all other information needed to 
define the sound. Table 294 shows the additional dictionary entries specific to a sound object. 

Table 293 –  Monitor specifier values  

Value Description

0 The monitor containing the largest section of the document window

1 The monitor containing the smallest section of the document window

2 Primary monitor. If no monitor is considered primary, shall treat as 
case 0

3 Monitor with the greatest colour depth

4 Monitor with the greatest area (in pixels squared)

5 Monitor with the greatest height (in pixels)

6 Monitor with the greatest width (in pixels)

Table 294 –  Additional entries specific to a sound object  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be Sound for a sound object. 

R number (Required) The sampling rate, in samples per second. 

C integer (Optional) The number of sound channels. Default value: 1. 

B integer (Optional) The number of bits per sample value per channel. Default value: 8. 

E name (Optional) The encoding format for the sample data: 
Raw Unspecified or unsigned values in the range 0 to 2B − 1 
Signed Twos-complement values 
muLaw m-law–encoded samples 
ALaw A-law–encoded samples 
Default value: Raw. 
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これらの値のいくつかのために、プレイ時に「ネクタイ」を持っている可能です。例えば、2台のモニターには、同じ色の深さを持っているかもしれません。タイは実装依存の様式で破壊することができます。

13.3サウンド

サウンドオブジェクトはストリームであるので、特に、表5に記載したように、それはF（ファイル指定）エントリが含まれている場合、音が外部ファイルに定義されなければならない、すべてのストリームに標準エントリ共通の任意のものを含んでいてもよいです。このサウンドファイルは、サウンドをレンダリングするために必要なすべての情報を含む、自己記述しなければなりません。追加情報は、PDFファイル内に存在する必要はありません。

NOTE AIFF、AIFF-C（マックOS）、RIFF（。wavファイル）、およびSND（AU）ファイル形式は、すべて自己記述されています。

何のFエントリが存在しない場合は、サウンドオブジェクト自体は、サンプルデータと音を定義するために必要な他のすべての情報を含まなければなりません。テーブル294が示す音声オブジェクトに追加の辞書エントリを特定。

値説明

0ドキュメントウィンドウの最大部分を含むモニター

1ドキュメントウィンドウの最小部を含むモニタ

2プライマリモニター。何のモニターがプライマリと見なされていない場合は、ケースとして扱うものとする0

最大の色深度を持つ3モニタ

（平方ピクセル）最大面積を有する4モニタ

（ピクセル単位）の最大高さ5モニタ

（ピクセル単位の）最大幅を有する6モニタ

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、サウンドオブジェクトのサウンドをしなければなりません。

Rnumber（必須）秒あたりのサンプルのサンプリングレート。
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Sample values shall be stored in the stream with the most significant bits first (big-endian order for samples 
larger than 8 bits). Samples that are not a multiple of 8 bits shall be packed into consecutive bytes, starting at 
the most significant end. If a sample extends across a byte boundary, the most significant bits shall be placed in 
the first byte, followed by less significant bits in subsequent bytes. For dual-channel stereophonic sounds, the 
samples shall be stored in an interleaved format, with each sample value for the left channel (channel 1) 
preceding the corresponding sample for the right (channel 2). 

To maximize the portability of PDF documents containing embedded sounds, conforming readers should
support at least the following formats (assuming the platform has sufficient hardware and OS support to play 
sounds at all): 

R 8000, 11,025, or 22,050 samples per second 

C 1 or 2 channels 

B 8 or 16 bits per channel 

E Raw, Signed, or muLaw encoding 

If the encoding (E) is Raw or Signed, R shall be 11,025 or 22,050 samples per channel. If the encoding is 
muLaw, R shall be 8000 samples per channel, C shall be 1 channel, and B shall be 8 bits per channel. Sound 
players shall convert between formats, downsample rates, and combine channels as necessary to render 
sound on the target platform. 

13.4 Movies

The features described in this sub-clause are obsolescent and their use is no longer recommended. They are 
superseded by the general multimedia framework described in 13.2, “Multimedia.”

PDF shall embed movies within a document by means of movie annotations (see 12.5.6.17, “Movie 
Annotations”). Despite the name, a movie may consist entirely of sound with no visible images to be displayed 
on the screen. The Movie and A (activation) entries in the movie annotation dictionary shall refer, respectively, 
to a movie dictionary (Table 295) that shall describe the static characteristics of the movie and a movie 
activation dictionary (Table 296) that shall specify how it shall be presented. 

CO name (Optional) The sound compression format used on the sample data. (This is 
separate from any stream compression specified by the sound object’s Filter
entry; see Table 5 and 7.4, “Filters.”) If this entry is absent, sound 
compression shall not be used; the data contains sampled waveforms that 
shall be played at R samples per second per channel. 

CP (various) (Optional) Optional parameters specific to the sound compression format 
used. 
No standard values have been defined for the CO and CP entries. 

Table 294 –  Additional entries specific to a sound object  (continued)

Key Type Value
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サンプル値は、最初の最上位ビット（8ビットより大きいサンプルについてビッグエンディアン順）と、ストリームに格納されなければなりません。 8ビットの倍数でないサンプルは、最上位端から始まる、連続したバイトにパックされなければなりません。サンプルはバイト境界を横切って延びている場合、最上位ビットは、後続のバイトに下位ビットが続く、最初のバイトに置かれなければなりません。デュアルチャネルステレオサウンドに、サンプルは、右（チャネル2）に対応する試料の前左チャンネル（チャンネル1）用の各サンプル値を用いて、インターリーブ形式で保存されなければなりません。

：埋め込まれたサウンドを含むPDF文書の移植性を最大化するために、準拠する読者は、少なくとも以下の形式（プラットフォームがすべてのサウンドを再生するのに十分なハードウェアとOSをサポートしていると仮定）をshouldsupport

R8000、11,025、又は毎秒22,050サンプル

ERaw、署名、またはMULAWエンコーディング

エンコーディング（E）は、RAWまたは署名されている場合、Rはチャンネル当たり11,025または22,050サンプルでなければなりません。エンコーディングがMULAWである場合、Rは、チャネルあたり8000個のサンプルでなければならない、C 1つのチャンネルでなければならない、そしてBは、チャンネルあたり8ビットでなければなりません。サウンドプレーヤーはフォーマット、ダウンサンプリング・レートとの間の変換、およびターゲットプラットフォーム上で音をレンダリングするために必要に応じてチャンネルを組み合わせたもの。

13.4作品

このサブ節で説明する機能は、旧式とその使用はもはや推奨されています。これらは、13.2に記載されている一般的なマルチメディアフレームワークによって取って代わられ、「マルチメディア。」

PDFは（12.5.6.17、「ムービー注釈」を参照）、ムービーのアノテーションによって、ドキュメント内の動画を埋め込むものとします。名前にもかかわらず、映画は、画面上に表示すべき可視画像と完全に音から構成されてもよいです。ムービー注釈辞書内のムービーとA（活性化）のエントリは、それが者はどのように規定しなければならない映画および映画の活性化辞書（表296）の静的特性を記述しなければならない映画辞書（表295）に、それぞれ指すもの提示されます。

COname（オプション）のサンプルデータに使用され、音声圧縮形式。 （これは、サウンドオブジェクトのFilterentryによって指定されたストリームの圧縮とは別である。表5参照及び7.4、「フィルタ」）このエントリが存在しない場合、音声圧縮を使用してはなりません。データは、チャネルあたり毎秒Rサンプルで再生しなければならないサンプリング波形を含んでいます。

表294  - サウンドオブジェクトに追加エントリの特定（続き）

キータイプ値
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Table 295 –  Entries in a movie dictionary  

Key Type Value

F file specification (Required) A file specification identifying a self-describing movie file. 
NOTE The format of a self-describing movie file shall be left 

unspecified, and there is no guarantee of portability. 

Aspect array (Optional) The width and height of the movie’s bounding box, in pixels, 
and shall be specified as [ width height ]. This entry should be omitted 
for a movie consisting entirely of sound with no visible images. 

Rotate integer (Optional) The number of degrees by which the movie shall be rotated 
clockwise relative to the page. The value shall be a multiple of 90. 
Default value: 0. 

Poster boolean or stream (Optional) A flag or stream specifying whether and how a poster image
representing the movie shall be displayed. If this value is a stream, it 
shall contain an image XObject (see 8.9, “Images”) to be displayed as 
the poster. If it is the boolean value true, the poster image shall be 
retrieved from the movie file; if it is false, no poster shall be displayed. 
Default value: false. 

Table 296 –  Entries in a movie activation dictionary  

Key Type Value

Start (various) (Optional) The starting time of the movie segment to be played. Movie 
time values shall be expressed in units of time based on a time scale, 
which defines the number of units per second. The default time scale 
shall be defined in the movie data. The starting time shall be nominally 
a non-negative 64-bit integer, specified as follows: 
• If it is representable as an integer (subject to the implementation 

limit for integers, as described in Annex C), it shall be specified as 
such. 

• If it is not representable as an integer, it shall be specified as an 
8-byte string representing a 64-bit twos-complement integer, most 
significant byte first. 

• If it is expressed in a time scale different from that of the movie 
itself, it shall be represented as an array of two values: an integer 
or byte string denoting the starting time, followed by an integer 
specifying the time scale in units per second. 

If this entry is omitted, the movie shall be played from the beginning. 

Duration (various) (Optional) The duration of the movie segment to be played, that shall 
be specified in the same form as Start. If this entry is omitted, the 
movie shall be played to the end. 

Rate number (Optional) The initial speed at which to play the movie. If the value of 
this entry is negative, the movie shall be played backward with respect 
to Start and Duration. Default value: 1.0. 

Volume number (Optional) The initial sound volume at which to play the movie, in the 
range −1.0 to 1.0. Higher values shall denote greater volume; negative 
values shall mute the sound. Default value: 1.0. 

ShowControls boolean (Optional) A flag specifying whether to display a movie controller bar 
while playing the movie. Default value: false. 
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キータイプ値

Ffile仕様（必須）自己記述ムービーファイルを特定するファイル指定。自己記述ムービーファイルの形式は未指定のままにされなければならない注意、および移植性の保証はありません。

Aspectarray（オプション）幅や映画のバウンディングボックスの高さをピクセル単位で、および[幅、高さ]として指定されなければなりません。このエントリは、目に見える画像と音声の完全なる映画のために省略されるべきです。

Posterbooleanまたはストリーム（オプション）と映画をimagerepresentingどのようにポスターが表示されなければならないかどうかを指定するフラグやストリーム。この値が流れている場合、それはポスターとして表示する（8.9、「イメージ」を参照）画像のXObjectを含まなければなりません。それは真のブール値である場合は、ポスター画像は、ムービーファイルから取得しなければなりません。それが偽の場合、何のポスターが表示されてはなりません。デフォルト値：falseを。

キータイプ値

（様々な）スタート（オプション）映画のセグメントの開始時に再生されます。映画の時間値は、毎秒単位の数を定義する時間スケールに基づいて、時間の単位で表現されなければなりません。デフォルトの時間スケールは、動画データに定義されなければなりません。開始時間は、次のように指定され、名目上非負の64ビットの整数でなければならない：•それは整数として表現可能である場合（整数の実装限界を条件として、附属書Cに記載されているように）、それは、次のような指定されなければなりません。

•それは整数として表現されていない場合、それは最初の64ビットの2の補数整数、最上位バイトを表す8バイトの文字列として指定されなければなりません。

秒単位での時間スケールを指定する整数続いて、開始時間を表す整数またはバイト列：それは、映画自体のそれから時間スケール異なるで発現される場合•、それが2つの値の配列として表現されなければなりません。

このエントリを省略すると、映画は最初から再生されなければなりません。

所要時間（各種）（オプション）スタートと同じ形式で指定されなければならない再生する映画セグメントの期間、。このエントリを省略すると、動画が最後まで再生されなければなりません。

Ratenumber（オプション）動画を再生する時の初期速度です。このエントリの値が負の場合、映画はスタートと持続時間に関して後方に再生されなければなりません。デフォルト値：1.0。

Volumenumber（オプション）の範囲で、ムービーを再生する-1.0〜1.0の初期音量。値が高いほど、より大きなボリュームを表すものとします。負の値は音をミュートするものとします。デフォルト値：1.0。
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13.5 Alternate Presentations

Beginning with PDF 1.4, a PDF document shall contain alternate presentations, which specify alternate ways in 
which the document may be viewed. The optional AlternatePresentations entry (PDF 1.4) in a document’s 
name dictionary (see Table 31) contains a name tree that maps name strings to the alternate presentations 
available for the document. 

NOTE 1 Since conforming readers are not required to support alternate presentations, authors of documents containing 
alternate presentations should define the files such that something useful and meaningful can be displayed 
and printed. For example, if the document contains an alternate presentation slideshow of a sequence of 
photographs, the photographs should be viewable in a static form by viewers that are not capable of playing 
the slideshow.

As of PDF 1.5, the only type of alternate presentation is a slideshow. Slideshows may be invoked by means of 
JavaScript actions (see 12.6.4.16, “JavaScript Actions”) initiated by user action on an interactive form element 
(see 12.7, “Interactive Forms”). 

The following table shows the entries in a slideshow dictionary. 

Mode name (Optional) The play mode for playing the movie: 
Once Play once and stop. 
Open Play and leave the movie controller bar open. 
Repeat Play repeatedly from beginning to end until stopped. 
Palindrome Play continuously forward and backward until stopped. 
Default value: Once. 

Synchronous boolean (Optional) A flag specifying whether to play the movie synchronously 
or asynchronously. If this value is true, the movie player shall retain 
control until the movie is completed or dismissed by the user. If the 
value is false, the player shall return control to the conforming reader 
immediately after starting the movie. Default value: false. 

FWScale array (Optional) The magnification (zoom) factor at which the movie shall be 
played. The presence of this entry implies that the movie shall be 
played in a floating window. If the entry is absent, the movie shall be 
played in the annotation rectangle. 
The value of the entry shall be an array of two positive integers, 
[ numerator denominator ], denoting a rational magnification factor for 
the movie. The final window size, in pixels, shall be 
(numerator ÷ denominator) × Aspect
where the value of Aspect shall be taken from the movie dictionary 
(see Table 295). 

FWPosition array (Optional) For floating play windows, the relative position of the 
window on the screen. The value shall be an array of two numbers 
[ horiz vert ]
each in the range 0.0 to 1.0, denoting the relative horizontal and 
vertical position of the movie window with respect to the screen. 
EXAMPLE The value [ 0.5 0.5 ] centers the window on the 

screen. 

Default value: [ 0.5 0.5 ]. 

Table 296 –  Entries in a movie activation dictionary  (continued)

Key Type Value
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13.5代替プレゼンテーション

PDF 1.4以降では、PDF文書は、文書が閲覧することのできる別の方法を指定する別のプレゼンテーションを、含まなければなりません。ドキュメントの名前辞書でオプションAlternatePresentationsエントリ（PDF 1.4）（表31を参照）、文書で使用可能な別のプレゼンテーションに名前の文字列をマップする名前のツリーが含まれています。

読者に準拠して以来注1が代替のプレゼンテーションをサポートするために必要とされていない、便利で有意義な何かが表示され、印刷することができるように、ファイルを定義する必要があり、代替のプレゼンテーションを含む文書の作成者。文書は、写真のシーケンスの代替プレゼンテーションスライドショーが含まれている場合、例えば、写真がスライドショーを再生することができない視聴者によって静的な形で表示可能であるべきです。

PDF 1.5のとおり、代替プレゼンテーションの唯一のタイプはスライドショーです。スライドショーにはJavaScriptアクション（12.6.4.16、「JavaScriptのアクション」を参照）、インタラクティブフォーム要素上のユーザアクションによって開始され（12.7、「インタラクティブフォーム」を参照）によって起動することができます。

Synchronousboolean（オプション）同期または非同期でムービーを再生するかどうかを指定するフラグ。この値がtrueの場合、映画が完成し、ユーザが却下されるまで、ムービープレーヤーは、制御を保持するものとします。値がfalseの場合、プレイヤーはすぐに映画を開始した後準拠読者に制御を返します。デフォルト値：falseを。

FWScalearray（オプション）動画が再生されなければならないその時の倍率（ズーム）倍率。このエントリの存在は、映画はフローティングウィンドウで再生されなければならないことを意味します。エントリが存在しない場合は、ムービーは注釈矩形で再生されなければなりません。エントリの値は、映画のための合理的な倍率を表す、2つの正の整数、[分子と分母]の配列でなければなりません。最後のウィンドウサイズは、ピクセル単位で、アスペクトの値が映画辞書（表295を参照）から採取されなければならない（分子÷分母）×Aspectwhereなければなりません。

浮動プレイWindows用FWPositionarray（オプション）、画面上のウィンドウの相対的な位置。値は、画面に対してムービーウィンドウの相対的な水平および垂直位置を示す、0.0〜1.0の範囲で二つの数字[HORIZ VERT】それぞれの配列でなければなりません。値の例[0.5 0.5]は、画面上のウィンドウをセンタリング。

表296  - 映画の活性化辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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NOTE 2 The Resources name tree represents a virtual file system to the slideshow. It associates strings (“file names”) 
with PDF objects that represent resources used by the slideshow. For example, a root stream may reference a 
file name, which would be looked up in the Resources name tree, and the corresponding object would be 
loaded as the file. (This virtual file system is flat; that is, there is no way to reference subfolders.)

NOTE 3 Typically, images are stored in the document as image XObjects (see 8.9.5, “Image Dictionaries”), thereby 
allowing them to be shared between the standard PDF representation and the slideshow. Other media objects 
are stored or embedded file streams (see 7.11.4, “Embedded File Streams”). 

To allow conforming readers to verify content against their own supported features all referenced objects shall 
include a Type entry in their dictionary, even when the Type entry is normally optional for a given object. 

EXAMPLE The following example illustrates the use of alternate presentation slideshows. 
 
1 0 obj 

<</Type /Catalog 
/Pages 2 0 R 
/Names 3 0 R % Indirect reference to name dictionary 

>> 
... 
3 0 obj  % The name dictionary 

<</AlternatePresentations 4 0 R >> 
endobj 
4 0 obj % The alternate presentations name tree 

<</Names [(MySlideShow) 5 0 R]>> 
endobj 
5 0 obj % The slideshow definition 

<</Type /SlideShow 
/Subtype /Embedded 
/Resources <</Names [ (mysvg.svg) 31 0R 

(abc0001.jpg) 35 0 R (abc0002.jpg) 36 0 R 
(mysvg.js) 61 0 R (mymusic.mp3) 65 0 R ]>> 

/StartResource (mysvg.svg) 
>> 

... 
31 0 obj 

<</Type /Filespec % The root object, which  
/F (mysvg.svg) % points to an embedded file stream 
/EF <</F 32 0 R>>  

>> 
endobj 
32 0 obj % The embedded file stream 

<</Type /EmbeddedFile 
/Subtype /image#2Fsvg+xml 

Table 297 –  Entries in a slideshow dictionary  

Key Type Value

Type name (Required; PDF 1.4) The type of PDF object that this dictionary describes; 
shall be SlideShow for a slideshow dictionary.

Subtype name (Required; PDF 1.4) The subtype of the PDF object that this dictionary 
describes; shall be Embedded for a slideshow dictionary.

Resources name 
tree

(Required; PDF 1.4) A name tree that maps name strings to objects 
referenced by the alternate presentation.
NOTE Even though PDF treats the strings in the name tree as strings 

without a specified encoding, the slideshow shall interpret 
them as UTF-8 encoded Unicode.

StartResource byte 
string

(Required; PDF 1.4) A byte string that shall match one of the strings in the 
Resources entry. It shall define the root object for the slideshow 
presentation. 
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注2リソース名のツリーは、スライドショーに仮想ファイルシステムを表します。これは、スライドショーで使用されるリソースを表すPDFオブジェクトを文字列（「ファイル名」）を関連付けます。たとえば、ルート・ストリームは、リソース名のツリー内で検索される、対応するオブジェクトがファイルとしてロードされるファイル名を参照することができます。 （この仮想ファイルシステムは、平坦であり、即ち、基準サブフォルダする方法はありません。）

NOTE 3Typically、画像は、それによって、それらは、標準PDF表現とスライドショーの間で共有できるように、（8.9.5、「画像辞書」を参照）は、画像XObjectsとして文書に格納されます。他のメディアオブジェクトが格納されているか、埋め込まれたファイルのストリームは（7.11.4、「埋め込みファイルストリーム」を参照します）。

準拠した読者が自分のサポートされている機能に対してコンテンツを検証できるようにするには、すべての参照オブジェクトは、Typeエントリが指定されたオブジェクトのために、通常はオプションである場合でも、彼らの辞書にあるタイプのエントリーを含まなければなりません。

実施例以下の実施例は、代替プレゼンテーションスライドショーの使用を示します。 1 0 OBJ << /タイプ/カタログ/ページ2 0 R /名名辞書に3 0 R％の間接参照... >> 3 0 OBJ％名辞書<< / AlternatePresentations 4 0 R >> endobj 4 0 OBJ ％代替プレゼンテーションの名前ツリー<< /名[（MySlideShow）5 0 R] >> endobj 5 0 OBJ％スライドショー定義<< /タイプ/スライドショー/サブタイプ/組み込み/リソース<< /名[（mysvg.svg） 31 0R（abc0001.jpg）35 0 R（abc0002.jpg）36 0 R（mysvg.js）61 0 R（mymusic.mp3）65 0 R] >> / StartResource（mysvg.svg）>> ... 31埋め込まれたファイルストリーム/ EF << / F 32 0 R >> endobj 32 0 OBJ％埋め込みファイルストリームに0 OBJ << /タイプ/のFileSpec％ルートオブジェクト、/ F（mysvg.svg）％ポイント<< /タイプ/ EmbeddedFile /サブタイプ/画像＃2Fsvg + xmlの

キータイプ値

型名（必須; PDF 1.4）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。スライドショー辞書用のスライドショーをしなければなりません。

Subtypename（必須; PDF 1.4）この辞書が記述するPDFオブジェクトのサブタイプ。スライドショーの辞書のために組み込みされなければなりません。

Resourcesnameツリー（必須; PDF 1.4）指定されたエンコードせずに文字列として名前ツリー内のPDFの扱い列かかわらず、代替presentation.NOTEEvenによって参照されるオブジェクトに名前の文字列をマップする名前ツリーは、スライドショーがUTF-8エンコードされたとして、それらを解釈しなければならユニコード。
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/Length 72 
>> 

 
stream 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 
<svg><!-- Some SVG goes here--></svg> 

endstream 
endobj 
 
% ... other objects not shown

13.6 3D Artwork

13.6.1 General

Starting with PDF 1.6, collections of three-dimensional objects, such as those used by CAD software, may be 
embedded in PDF files. Such collections are often called 3D models; in the context of PDF, they shall be
referred to as 3D artwork. The PDF constructs for 3D artwork support the following features: 

• 3D artwork may be rendered within a page; that is, not as a separate window or user interface element. 

• Multiple instances of 3D artwork may appear within a page or document.

• Specific views of 3D artwork may be specified, including a default view that shall be displayed initially and 
other views that may be selected. Views may have names that can be presented in a user interface. 

• (PDF 1.7) Conforming readers may specify how 3D artwork shall be rendered, coloured, lit, and cross-
sectioned, without the use of embedded JavaScript. They may also specify state information that shall be 
applied to individual nodes (3D graphic objects or collections thereof) in the 3D artwork, such as visibility, 
opacity, position, or orientation. 

• Pages containing 3D artwork may be printed.

• Users may rotate and move the artwork, enabling them to examine complex objects from any angle or 
orientation.

• (PDF 1.7) Keyframe animations contained in 3D artwork may be played in specific styles and timescales, 
without programatic intervention. 

• JavaScripts and other software may programmatically manipulate objects in the artwork, creating dynamic 
presentations in which objects move, spin, appear, and disappear. 

• (PDF 1.7) The activation of 3D artwork can trigger the display of additional user interface items in the 
conforming reader. Such items may include model trees and toolbars. 

• Two-dimensional (2D) content such as labels may be overlaid on 3D artwork. This feature is not the same 
as the ability to apply 2D markup annotations. 

• (PDF 1.7) 2D markup annotations may be applied to specific views of the 3D artwork, using the ExData
entry to identify the 3D annotation and the 3D view in that annotation. 

The following sub-clauses describe the major PDF objects that relate to 3D artwork, as well as providing 
background information on 3D graphics:

• 3D annotations provide a virtual camera through which the artwork shall be viewed. (see 13.6.2, “3D 
Annotations”). 
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/長さ72 >>ストリームの<？xml version = "1.0" スタンドアロン= "なし"？> <SVG> <！ - いくつかのSVGをここに - > </ SVG> endstream endobj％...他のオブジェクトが示されていません

13.6 3Dアートワーク

13.6.1一般的な

PDF 1.6以降では、そのようなCADソフトウェアで使用されるものとして、3次元オブジェクトのコレクションは、PDFファイルに埋め込まれていてもよいです。このようなコレクションは、多くの場合、3Dモデルと呼ばれています。 PDFの文脈では、彼らは3D作品としてbereferredばなりません。 3D作品のためのPDFの構築物は、以下の機能をサポートしています。

•3D作品は、ページ内にレンダリングすることができます。それは別のウィンドウまたはユーザインターフェイス要素としてではありません。

•3D作品の複数のインスタンスは、ページや文書内に現れることがあります。

•3D作品の具体的なビューが最初に表示されなければならないデフォルトのビューと選択することができ、他のビューなど、指定することができます。ビューは、ユーザインターフェースで提示することができます名前を持つことができます。

•（PDF 1.7）読者に準拠が埋め込まれたJavaScriptを使用せずに、3D作品は、レンダリングされた色、点灯し、断面化されなければならない方法を指定することもできます。彼らはまた、視認性、不透明度、位置、または姿勢として、3D作品の個々のノード（3Dグラフィックスオブジェクトまたは集合体）に適用されなければならない状態情報を指定することができます。

•3D作品を含むページが印刷されることがあります。

•ユーザーが任意の角度や向きから複雑なオブジェクトを調べるために、それらを有効にする、アートワークを回転させて移動させることができます。

•3D作品に含まれている（PDF 1.7）キーフレームアニメーションはプログラムによる介入なしに、特定のスタイルとタイムスケールで再生することができます。

•JavaScriptとその他のソフトウェアは、プログラム、動きをどのオブジェクトに動的なプレゼンテーション、スピンを作成し、アートワーク内のオブジェクトを操作現れ、消えることがあります。

•（PDF 1.7）2Dマークアップ注釈が3D注釈とその注釈内の3Dビューを識別するためにExDataentryを使用して、3D作品の特定のビューに適用することができます。

以下のサブ句は、3Dグラフィックスの背景情報を提供するだけでなく、3D作品に関連する主要なPDFオブジェクトを記述する。

•3D注釈は、アートワークが表示されなければならない、それを通して、仮想カメラを提供しています。 （13.6.2、「3D注釈」を参照してください）。
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• 3D streams shall contain the actual specification of a piece of 3D artwork (see 13.6.3, “3D Streams””). This 
specification supports the Standard ECMA-363, Universal 3D file format developed by the 3D Industry 
Forum (see Bibliography). 

• 3D views shall specify information about the relationship between the camera and the 3D artwork (see 
13.6.4, “3D Views”). Beginning with PDF 1.7, views may also describe additional parameters such as 
render mode, lighting, cross sections, and nodes. Nodes shall be 3D graphic objects or collections thereof.

• 3D coordinate systems are described in 13.6.5, “Coordinate Systems for 3D.”

• 2D markup annotations applied to 3D artwork views are described in 13.6.6, “3D Markup.”

NOTE Many of the concepts and terminology of 3D rendering are beyond the scope of this reference. Readers 
interested in further information are encouraged to consult outside references.

13.6.2 3D Annotations

3D annotations (PDF 1.6) are the means by which 3D artwork shall be represented in a PDF document. 
Table 298 shows the entries specific to a 3D annotation dictionary. Table 164 describes the entries common to 
all annotation dictionaries. 

In addition to these entries, a 3D annotation shall provide an appearance stream in its AP entry (see Table 164) 
that has a normal appearance (the N entry in Table 168). This appearance may be used by applications that do 
not support 3D annotations and by all applications for the initial display of the annotation.

Table 298 –  Additional entries specific to a 3D annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
3D for a 3D annotation. 

3DD stream or 
dictionary

(Required) A 3D stream (see 13.6.3, “3D Streams”) or 3D reference 
dictionary (see 13.6.3.3, “3D Reference Dictionaries”) that specifies the 
3D artwork to be shown. 

3DV (various) (Optional) An object that specifies the default initial view of the 3D artwork 
that shall be used when the annotation is activated. It may be either a 3D 
view dictionary (see 13.6.4, “3D Views”) or one of the following types 
specifying an element in the VA array in the 3D stream (see Table 300):
• An integer specifying an index into the VA array.

• A text string matching the IN entry in one of the views in the VA
array.

• A name that indicates the first (F), last (L), or default (D) entries in 
the VA array.

Default value: the default view in the 3D stream object specified by 3DD. 

3DA dictionary (Optional) An activation dictionary (see Table 299) that defines the times 
at which the annotation shall be activated and deactivated and the state 
of the 3D artwork instance at those times. Default value: an activation 
dictionary containing default values for all its entries.

3DI boolean (Optional) A flag indicating the primary use of the 3D annotation. If true, it 
is intended to be interactive; if false, it is intended to be manipulated 
programmatically, as with a JavaScript animation. Conforming readers 
may present different user interface controls for interactive 3D 
annotations (for example, to rotate, pan, or zoom the artwork) than for 
those managed by a script or other mechanism.
Default value: true. 
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•3Dは3D作品の作品の実際の仕様を含まなければならないストリーム（13.6.3を参照してください、「3Dストリーム」」）。この仕様は、3D産業フォーラム（参考文献を参照）によって開発された標準ECMA-363、ユニバーサル3Dファイルフォーマットをサポートしています。

•3Dビューはカメラと3D作品との関係（13.6.4、「3Dビュー」を参照）に関する情報を指定しなければなりません。 PDF 1.7で始まる、ビューはまた、モード、照明、断面、およびノードをレンダリングするなどの追加のパラメータを記述することができます。ノードは、その3Dグラフィックオブジェクトまたはコレクションでなければなりません。

•3D座標系は、「3Dのための座標系。」、13.6.5で説明されています

•2Dマークアップ注釈は、13.6.6で説明されている3D作品のビューに適用される「3Dマークアップ。」

概念や3Dレンダリングの用語の多くNOTEは、このリファレンスの範囲を超えています。さらに詳しい情報に関心のある読者は、外部参照を相談することが奨励されています。

13.6.2 3D注釈

これらのエントリに加えて、3D注釈は、正常な外観（表168におけるN個のエントリ）を有し、そのAPエントリ（表164参照）における外観ストリームを提供しなければなりません。この外観は、3D注釈をサポートしていないアプリケーションでアノテーションの初期表示のためのすべてのアプリケーションで使用することができます。

キータイプ値

3DDstreamまたは指定3D作品が表示されることを辞書（必須）A 3Dストリーム（「3Dストリーム」、13.6.3を参照）または3D基準辞書（「3D参照辞書」、13.6.3.3を参照）。

3DV（各種）（オプション）注釈が活性化されたときに使用されなければならない3D作品のデフォルトの初期ビューを指定するオブジェクト。インデックスを指定する整数•アン：これは3Dビュー辞書（13.6.4、「3Dビュー」を参照）または3Dストリーム内VAアレイ内の要素を指定する次のいずれかのタイプ（表300を参照）のいずれであってもよいですVA配列。

•VAarrayでのビューのいずれかのINエントリと一致するテキスト文字列。

•Aの最初の（F）に示す名前、最後の（L）、またはデフォルトの（D）VAアレイ内のエントリ。

これらの時点で、注釈がアクティブと非アクティブ化されるものとする時刻と3D作品のインスタンスの状態を定義3DAdictionary（オプション）活性化辞書（表299を参照のこと）。デフォルト値：すべてのエントリのデフォルト値を含む活性化辞書。

3DIboolean（オプション）3D注釈の主な用途を示すフラグ。 trueの場合、インタラクティブであることを意図しています。 falseの場合、JavaScriptのアニメーションのように、プログラム的に操作することを意図しています。適合読者は（回転、パンに、例えば、アートワークまたはズーム）インタラクティブな3D注釈の異なるユーザインタフェースコントロールを提示するスクリプトまたは他のmechanism.Default値によって管理にとってよりよい：真。
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The 3DB entry specifies the 3D view box, a rectangle in which the 3D artwork appears. The view box shall fit 
within the annotation’s rectangle (specified by its Rect entry). It may be the same size, or it may be smaller if 
necessary to provide extra drawing area for additional 2D graphics within the annotation.

NOTE 1 Although 3D artwork can internally specify viewport size, conforming readers ignore it in favour of information 
provided by the 3DB entry.

The view box shall be specified in the annotation’s target coordinate system, whose origin is at the center of the 
annotation’s rectangle. Units in this coordinate system are the same as default user space units. Therefore, the 
coordinates of the annotation’s rectangle in the target coordinate system are 

[ -w/2 -h/2 w/2 h/2 ]

given w and h as the rectangle’s width and height. 

The 3DD entry shall specify a 3D stream that contains the 3D artwork to be shown in the annotation; 3D 
streams are described in Section 13.6.3. The 3DD entry may specify a 3D stream directly; it may also specify a 
3D stream indirectly by means of a 3D reference dictionary (see 13.6.3.3, "3D Reference Dictionaries"). These 
options control whether annotations shall share the same run-time instance of the artwork.

The 3DV entry shall specify the view of the 3D artwork that is displayed when the annotation is activated (as 
described in the next paragraph). 3D views, which are described in Section 13.6.4, represent settings for the 
virtual camera, such as position, orientation, and projection style. The view specified by 3DV shall be one of the 
3D view dictionaries listed in the VA entry in a 3D stream (see Table 300). 

The 3DA entry shall be an activation dictionary (see Table 299) that determines how the state of the annotation 
and its associated artwork may change. 

NOTE 2 These states serve to delay the processing or display of 3D artwork until a user chooses to interact with it. 
Such delays in activating 3D artwork can be advantageous to performance. 

At any given moment, a 3D annotation shall be in one of two states:

• Inactive (the default initial state): the annotation displays the annotation’s normal appearance.

NOTE 3 It is typical, though not required, for the normal appearance to be a pre-rendered bitmap of the default view of 
the 3D artwork. Conforming writers should provide bitmaps of appropriate resolution for all intended uses of 
the document; for example, a high-resolution bitmap for high-quality printing and a screen-resolution bitmap for 
on-screen viewing. Optional content (see 8.11, “Optional Content”) may be used to select the appropriate 
bitmap for each situation.

• Active: the annotation displays a rendering of the 3D artwork. This rendering shall be specified by the 
annotation’s 3DV entry.

3DB rectangle (Optional) The 3D view box, which is the rectangular area in which the 3D 
artwork shall be drawn. It shall be within the rectangle specified by the 
annotation’s Rect entry and shall be expressed in the annotation’s target 
coordinate system (see discussion following this Table). 
Default value: the annotation’s Rect entry, expressed in the target 
coordinate system. This value is [ -w/2 -h/2 w/2 h/2 ], where w and h are 
the width and height, respectively, of Rect.

Table 298 –  Additional entries specific to a 3D annotation  (continued)

Key Type Value
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3dBのエントリは、3Dビューボックス内の3Dアートワークが表示された矩形を指定します。ビューボックスは、（そののRectエントリで指定）注釈の矩形内に収まるものとします。これは、同じサイズであってもよいし、又は注釈内の追加2Dグラフィックスのための余分な描画領域を提供するために必要な場合には、小さくてもよいです。

3D作品が、注1は、内部的に準拠した読者は、3dBのエントリによって提供される情報の賛成でそれを無視し、ビューポートのサイズを指定することができます。

ビューボックスは、その起源注釈の矩形の中心にある注釈のターゲット座標系で指定されなければなりません。この座標系での単位はデフォルトのユーザ空間単位と同じです。したがって、対象における注釈の矩形の座標は座標系

[-w / 2 -h / 2/2 H W / 2]

3DDエントリは、注釈に示されるべき3D作品が含まれている3Dストリームを指定しなければなりません。 3Dストリームは、セクション13.6.3に記載されています。 3DDエントリは、直接3Dストリームを指定することができます。それはまた、3D基準辞書の手段（13.6.3.3、「3D参照辞書」を参照）によって間接的に3Dストリームを指定することができます。これらのオプションは、注釈がアートワークの同じランタイム・インスタンスを共有するものかどうかを制御します。

3DVエントリは、注釈が起動された場合（次の段落で説明したように）表示される3D作品のビューを指定しなければなりません。セクション13.6.4に記載されている3Dビューは、そのような位置、向き、及び投影スタイルとして仮想カメラの設定を表します。 3DVによって指定されたビューは、3DストリームにおけるVAのエントリにリストされた3Dビュー辞書のいずれかでなければならない（表300を参照のこと）。

任意の時点で、3D注釈は、2つの状態のいずれかにしなければなりません。

•非アクティブ（デフォルト初期状態）：注釈を表示注釈の正常な外観。

注3それは正常な外観が3D作品のデフォルト表示のプリレンダリングビットマップであるために、必要ではないが、典型的なものです。準拠した作家は、ドキュメントのすべての利用目的のための適切な解像度のビットマップを提供する必要があります。例えば、高品質の印刷とオンスクリーン表示用の画面解像度のビットマップのための高解像度のビットマップ。オプションの内容は、（8.11、「オプションの内容」を参照）、各状況に応じて適切なビットマップを選択するために使用することができます。

•アクティブ：注釈は3D作品のレンダリングを表示します。このレンダリングは、注釈の3DVエントリで指定されなければなりません。

3DBrectangle（オプション）3D作品が描画されるものとする矩形領域である3Dビューボックス。これは注釈の四角形エントリによって指定された矩形内でなければならないと注釈のターゲット座標系で表現されなければならない（この表の以下の説明を参照されたいです）。デフォルト値：ターゲットで発現注釈の四角形のエントリは、座標系。この値は、wとhはそれぞれのRectの幅と高さ、である[-w / 2 -h / 2 W / 2 H / 2]です。

表298  -  3D注釈への追加エントリの特定（続き）

キータイプ値
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Table 299 –  Entries in a 3D activation dictionary  

Key Type Value

A name (Optional) A name specifying the circumstances under which the 
annotation shall be activated. Valid values are:
PO The annotation shall be activated as soon as the page containing 

the annotation is opened. 
PV The annotation shall be activated as soon as any part of the page 

containing the annotation becomes visible. 
XA The annotation shall remain inactive until explicitly activated by a 

script or user action.
NOTE 1 At any one time, only a single page shall be considered 

open in a conforming reader, even though more than one 
page may be visible, depending on the page layout.

Default value: XA.
NOTE 2 For performance reasons, documents intended for viewing 

in a web browser should use explicit activation (XA). In non-
interactive applications, such as printing systems or 
aggregating conforming reader, PO and PV indicate that the 
annotation shall be activated when the page is printed or 
placed; XA indicates that the annotation shall never be 
activated and the normal appearance shall be used. 

AIS name (Optional) A name specifying the state of the artwork instance upon 
activation of the annotation. Valid values are:
I The artwork shall be instantiated, but real-time script-driven 

animations shall be disabled.
L Real-time script-driven animations shall be enabled if present; if 

not, the artwork shall be instantiated.
Default value: L.
NOTE 3 In non-interactive conforming readers, the artwork shall be 

instantiated and scripts shall be disabled. 

D name (Optional) A name specifying the circumstances under which the 
annotation shall be deactivated. Valid values are:
PC The annotation shall be deactivated as soon as the page is closed. 
PI The annotation shall be deactivated as soon as the page 

containing the annotation becomes invisible. 
XD The annotation shall remain active until explicitly deactivated by a 

script or user action.
NOTE 4 At any one time, only a single page shall be considered 

open in the conforming reader, even though more than one 
page may be visible, depending on the page layout.

Default value: PI.

DIS name (Optional) A name specifying the state of the artwork instance upon 
deactivation of the annotation. Valid values are U (uninstantiated), I
(instantiated), and L (live). Default value: U.
NOTE 5 If the value of this entry is L, uninstantiation of instantiated 

artwork is necessary unless it has been modified. 
Uninstantiation is never required in non-interactive 
conforming readers.
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キータイプ値

ANAME（オプション）注釈が活性化されなければならないれる状況を特定する名前。有効な値は以下のとおりです。PO注釈を含むページが開かれると、注釈がすぐにアクティブ化されなければなりません。 PV注釈は、すぐに注釈を含むページのどの部分が見えるようになるように活性化されなければなりません。明示的に任意の時点でスクリプトまたはユーザaction.NOTE 1によって活性化されるまで、XAは、注釈が非アクティブのままでなければならない、単一のページは、ページに応じて、複数のページが表示されても、適合リーダーで開いて考慮しなければなりませんレイアウト。

デフォルト値：XA.NOTE 2Forパフォーマンス上の理由から、明示的な活性化（XA）を使用する必要があり、Webブラウザで見ることを意図ドキュメント。このようなシステムの印刷または適合リーダーを集約などの非対話型アプリケーションでは、POとPVは、ページが印刷または配置されている場合、注釈が活性化されなければならないことを示しています。 XAは、注釈がアクティブ化されることはないものとし、正常な外観を使用しなければならないことを示しています。

AISname（オプション）注釈の起動時にアートワーク・インスタンスの状態を指定する名前。有効な値は以下のとおりです。ITheのアートワークがインスタンス化されなければならないが、リアルタイムのスクリプト駆動アニメーションがdisabled.Lリアルタイムスクリプト駆動アニメーションが存在する場合有効にしなければならなければなりません。ない場合、アートワークはinstantiated.Default値でなければならない：L.NOTE 3INは非対話準拠リーダー、アートワークがインスタンス化されなければならないとスクリプトが無効にしなければなりません。

PIは、注釈は、すぐに注釈を含むページが見えなくなると非アクティブ化されなければなりません。 XD明示的にいずれかの時点でスクリプトまたはユーザaction.NOTE 4により不活性化されるまで注釈がアクティブのままでなければならない、単一のページは、ページに応じて、複数のページが表示されても、適合リーダーで開いて考慮しなければなりませんレイアウト。

デフォルト値：PI。

DISname（オプション）注釈の非活性時にアートワーク・インスタンスの状態を指定する名前。有効な値は、U（インスタンス生成）、I（インスタンス化）、およびL（ライブ）です。デフォルト値：U.NOTE 5Ifこのエントリの値は、それが変更されていない限り、Lは、インスタンス化されたアートワークのuninstantiationが必要です。 Uninstantiationは、非対話型準拠の読者に必要とされることはありません。
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The A and D entries of the activation dictionary determine when a 3D annotation may become active and 
inactive. The AIS and DIS entries determine what state the associated artwork shall be in when the annotation 
is activated or deactivated. 3D artwork may be in one of three states:

• Uninstantiated: the initial state of the artwork before it has been used in any way. 

• Instantiated: the state in which the artwork has been read and a run-time instance of the artwork has been 
created. In this state, it may be rendered but script-driven real-time modifications (that is, animations) shall 
be disabled.

• Live: the artwork has been instantiated, and it is being modified in real time to achieve some animation 
effect. In the case of keyframe animation, the artwork shall be live while it is playing and then shall revert to 
an instantiated state when playing completes or is stopped.

NOTE 4 The live state is valid only for keyframe animations or in interactive conforming readers that have JavaScript 
support. 

If 3D artwork becomes uninstantiated after having been instantiated, later use of the artwork requires re-
instantiation (animations are lost, and the artwork appears in its initial form). 

NOTE 5 For this reason, uninstantiation is not necessary unless the artwork has been modified in some way; 
consumers may choose to keep unchanged artwork instantiated for performance reasons. 

NOTE 6 In non-interactive systems such as printing systems, the artwork cannot be changed. Therefore, applications 
may choose to deactivate annotations and uninstantiate artwork differently, based on factors such as memory 
usage and the time needed to instantiate artwork, and the TB, NP, D and DIS entries may be ignored.

Multiple 3D annotations may share an instance of 3D artwork, as described in 13.6.3.3, "3D Reference 
Dictionaries". In such a case, the state of the artwork instance shall be determined in the following way:

• If any active annotation dictates (through its activation dictionary) that the artwork shall be live, it shall be
live.

• Otherwise, if any active annotation dictates that the artwork shall be instantiated, it shall be instantiated.

• Otherwise (that is, all active annotations dictate that the artwork shall be uninstantiated), the artwork shall 
be uninstantiated.

TB boolean (Optional; PDF 1.7) A flag indicating the default behavior of an 
interactive toolbar associated with this annotation. If true, a toolbar shall 
be displayed by default when the annotation is activated and given 
focus. If false, a toolbar shall not be displayed by default. 
NOTE 6 Typically, a toolbar is positioned in proximity to the 3D 

annotation. 

Default value: true.

NP boolean (Optional; PDF 1.7) A flag indicating the default behavior of the user 
interface for viewing or managing information about the 3D artwork. 
Such user interfaces can enable navigation to different views or can 
depict the hierarchy of the objects in the artwork (the model tree). If true, 
the user interface should be made visible when the annotation is 
activated. If false, the user interface should not be made visible by 
default. 
Default value: false

Table 299 –  Entries in a 3D activation dictionary  (continued)

Key Type Value
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3D注釈は、アクティブおよび非アクティブになることができるときに活性化のA及びDエントリが決定辞書。 AISとDISエントリは、注釈がアクティブまたは非アクティブにされたときに関連するアートワークでなければならない状態を判別します。 3D作品は、3つの状態のいずれであってもよいです。

•インスタンス化：アートワークが読み込まれたアートワークの実行時のインスタンスが作成されている状態。この状態では、レンダリングされてもよいが、スクリプト駆動リアルタイムの変更は（つまり、アニメーション）無効にしなければなりません。

•ライブ：アートワークがインスタンス化されており、いくつかのアニメーション効果を達成するために、リアルタイムで修正されています。それが再生され、その後、完了を再生するときにインスタンス化された状態に戻すものとするか、停止している間に、キーフレームアニメーションの場合、アートワークは生きなければなりません。

3D作品がインスタンス化された後、インスタンス生成になった場合、アートワークの後に使用するには、（アニメーションが失われ、アートワークは、その初期の形で表示されます）再インスタンス化する必要があります。

アートワークは、いくつかの方法で変更されていない限りNOTE 5は、このような理由から、uninstantiationは必要ありません。消費者は、パフォーマンス上の理由でインスタンス化変わらないアートワークを維持することもできます。

このようなシステムを印刷するようNOTE 6IN非対話型システムでは、アートワークを変更することはできません。したがって、アプリケーションは、メモリ使用量などの要因とインスタンス化アートワークに必要な時間に基づいて、異なる非アクティブ注釈とuninstantiateアートワークを選択することができる、及びTB、NP、D及びDISエントリが無視されてもよいです。

13.6.3.3、「3Dリファレンス辞書」に記載されているように複数の3D注釈は、3D作品のインスタンスを共有することができます。このような場合には、アートワーク・インスタンスの状態は、次のように決定しなければなりません。

•アートワークをライブしなければならない、それは信じなければならアクティブな注釈おもむく（その活性化辞書を介して）場合は、その。

•それ以外の場合は、アートワークがインスタンス化されなければならない任意のアクティブな注釈おもむくままならば、それはインスタンス化されなければなりません。

•そうでない場合（つまり、すべてのアクティブな注釈はアートワークがインスタンス生成されなければならないことを指示）、アートワークは、インスタンス生成されなければなりません。

TBboolean（オプション; PDF 1.7）この注釈に関連付けられている対話型のツールバーのデフォルトの動作を示すフラグ。 trueの場合、注釈が活性化してフォーカスを与えられたとき、ツールバーはデフォルトで表示されなければなりません。 falseの場合、ツールバーはデフォルトで表示されてはなりません。 NOTE 6Typicallyは、ツールバーは、3D注釈に近接して配置されています。

デフォルト値はtrue。

NPboolean（オプション; PDF 1.7）3D作品に関する情報を表示したり、管理するためのユーザインタフェースのデフォルトの動作を示すフラグ。そのようなユーザーインターフェースは、異なるビューへのナビゲーションを可能にすることができるか、アートワーク（モデルツリー）内のオブジェクトの階層を描くことができます。 trueの場合、注釈がアクティブになったとき、ユーザインタフェースは、可視化されるべきです。 falseの場合、ユーザインターフェイスは、デフォルトで見えるようにするべきではありません。デフォルト値：偽

表299  -  3D活性化辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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The rules described in 13.6.2, “3D Annotations”, apply only to active annotations. If all annotations referring to 
the artwork are inactive, the artwork nevertheless may be uninstantiated, instantiated, or live 3D Streams.

13.6.3 3D Streams

13.6.3.1 General

The specification of 3D artwork shall be contained in a 3D stream. 3D stream dictionaries, whose entries (in 
addition to the regular stream dictionary's entries; see 7.3.7, “Dictionary Objects”) are shown in Table 300, may
provide a set of predefined views of the artwork, as well as a default view. They may also provide scripts and 
resources for providing customized behaviours or presentations.

The Subtype entry specifies the format of the 3D stream data. The only valid value is U3D, which indicates that 
the stream data conforms to the Universal 3D File Format specification (see Bibliography). Conforming readers
shall be prepared to encounter unknown values for Subtype and recover appropriately, which usually means 
leaving the annotation in its inactive state, displaying its normal appearance. 

NOTE Conforming readers should follow the approach of falling back to the normal appearance with regard to entries 
in other dictionaries that may take different types or values than the ones specified here.

Table 300 –  Entries in a 3D stream dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be 3D for a 3D stream. 

Subtype name (Required) A name specifying the format of the 3D data contained in 
the stream. The only valid value is U3D. 

VA array (Optional) An array of 3D view dictionaries, each of which specifies a 
named preset view of this 3D artwork (see Section 13.6.4, “3D 
Views”). 

DV (various) (Optional) An object that specifies the default (initial) view of the 3D 
artwork. It may be a 3D view dictionary (see Section 13.6.4, “3D 
Views”) or one of the following types:
• An integer specifying an index into the VA array.

• A text string matching the IN entry in one of the views in the VA
array.

• A name that indicates the first (F) or last (L) entries in the VA
array.

Default value: 0 (the first entry in the VA array) if VA is present; if VA is 
not present, the default view shall be specified within the 3D stream 
itself. 

Resources name tree (Optional) A name tree that maps name strings to objects that may be 
used by applications or scripts to modify the default view of the 3D 
artwork. 
The names in this name tree shall be text strings so as to be encoded 
in a way that will be accessible from JavaScript. 

OnInstantiate stream (Optional) A JavaScript script that shall be executed when the 3D 
stream is instantiated. 

AN dictionary (Optional; PDF 1.7) An animation style dictionary indicating the 
method that conforming readers should use to drive keyframe 
animations present in this artwork (see 13.6.3.2, "3D Animation Style 
Dictionaries").
Default value: an animation style dictionary whose Subtype entry has 
a value of None.
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13.6.2に記載されたルールは、「3D注釈」は、アクティブ注釈にのみ適用されます。アートワークを参照するすべての注釈が非アクティブである場合、アートワークはそれにもかかわらず、インスタンス生成インスタンス化、またはライブ3Dストリームすることができます。

13.6.3 3Dストリーム

13.6.3.1一般的な

3D作品の仕様は、3Dストリームに含まれるものとします。そのエントリ3Dストリーム辞書、（通常の流れ辞書のエントリに加えて、7.3.7を参照して、「辞書オブジェクト」）テーブル300、mayprovideアートワークの事前定義されたビューのセット、ならびにデフォルト図に示されています。彼らはまた、カスタマイズされた行動やプレゼンテーションを提供するためのスクリプトとリソースを提供することができます。

サブタイプのエントリには、3Dストリームデータのフォーマットを指定します。唯一の有効な値は、（参考文献を参照）ユニバーサル3Dファイルフォーマット仕様にストリームデータ適合していることを示してU3D、です。 readersshallサブタイプの未知の値を発生し、通常、その正常な外観を表示し、その不活性状態にある注釈を残す意味し、適切な回復に調製することが適合する。

読者に準拠NOTEは、ここで指定したものとは異なる種類または値をとることができ、他の辞書のエントリに関しては、通常の外観に落下バックのアプローチに従うべきです。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、3Dストリームのための3Dをしなければなりません。

この3D作品の名前のプリセットビューを指定し、それぞれがVAarray（オプション）3Dビューの辞書の配列は、（セクション13.6.4、「3Dビュー」を参照してください）。

DV（各種）（オプション）3D作品のデフォルト（初期）ビューを指定するオブジェクト。それは、3Dビューの辞書であってもよいか、次のいずれかのタイプ（「3Dビュー」のセクション13.6.4を参照してください）：•アンVAの配列のインデックスを指定する整数。

•VAarrayでのビューのいずれかのINエントリと一致するテキスト文字列。

•VAarrayの最初の（F）または最後（L）のエントリを示す名前が。

デフォルト値：0（VA配列の最初のエントリ）VAが存在する場合。 VAが存在しない場合、デフォルトのビューは、3Dストリーム自体の中に指定されなければなりません。

ANdictionary（オプション; PDF 1.7）読者に準拠すること（「3Dアニメーションスタイル辞書」、13.6.3.2を参照）、このアートワークに存在するキーフレームアニメーションを駆動するために使用する必要があること方法を示すアニメーションスタイル辞書のデフォルト値：サブタイプのアニメーションスタイルの辞書。エントリーなしの値を持ちます。
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If present, the VA entry shall be an array containing a list of named present views of the 3D artwork. Each entry 
in the array shall be a 3D view dictionary (see 13.6.4, “3D Views”) that shall contain the name of the view and 
the information needed to display the view. The order of array elements determines the order in which the 
views shall be presented in a user interface. The DV entry specifies the view that shall be used as the initial 
view of the 3D artwork.

Default views shall be determined in the following order of precedence: in the annotation dictionary, in the 3D 
stream dictionary, or in the 3D artwork contained in the 3D stream. 

3D streams contain information that may be used by conforming readers and by scripts to perform animations 
and other programmatically-defined behaviours, such as changing the viewing orientation or moving individual 
components of the artwork. If present, the OnInstantiate entry shall contain a JavaScript script that shall be
executed by applications that support JavaScript whenever a 3D stream is read to create an instance of the 3D 
artwork. The Resources entry shall be a name tree that contains objects that may be used to modify the initial 
appearance of the 3D artwork. 

13.6.3.2 3D Animation Style Dictionaries

A 3D animation style dictionary (PDF 1.7) specifies the method that conforming readers should use to apply 
timeline scaling to keyframe animations. It may also specify that keyframe animations be played repeatedly. 
The AN entry of the 3D stream shall specify a 3D animation style dictionary.

A keyframe animation may be provided as the content of a 3D stream dictionary. A keyframe animation 
provides key frames and specifies the mapping for the position of geometry over a set period of time (animation 
timeline). Keyframe animation is an interactive feature that is highly dependent on the behaviour and controls 
provided by the conforming reader. 

Table 301 shows the entries in an animation style dictionary. 

The descriptions of the animation styles (see Table 302) use the following variables to represent application 
time or keyframe settings specified in the 3D artwork.

Table 301 –  Entries in an 3D animation style dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional). The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be 3DAnimationStyle.

Subtype name (Optional) The animation style described by this dictionary; see Table 302
for valid values. If an animation style is encountered other than those 
described in Table 302, an animation style of None shall be used. 
Default value: None

PC integer (Optional) An integer specifying the play count for this animation style. A 
non-negative integer represents the number of times the animation shall 
be played. A negative integer indicates that the animation shall be infinitely 
repeated. This value shall be ignored for animation styles of type None.
Default value: 0

TM number (Optional) A positive number specifying the time multiplier to be used 
when running the animation. A value greater than one shortens the time it 
takes to play the animation, or effectively speeds up the animation. 
NOTE This allows authors to adjust the desired speed of animations, 

without having to re-author the 3D artwork.

This value shall be ignored for animation styles of type None.
Default value: 1
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存在する場合、VAのエントリは、3D作品の名前の現在のビューのリストを含む配列でなければなりません。配列の各エントリは、ビューの名前とビューを表示するために必要な情報を含まなければならない（13.6.4、「3Dビュー」を参照）3Dビューの辞書でなければなりません。配列要素の順序は、ビューは、ユーザインターフェースに提示されなければならない順序を決定します。 DVエントリは、3D作品の最初のビューとして使用しなければならないビューを指定します。

デフォルトのビューは、以下の優先順位で決定されなければならない：注釈辞書で、3Dストリーム辞書に、または3Dストリームに含まれる3D作品に。

3Dストリームは、アニメーションや、視野方向を変更したり、アートワークの個々の構成要素を移動させるような他のプログラムで定義された行動を実行するために読者を適合することによって、およびスクリプトによって使用され得る情報を含みます。存在する場合、OnInstantiateエントリは、3Dストリームが3D作品のインスタンスを作成するために読まれるたびにサポートするJavaScriptその用途によってbeexecutedものとJavaScriptスクリプトを含まなければなりません。リソースのエントリは、3D作品の最初の外観を変更するために使用できるオブジェクトを含む名前の木でなければなりません。

13.6.3.2 3Dアニメーションスタイル辞書

A 3Dアニメーションスタイルの辞書（PDF 1.7）準拠の読者は、キーフレームアニメーションをタイムラインスケーリングを適用するために使用すべきであるという方法を指定します。また、キーフレームアニメーションが繰り返し再生されるように指定することができます。 3DストリームのANエントリーは、3Dアニメーションのスタイル辞書を指定しなければなりません。

アニメーションのスタイルの説明は、アプリケーション時間又は3D作品で指定されたキーフレームの設定を表すために以下の変数を使用する（表302を参照のこと）。

キータイプ値

型名（オプション）。この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、3DAnimationStyleしなければなりません。

Subtypename（オプション）この辞書で記述アニメーションのスタイル。有効な値302for表を参照してください。アニメーションスタイルは、表302で説明したもの以外に遭遇した場合は、なしのアニメーションのスタイルを使用しなければなりません。デフォルト値：なし

PCinteger（オプション）このアニメーションのスタイルのための再生回数を指定する整数。非負整数アニメーションが再生されなければならない回数を表します。負の整数は、アニメーションが無限に繰り返さなければならないことを示しています。この値は、型None.Default値のアニメーションのスタイルでは無視されなければならない：0

TMnumber（オプション）アニメーションを実行する際に使用する時間乗数を指定する正の数。 1以上の値の大きいが、それはアニメーションを再生するのにかかる、または効果的にアニメーションをスピードアップの時間を短縮します。注：この著者は、3Dアートワークを再作成者を有することなく、アニメーションの所望の速度を調整することを可能にします。

この値は、型None.Default値のアニメーションのスタイルでは無視されなければならない：1
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• t is a point on the animation time line. This value shall be used in conjunction with the keyframe animation 
data to determine the state of the 3D artwork.

• [r0, r1] is the keyframe animation time line. 

• ta is the current time of the conforming reader.

• t0 is the time when the conforming reader starts the animation.

• p is the time it takes to play the keyframe animation through one cycle. In the case of the Linear animation 
style, one cycle consists of playing the animation through once from beginning to end. In the case of the 
Oscillating animation style, one cycle consists of playing the animation from beginning to end and then 
from end to beginning.

• m is the positive multiplier specified by the TM entry in the animation style dictionary.

13.6.3.3 3D Reference Dictionaries

More than one 3D annotation may be associated with the same 3D artwork. There are two ways in which this 
association may occur, as determined by the annotation’s 3DD entry (see Table 298): 

• If the 3DD entry specifies a 3D stream, the annotation shall have its own run-time instance of the 3D 
artwork. Any changes to the artwork shall be reflected only in this annotation. Other annotations that refer 
to the same stream shall have separate run-time instances. 

• If the 3DD entry specifies a 3D reference dictionary (whose entries are shown in Table 303), the annotation 
shall have a run-time instance of the 3D artwork with all other annotations that specify the same reference 
dictionary. Any changes to the artwork shall be reflected in all such annotations.

Table 302 –  Animation styles  

None Keyframe animations shall not be driven directly by the conforming 
reader. This value shall be used by documents that are intended to 
drive animations through an alternate means, such as JavaScript. 
The remaining entries in the animation style dictionary shall be 
ignored.

Linear Keyframe animations shall be driven linearly from beginning to end. 
This animation style results in a repetitive playthrough of the 
animation, such as in a walking motion.

t = (m(ta - t0) + r0) % (r1 - r0)

p = (r1 - r0) / m

The “%” symbol indicates the modulus operator. 

Oscillating Keyframe animations shall oscillate along their time range. This 
animation style results in a back-and-forth playing of the animation, 
such as exploding or collapsing parts.

t = (0.5)(r1 - r0)(1 - cos(m(ta - t0))) + r0
p = 2 * pi / m 
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•tはアニメーションのタイムライン上の点です。この値は、3D作品の状態を決定するために、キーフレームアニメーションデータと併せて使用しなければなりません。

•[R0、R1]は、キーフレームアニメーションのタイムラインです。

•TAは準拠リーダーの現在の時刻です。

•t0が準拠する読者がアニメーションを開始した時間です。

•pはそれが1サイクルでのキーフレームアニメーションを再生するのにかかる時間です。リニアアニメーションスタイルの場合は、1サイクルが最初から最後まで一度を通じてアニメーションの再生で構成されています。振動のアニメーションスタイルの場合は、1サイクルが始まるまで端から、その後、最初から最後までのアニメーションを再生して構成されています。

•mは、アニメーションのスタイル辞書のTMエントリで指定された正の乗数です。

13.6.3.3 3Dリファレンス辞書

複数の3D注釈は、同じ3D作品に関連付けられてもよいです。この会合が発生する可能性があります2つの方法、注釈の3DDエントリによって決定された（表298を参照）があります。

3DDエントリは3Dストリームを指定した場合•、注釈は、3D作品の独自のランタイム・インスタンスを持たなければなりません。アートワークへの変更は、この注釈に反映されなければなりません。同じストリームを参照する他の注釈は、別のランタイムインスタンスを持たなければなりません。

•3DDエントリが（そのエントリを表303に示されている）は、3D基準辞書を指定している場合、注釈は同じ参照辞書を指定し、他のすべての注釈を3D作品のランタイムインスタンスをもたなければなりません。アートワークへの変更はすべて、そのような注釈に反映されなければなりません。

NoneKeyframeアニメーションは準拠リーダーによって直接駆動されるものではありません。この値は、JavaScriptなどの別の手段を介してアニメーションを駆動するように意図されているドキュメントで使用されなければなりません。アニメーションスタイル辞書の残りのエントリは無視されなければなりません。

LinearKeyframeアニメーションは最初から最後まで直線的に駆動されなければなりません。このアニメーションのスタイルは、このような歩行運動のように、アニメーションの繰り返しのプレイスルーにつながります。

T =（M（TA  -  T0）+ R0）％（R1  -  R0）

P =（R1  -  R0）/ M

OscillatingKeyframeアニメーションは、自分の時間帯に沿って振動するものとします。このような部品を爆発や崩壊などのアニメーションの前後の演奏中にこのアニメーションのスタイルは、結果、。
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EXAMPLE The following example and Figure 66 through Figure 68 show three annotations that use the same 3D 
artwork. Object 100 (Annotation 1) has its own run-time instance of the 3D stream (object 200); object 
101(Annotation 2) and object 102 (Annotation 3) share a run-time instance through the 3D reference 
dictionary (object 201).

100 0 obj % 3D annotation 1 
<< /Type /Annot 

/Subtype /3D 
/3DD 200 0 R % Reference to the 3D stream containing the 3D artwork 

>> 
endobj

101 0 obj % 3D annotation 2 
<< /Type /Annot 

/Subtype /3D 
/3DD 201 0 R % Reference to a 3D reference dictionary 

>> 
endobj 
 
102 0 obj % 3D annotation 3 

<< /Type /Annot 
/Subtype /3D 
/3DD 201 0 R % Reference to the same 3D reference dictionary 

>> 
endobj 
 
200 0 obj % The 3D stream 

<< /Type /3D 
/Subtype /U3D 
... other keys related to a stream, such as /Length 

>> 
stream 

... U3D data... 
endstream 

endobj 
 
201 0 obj % 3D reference dictionary 

<< /Type /3DRef 
/3DD 200 0 R % Reference to the actual 3D artwork. 

>> 
endobj

Table 303 –  Entries in a 3D reference dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be 3DRef for a 3D reference dictionary. 

3DD stream (Required) The 3D stream (see 13.6.3, “3D Streams”) containing the 
specification of the 3D artwork. 
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同じ3D作品を使用する図68のショー3つの注釈を介して次の例と図66。オブジェクト100（注釈1）3Dストリーム（オブジェクト200）の独自のランタイムインスタンスを有します。オブジェクト101（注釈2）とオブジェクト102（注釈3）は、3D基準辞書（オブジェクト201）を介して実行時のインスタンスを共有します。

100 0 OBJ％3D注釈1 << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/ 3D / 3DD 3D作品を含む3Dストリーム200 0 R％のリファレンス>> endobj

101 0 OBJ％3D注釈2 << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/ 3D / 3DD 3D参照辞書201 0 R％のリファレンス>> endobj 102 0 OBJ％3D注釈3 << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/ 3D / 3DDストリーム同じ3D参照辞書>> endobj 200 0 OBJ％3Dストリーム<< /タイプ/ 3D /サブタイプ/ U3D ...など/長ストリームに関連する他のキー、>> 201 0 R％のリファレンス。実際の3D作品に.. U3Dデータ... endstream endobj 201 0 OBJ％3D基準辞書<< /タイプ/ 3DRef / 3DD 200 0 R％のリファレンス。 >> endobj

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、3D参照辞書のため3DRefしなければなりません。

3DDstream（必須）3Dストリーム（13.6.3を参照して、「3Dストリーム」）の3Dアートワークの仕様を含みます。
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Figure 66 –  Default view of artwork

Figure 67 –  Annotation 2 rotated

Figure 68 –  Shared artwork (annotations 2 & 3) modified

The figures show how the objects in the Example in 13.5, “Alternate Presentations,” might be used. 
Figure 66 shows the same initial view of the artwork in all three annotations. Figure 67 shows the results 
of rotating the view of the artwork within Annotation 2. Figure 68 shows the results of manipulating the 
artwork shared by Annotation 2 and Annotation 3: they both reflect the change in the artwork because 
they share the same run-time instance. Annotation 1 remains unchanged because it has its own run-time 
instance.

NOTE When multiple annotations refer to the same instance of 3D artwork, the state of the instance is determined as 
described in 13.6.2, “3D Annotations.” 

Annotation 1 

Annotation 2 

Annotation 3 

2 1 
5 

B 
A 

E 

2 1 
5 

B 
A 

E 

21
5

B
A

E

Annotation 1 

Annotation 2 

Annotation 3 

21
5

1

1
5

B
A

E

A

B
A

E

Annotation 1 

Annotation 2 

Annotation 3 

21
5

1

21
5

B
A

E

A

B
A

E

PDF 32000-1：2008

520©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

図66  - アートワークのデフォルトのビュー

図67  - 回転注釈2

図68  - 共有アートワーク（注釈2＆3）修飾

数値は、13.5の例では、オブジェクトは、「代替プレゼンテーションは、」使用されるかもしれない方法を示します。図66は、3つのすべての注釈におけるアートワークの同じ初期図を示しています。図67に示す注釈。図68が示す注釈2及び注釈3によって共有アートワークを操作した結果内のアートワークのビューを回転させる結果：それらは同じランタイムインスタンスを共有するため、それらの両方が、アートワークの変更を反映。それは、独自のランタイム・インスタンスを持っているので、注釈1は変わりません。

NOTEWhen複数の注釈が3D作品の同じインスタンスを参照13.6.2に記載されているように、インスタンスの状態が決定される「3D注釈。」
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13.6.4 3D Views

13.6.4.1 General

A 3D view (or simply view) specifies parameters that shall be applied to the virtual camera associated with a 3D 
annotation. These parameters may include orientation and position of the camera, details regarding the 
projection of camera coordinates into the annotation’s target coordinate system, and a description of the 
background on which the artwork shall be drawn. Starting with PDF 1.7, views may specify how 3D artwork is 
rendered, coloured, lit, and cross-sectioned, without the use of embedded JavaScript. Views may also specify 
which nodes (three-dimensional areas) of 3D artwork shall be included in a view and whether those nodes are 
opaque or invisible. 

NOTE 1 Users can manipulate views by performing interactive operations such as free rotation and translation. In 
addition, 3D artwork can contain a set of predefined views that the author deems to be of particular interest. 
For example, a mechanical drawing of a part may have specific views showing the top, bottom, left, right, front, 
and back of an object.

A 3D stream may contain a list of named preset views of the 3D artwork, as specified by the VA entry, which 
shall be an array of 3D view dictionaries. The entries in a 3D view dictionary are shown in Table 304. 

Table 304 –  Entries in a 3D view dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be 3DView for a 3D view dictionary. 

XN text string (Required) The external name of the view, suitable for presentation in a 
user interface. 

IN text string (Optional) The internal name of the view, used to refer to the view from 
other objects, such as the go-to-3D-view action (see 12.6.4.15, “Go-To-
3D-View Actions”). 

MS name (Optional) A name specifying how the 3D camera-to-world 
transformation matrix shall be determined. The following values are 
valid:
M Indicates that the C2W entry shall specify the matrix
U3D Indicates that the view node selected by the U3DPath entry shall 
specify the matrix. 
If omitted, the view specified in the 3D artwork shall be used. 

C2W array (Required if the value of MS is M, ignored otherwise) A 12-element 3D 
transformation matrix that specifies a position and orientation of the 
camera in world coordinates. 

U3DPath text string or 
array

(Required if the value of MS is U3D, ignored otherwise) A sequence of 
one or more text strings used to access a view node within the 3D 
artwork. The first string in the array is a node ID for the root view node, 
and each subsequent string is the node ID for a child of the view node 
specified by the prior string. Each view node specifies a 3D 
transformation matrix (see 13.6.5, “Coordinate Systems for 3D”); the 
concatenation of all the matrices forms the camera-to-world matrix. 
Conforming writers should specify only a single text string, not an array, 
for this entry.
NOTE Do not confuse View Nodes with nodes. A View Node is a 

parameter in the 3D artwork that specifies a view, while a 
node is a PDF dictionary that specifies 3D graphic objects 
or collections thereof. 
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13.6.4 3Dビュー

13.6.4.1一般的な

A 3Dビュー（または単にビュー）3D注釈に関連付けられた仮想カメラに適用されるものと指定パラメータ。これらのパラメータは、向きおよび位置カメラの、注釈のターゲット座標系にカメラ座標の投影に関する詳細、及びアートワークを描画しなければならないれた背景の記述を含むことができます。 PDF 1.7以降では、ビューは、3Dアートワークが埋め込まれたJavaScriptを使用せずに、レンダリングされた色、点灯、および断面化する方法を指定することもできます。ビューは、ビュー内およびそれらのノードが不透明又は不可視であるかどうかを含めなければならない3D作品のどのノード（三次元領域）を指定することができます。

注1人のユーザーは、このような自由な回転および平行移動などのインタラクティブ操作を実行することにより、ビューを操作することができます。また、3D作品は、著者と見なしが特に重要であることにすることを定義済みのビューのセットを含むことができます。例えば、一部の機械的な図は、オブジェクトの上、下、左、右、前、及び背面を示す特定のビューを有していてもよいです。

3Dストリームは3Dビュー辞書の配列でなければならないVAエントリによって指定される3D作品の名前プリセットビューのリストを含んでいてもよいです。 3Dビュー辞書のエントリは、表304に示されています。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、3Dビューの辞書のための3DViewしなければなりません。

ユーザーインターフェイスのプレゼンテーションに適しXNtext文字列（必須）ビューの外部名、。

このようゴー・ツー・3Dビューのアクションなど、他のオブジェクトからのビューを参照するために使用さINTEXT文字列（オプション）ビューの内部名、（12.6.4.15、「ゴー・ツー・3Dビューのアクション」を参照してください） 。

MSname（オプション）3Dカメラ・ツー・ワールド変換行列を決定しなければならない方法を指定する名前。有効な値は以下のとおりです：MはmatrixU3Dを指定するC2WエントリはU3DPathエントリで選択したビューのノードが行列を定めなければならないことを示していることを示します。省略した場合、3D作品で指定されたビューを使用しなければなりません。

C2Warray（MSの値がそうでなければ無視され、Mである場合は必須）は、世界座標におけるカメラの位置及び姿勢を指定する12-素子3D変換マトリックス。

U3DPathtext文字列またはアレイ（必須MSの値はU3D、そうでなければ無視すれば）、3Dアートワーク内のビューノードにアクセスするために使用される1つ以上のテキスト文字列の配列。配列内の最初の文字列は、ルートビューノードのノードIDであり、後続の各文字列は、前の文字列で指定されたビューノードの子のノードIDです。各ビュー・ノードは、3D変換マトリックス（「3D用の座標系」、13.6.5を参照）を指定します。すべての行列の連結は、カメラ・ツー・世界マトリックスを形成します。このentry.NOTE DOはノードとビューのノードを混同しないために準拠した作家は、単一のテキスト文字列ではなく配列を指定する必要があります。ノードは、PDFの辞書があることを指定し、3Dグラフィックオブジェクトまたはコレクションがそのいる間にAビューノードは、その指定ビューの3Dアートワーク内のパラメータです。
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For any view, the conforming writer may provide 2D content specific to the view, to be drawn on top of the 3D 
artwork. The O entry specifies a form XObject that shall be overlaid on the rendered 3D artwork. The 

CO number (Optional; used only if MS is present) A non-negative number indicating 
a distance in the camera coordinate system along the z axis to the center 
of orbit for this view; see discussion following this Table. If this entry is 
not present, the conforming reader shall determine the center of orbit.

P dictionary (Optional) A projection dictionary (see 13.6.4.2, “Projection Dictionaries”) 
that defines the projection of coordinates in the 3D artwork (already 
transformed into camera coordinates) onto the target coordinate system 
of the annotation.
Default value: a projection dictionary where the value of Subtype is 
Perspective, the value of FOV is 90, and all other entries take their 
default values.

O stream (Optional; meaningful only if MS and P are present) A form XObject that 
shall be used to overlay 2D graphics on top of the rendered 3D artwork 
(see 13.6.6, “3D Markup”). 

BG dictionary (Optional) A background dictionary that defines the background over 
which the 3D artwork shall be drawn (see 13.6.4.3, “3D Background 
Dictionaries”). Default value: a background dictionary whose entries take 
their default values.

RM dictionary (Optional; PDF 1.7) A render mode dictionary that specifies the render 
mode to use when rendering 3D artwork with this view (see 13.6.4.4, “3D 
Render Mode Dictionaries”). If omitted, the render mode specified in the 
3D artwork shall be used.

LS dictionary (Optional; PDF 1.7) A lighting scheme dictionary that specifies the 
lighting scheme to be used when rendering 3D artwork with this view 
(see 13.6.4.5, “3D Lighting Scheme Dictionaries”). If omitted, the lighting 
scheme specified in the 3D artwork shall be used.

SA array (Optional; PDF 1.7) An array that contains cross section dictionaries 
(see 13.6.4.6, “3D Cross Section Dictionaries”). Each cross section 
dictionary provides parameters for applying a cross section to the 3D 
artwork when using this view. An empty array signifies that no cross 
sections shall be displayed. 

NA array (Optional; PDF 1.7; meaningful only if NR is present) An array that 
contains 3D node dictionaries (see 13.6.4.7, “3D Node Dictionaries”). 
Each node dictionary may contain entries that change the node’s state, 
including its opacity and its position in world space. This entry and the 
NR entry specify how the state of each node shall be changed. 
If a node dictionary is present more than once, only the last such 
dictionary (using a depth-first traversal) shall be used. 

NR boolean (Optional; PDF 1.7) Specifies whether nodes specified in the NA array 
shall be returned to their original states (as specified in the 3D artwork) 
before applying transformation matrices and opacity settings specified in 
the node dictionaries. If true, the artwork’s 3D node parameters shall be 
restored to their original states and then the dictionaries specified by the 
NA array shall be applied. If false, the dictionaries specified by the NA
array shall be applied to the current states of the nodes. 
In addition to the parameters specified by a 3D node dictionary, this flag 
should also apply to any runtime parameters used by a conforming 
reader. 
Default value: false

Table 304 –  Entries in a 3D view dictionary  (continued)

Key Type Value
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任意のビューのために、適合ライターは、3Dアートワークの上に描画されるように、ビューに2Dコンテンツの特定を提供することができます。 Oエントリは、レンダリングされた3D作品にオーバーレイしなければならないフォームのXObjectを指定します。ザ・

COnumber（任意; MSが存在する場合にのみ使用される）カメラで距離を示す負でない数は、このビューの軌道の中心までのz軸に沿った座標系。この表以下の議論を参照してください。このエントリが存在しない場合、適合リーダは軌道の中心を決定しなければなりません。

Pdictionary（オプション）3D作品の座標の投影を定義する投影辞書（13.6.4.2、「投影辞書」を参照）（既にカメラ座標に変換）ターゲットにannotation.Default値の座標系：投影辞書サブタイプの値は視点がどこにあるか、FOVの値は90で、他のすべてのエントリは、それらのデフォルト値をとります。

ostream（オプション、意味のあるMSとPが存在する場合のみ）レンダリングされた3D作品の上に2Dグラフィックスをオーバーレイするために使用される形式のXObject（「3Dマークアップ」、13.6.6を参照）。

BGdictionary（オプション）3D作品は（13.6.4.3、「3Dの背景辞書」を参照）作成しなければならない、その上の背景を定義する背景辞書。デフォルト値：そのエントリはデフォルト値を取る背景辞書。

RMdictionary（オプション; PDF 1.7）Aは、（「3Dモード辞書をレンダリング」、13.6.4.4を参照してください）このビューで3D作品をレンダリングするとき指定が使用するモードをレンダリングすることをモード辞書をレンダリングします。省略した場合、3D作品で指定されたレンダリングモードを使用しなければなりません。

LSdictionary（オプション; PDF 1.7）照明スキームの辞書を指定し、このビューの3D作品をレンダリングするときに使用される照明スキーム（「3Dライティングスキーム辞書」、13.6.4.5を参照してください）。省略した場合、3D作品で指定された照明方式が使用されなければなりません。

SAarray（オプション; PDF 1.7）断面辞書を含む配列（「3D断面辞書」、13.6.4.6を参照してください）。各断面辞書は、このビューを使用するときに3D作品への断面を適用するためのパラメータを提供します。いかなる断面を表示してはならない空の配列を意味します。

NAarray（オプション; PDF 1.7、意味のあるNRが存在する場合のみ）3Dノード辞書を含む配列（13.6.4.7、「3Dノード辞書」を参照してください）。各ノードの辞書には、その不透明度とワールド空間での位置を含むノードの状態を変更するエントリを含んでいてもよいです。このエントリ及びNRエントリは、各ノードの状態が変化しなければならない方法を指定します。ノード辞書が複数回存在する場合、（深さ優先トラバーサルを使用して）最後のそのような辞書を使用しなければなりません。

NRboolean（オプション、PDF 1.7）ノードの辞書に指定された変換行列と不透明度の設定を適用する前に（3D作品で指定されるように）NA配列で指定されたノードが元の状態に戻さなければならないかどうかを指定。 trueの場合、アートワークの3Dノードのパラメータは、元の状態に復元されなければならないし、その後NA配列によって指定された辞書が適用されなければなりません。 falseの場合、NAarrayで指定された辞書は、ノードの現在の状態に適用されなければなりません。 3Dノード辞書によって指定されたパラメータに加えて、このフラグも適合リーダーによって使用される任意のランタイムパラメータに適用されるべきです。デフォルト値：偽

表304  -  3Dビュー辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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coordinate system of the form XObject shall be defined to be the same as the (x, y, 0) plane in the camera 
coordinate system (see 13.6.5, “Coordinate Systems for 3D”). 

Use of the O entry is subject to the following restrictions. 

NOTE 2 Failure to abide by them could result in misalignment of the overlay with the rendered 3D graphics:

• It may be specified only in 3D view dictionaries in which both a camera-to-world matrix (MS
and associated entries) and a projection dictionary (the P entry) are present.

• The form XObject shall be associated with a specific view (not with the camera position de-
fined by the 3D view dictionary). The conforming reader should draw it only when the user 
navigates using the 3D view, not when the user happens to navigate to the same orientation 
by manual means.

• The confirming reader should draw it only if the user has not invoked any actions that alter the 
artwork-to-world matrix.

The CO entry specifies the distance from the camera to the center of orbit for the 3D view, which is the point 
around which the camera shall rotate when performing an orbit-style navigation. Figure 69 illustrates camera 
positioning when orbiting around the center of orbit. 

Figure 69 –  Rotation around the center of orbit

NOTE 3 The LS entry allows the lighting of the 3D artwork to be changed without changing the artwork itself. This 
enables consumers to view a given piece of 3D artwork with a variety of lighting options without requiring 
multiple copies of the 3D artwork stream that differ only in lighting. It also enables artwork with poor lighting to 
be corrected in cases where the original content cannot be re-authored. See 13.6.4.5, “3D Lighting Scheme 
Dictionaries.” 
 
The SA entry provides cross section information for clipping 3D artwork while its associated view is active. This 
allows view authors to be more clear in calling out the intended areas of interest for a particular view, some of 
which might otherwise be completely obscured. See 13.6.4.6, “3D Cross Section Dictionaries.”  
 
The NR and NA entries are meant to give a more accurate representation of the 3D artwork at a given state. 
These keys give view authors finer granularity in manipulating the artwork to be presented in a particular way. 
They also provide a means for returning node parameters to a known state after potential changes by 
interactive features such as keyframe animations and JavaScript. See 13.6.4.7, “3D Node Dictionaries.” 

13.6.4.2 Projection Dictionaries

A projection dictionary (see Table 305) defines the mapping of 3D camera coordinates onto the target 
coordinate system of the annotation. Each 3D view may specify a projection dictionary by means of its P entry. 

NOTE Although view nodes can specify projection information, PDF consumers ignore it in favour of information in 
the projection dictionary.

Center Of Orbit
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XObjectは（「3D用の座標系」、13.6.5を参照）をカメラ座標系で（X、Y、0）面と同じになるように定義される形式の座標系。

NOTEレンダリングされた3Dグラフィックスとオーバーレイの位置ずれが生じる可能性がそれらを遵守するために2失敗：

•それだけカメラ・ツー・ワールド行列（MSand関連エントリ）と投影辞書（Pエントリー）の両方が存在する3Dビュー辞書で指定されてもよいです。

•フォームのXObjectは、特定のビュー（カメラと位置3Dビュー辞書によってデ清澄せず）に関連付けられなければなりません。適合読者がそれを描画する場合にのみ、ユーザが手動手段によって同じ方向に移動してしまっていない場合、3Dビューを使用してユーザナビゲートします。

•確認読者は、ユーザがアートワーク・ツー・ワールド行列を変更する任意のアクションを呼び出していない場合にのみ、それを描く必要があります。

COエントリは、軌道スタイルのナビゲーションを行うときに、カメラが回転しなければならないその周囲点で3D表示用の軌道の中心にカメラからの距離を指定します。軌道の中心の周りに旋回すると、図69は、カメラの位置を示しています。

図69  - 軌道の中心の周りの回転

注記3 LSのエントリは、3Dアートワークの照明は、アートワーク自体を変更することなく変更されることを可能にします。これは、照明が異なる3D作品ストリームの複数のコピーを必要とせずに照明オプションの様々な3D作品の所定の部分を表示するために、消費者を可能にします。また、元のコンテンツが再オーサリングすることができない場合に修正することが貧弱な照明とアートワークを可能にします。 13.6.4.5を参照してください、「3Dライティングスキーム辞書。」 SAエントリは、関連付けられたビューがアクティブである間に、3Dアートワークをクリッピングするための断面情報を提供します。これは、ビューの作成者はそうでない場合は完全に隠されるかもしれないそのうちのいくつかは、特定のビューのための関心の意図した領域を呼び出すには、より明確にすることができます。 13.6.4.6を参照してください、「3D断面辞書。」 NRおよびNAのエントリが与えられた状態で、3D作品のより正確な表現を与えることを意味しています。これらのキーは、ビューの作成者に特定の方法で提示されるアートワークを操作する上でより細かい粒度を与えます。彼らはまた、このようなキーフレームアニメーションやJavaScriptなどのインタラクティブ機能によって電位が変化した後、既知の状態にノードパラメータを返すための手段を提供します。 13.6.4.7は、「3Dノード辞書を。」

13.6.4.2投影辞書

ビューノードが投影情報を指定できますが、PDFの消費者は、投影辞書内の情報の賛成で、それを無視します。

軌道のセンター
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PDF 1.6 introduces near/far clipping. This type of clipping defines a near plane and a far plane (as shown in 
Figure 70). Objects, or parts of objects, that are beyond the far plane or closer to the camera than the near 
plane are not drawn. 3D objects shall be projected onto the near plane and then scaled and positioned within 
the annotation’s target coordinate system, as described Table 305.

Table 305 –  Entries in a projection dictionary  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of projection. Valid values shall be O (orthographic) or P
(perspective). 

CS name (Optional) The clipping style. Valid values shall be XNF (explicit near/far) or ANF
(automatic near/far). Default value: ANF.

F number (Optional; meaningful only if the value of CS is XNF) The far clipping distance, 
expressed in the camera coordinate system. No parts of objects whose z
coordinates are greater than the value of this entry are drawn. If this entry is 
absent, no far clipping occurs.

N number (Meaningful only if the value of CS is XNF; required if the value of Subtype is P) 
The near clipping distance, expressed in the camera coordinate system. No 
parts of objects whose z coordinates are less than the value of this entry are 
drawn. If Subtype is P, the value shall be positive; if Subtype is O, the value 
shall be non-negative, and the default value is 0. 

FOV number (Required if Subtype is P, ignored otherwise) A number between 0 and 180, 
inclusive, specifying the field of view of the virtual camera, in degrees. It defines 
a cone in 3D space centered around the z axis and a circle where the cone 
intersects the near clipping plane. The circle, along with the value of PS, specify 
the scaling of the projected artwork when rendered in the 2D plane of the 
annotation. 

PS number 
or name

(Optional; meaningful only if Subtype is P) An object that specifies the scaling 
used when projecting the 3D artwork onto the annotation’s target coordinate 
system. It defines the diameter of the circle formed by the intersection of the near 
plane and the cone specified by FOV. The value may be one of the following:
• A positive number that explicitly specifies the diameter as a distance in the 

annotation’s target coordinate system.

• A name specifying that the diameter shall be set to the width (W), height 
(H), minimum of width and height (Min), or maximum of width and height 
(Max) of the annotation’s 3D view box.

Default value: W.

OS number (Optional; meaningful only if Subtype is O) A positive number that specifies the 
scale factor to be applied to both the x and y coordinates when projecting onto 
the annotation’s target coordinate system (the z coordinate is discarded). Default 
value: 1.

OB name (Optional; PDF 1.7; meaningful only if Subtype is O) A name that specifies a 
strategy for binding (scaling to fit) the near plane’s x and y coordinates onto the 
annotation’s target coordinate system. The scaling specified in this entry shall be 
applied in addition to the scaling factor specified by the OS entry. The value may 
be one of the following:
W  Scale to fit the width of the annotation
H Scale to fit the height of the annotation
Min Scale to fit the lesser of width or height of the annotation
Max Scale to fit the greater of width or height of the annotation
Absolute No scaling should occur due to binding. 
Default value: Absolute.
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近い/遠いクリッピングPDF 1.6紹介を。クリッピングのこのタイプは、近平面および遠平面（図70に示されるように）を定義します。これまで平面を越えているか、近い平面よりもカメラに近いオブジェクト、またはオブジェクトの一部は、描画されません。表305に記載されるような3Dオブジェクトは、周辺の平面に投影した後、座標系スケーリングおよび注釈の対象内に配置しなければなりません。

キータイプ値

CSname（オプション）クリッピングスタイル。有効な値は、XNF（明示的に近い/遠い）またはANF（遠自動近い/）でなければなりません。デフォルト値：ANF。

FNUMBER（オプション、CSの値がXNFである場合にのみ意味を持つ）カメラで発現ファークリッピング距離は、座標系。 zcoordinatesこのエントリの値よりも大きいオブジェクトのいかなる部分は描かれていません。このエントリが存在しない場合は、はるかにクリッピングが発生しません。

Nnumber（CSの値がXNFである場合にのみ意味が、サブタイプの値がPである場合は必須）ニアクリッピング距離は、カメラ座標系において発現しました。 Z座標描かれ、このエントリの値未満であるオブジェクトのない部分はありません。サブタイプがPである場合、値は正でなければなりません。サブタイプがOである場合、値が非負でなければならない、とデフォルト値は0です。

FOVnumber度に、仮想カメラの視野を指定し、0から180までの範囲の数値を（サブタイプがPである場合にそうでない場合、無視、必須）。これは、3D空間におけるコーンZ軸とコーンは、ニアクリッピング面と交差する円の中心と定義します。注釈の2次元平面上にレンダリングされたときの円は、PSの値と共に、投影アートワークのスケーリングを指定します。

PSnumber又は名称（任意;サブタイプはPである場合にのみ意味を持つ）注釈のターゲットに指定3D作品を投影する際に使用されるスケーリング座標系ことオブジェクト。これは、近平面の交点とFOVで指定コーンが形成する円の直径を規定します。 •明示的注釈のターゲット座標系における距離として直径が指定されていることを正の数：値は、次のいずれかであってもよいです。

•直径が注釈の3Dビューボックスの幅（W）に設定し、高さ（H）、幅と高さの最小値（MIN）、または幅と高さの最大値（最大）でなければならないことを指定する名前。

デフォルト値：W.

OSnumber（オプション、意味のあるサブタイプがOである場合のみ）を指定する注釈の対象に投影する際のスケールファクタは、x座標とy座標の両方に適用されるが、（Z座標が破棄される）座標系ことA正数。デフォルト値：1。

OBname（オプション、PDF 1.7、意味のある唯一のサブタイプがOである場合）を指定するが、注釈の標的への結合のための戦略（FITへのスケーリング）の近くに平面のx、y座標系の座標がA名は。このエントリで指定されたスケーリングは、OSエントリで指定されたスケーリング係数に加えて適用しなければなりません。値は、次のいずれかとすることができる：W ScaleはannotationAbsoluteなしスケーリングの幅または高さの大きなに合うように幅またはannotationMaxScaleの高さの低いに合わせてannotationMinScaleの高さに合うようにannotationHScaleの幅に合うようにすべき結合のために起こります。デフォルト値：絶対。
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The CS entry defines how the near and far planes are determined. A value of XNF means that the N and F
entries explicitly specify the z coordinate of the near and far planes, respectively. A value of ANF for CS means 
that the near and far planes shall be determined automatically based on the objects in the artwork.

The Subtype entry specifies the type of projection, which determines how objects are projected onto the near 
plane and scaled. The possible values are O for orthographic projection and P for perspective projection.

For orthographic projection, objects shall be projected onto the near plane by simply discarding their z value. 
They shall be scaled from units of the near plane’s coordinate system to those of the annotation’s target 
coordinate system by the combined factors specified by the OS entry and the OB entry. 

For perspective projection, a given coordinate (x, y, z) shall be projected onto the near plane, defining a 2D 
coordinate (x1, y1) using the following formulas: 

where n is the z coordinate of the near plane.

Scaling with perspective projection is more complicated than for orthographic projection. The FOV entry 
specifies an angle that defines a cone centered along the z axis in the camera coordinate system (see Figure 
70). The cone intersects with the near plane, forming a circular area on the near plane. Figure 71 shows this 
circle and graphics from the position of the camera.

 

Figure 70 –  Perspective projection of 3D artwork onto the near plane

Figure 71 –  Objects projected onto the near clipping plane, as seen from the position of the camera

x1 x n
z
---×=

y1 y n
z
---×=

Far Clipping Plane Near Clipping plane 

Objects projected onto near clipping plane 

Circle defined by Field of View angle on near clipping plane

Field of View angle Z axis

FOV circle 

Z axis projected onto near plane
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近くと遠くのプレーンがどのように決定されるかCSエントリー定義。 XNFの値がNとFentriesが明示的にzがそれぞれ、遠近面の座標を指定することを意味します。 CSのためのANFの値は、近くと遠くのプレーンは、アートワーク内のオブジェクトに基づいて自動的に決定されなければならないことを意味しています。

サブタイプのエントリは、オブジェクトが周辺の平面上に投影し、スケーリングする方法を決定する投影の種類を指定します。可能な値は、透視投影用の正投影とPのためにOです。

正射投影のために、オブジェクトは、単にそれらのz値を廃棄することによって周辺の平面に投影されなければなりません。これらはOSエントリとOBエントリで指定複合要因によって注釈のターゲット座標系のものに近く平面の座標系の単位からスケーリングされなければなりません。

透視投影のために、（x、y、z）を座標指定された2Dは、以下の式を用いて座標（x1、y1）定義、周辺の平面に投影されなければなりません。

ここで、n zは周辺の平面の座標です。

透視投影とスケーリングは、より多くの正投影の場合よりも複雑です。 FOVエントリは、コーン（図70参照）、カメラ座標系のZ軸に沿って中心に規定する角度を特定します。コーンは、近平面上の円形領域を形成し、周辺の平面と交差します。図71は、カメラの位置からこの円及びグラフィックスを示しています。

図70  - 周辺の平面上への3D作品の透視投影

図71  - カメラの位置から見たオブジェクトは、ニアクリッピング面上に投影

×1 xnz ---×=

Y1 ynz ---×=

サークルは、ニアクリッピング平面上に視野角によって定義されます

見る角度Z軸のフィールド

Z軸は、近平面に投影しました
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The PS entry specifies the diameter that this circle will have when the graphics projected onto the near plane 
are rendered in the annotation’s 3D view box (see Figure 72). Although the diameter of the circle determines 
the scaling factor, graphics outside the circle shall also be displayed, providing they fit within the view box, as 
seen in the figure.

Figure 73 shows the entire 3D annotation. In this case, the 3D view box is smaller than the annotation’s 
rectangle, which also contains 2D content outside the 3D view box.

Figure 72 –  Positioning and scaling the near plane onto the annotation’s 3D view box

Figure 73 –  3D annotation positioned on the page 

13.6.4.3 3D Background Dictionaries

A 3D background dictionary defines the background over which a 3D view shall be drawn.Table 306 shows the 
entries in a background dictionary. Currently, only a single opaque colour is supported, where the colour shall
be defined in the DeviceRGB colour space. 3D artwork may include transparent objects; however, there is no 
interaction between such objects and objects drawn below the annotation. In effect, the 3D artwork and its 
background form a transparency group whose flattened results have an opacity of 1 (see 11, “Transparency”). 

NOTE An annotation’s normal appearance should have the same behaviour with respect to transparency when the 
appearance is intended to depict the 3D artwork. This does not apply when the appearance is used for another 
purpose, such as a compatibility warning message. 

3D Annotation’s 3DB box 

Z axis projected onto near plane,
aligned with center of 3DB box,
scaled to fit the width of the 3DB box

 

New Planet 
Discovered! 

The Daily News
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PSエントリ指定グラフィック周辺の平面に投影したときに、この円が持っていること径（図72参照）注釈の3Dビューボックスにレンダリングされます。円の直径は、スケーリングファクタを決定するが、円の外側のグラフィックはまた、図に見られるように、それらはビューボックス内に収まる提供、表示されなければなりません。

図73に示す全体の3D注釈。この場合、3Dビューボックスはまた、3Dビューボックスの外側の2Dコンテンツを含む注釈の矩形よりも小さいです。

図72  - ポジショニングと注釈の3Dビューボックスに近い平面をスケーリング

13.6.4.3 3D背景辞書

3D背景辞書は、3Dビューがdrawn.Table 306を示し背景辞書内のエントリでなければならないその上に背景を定義します。カラーshallbeはDeviceRGBで色空間で定義されたところ、現在、唯一の不透明な色が、サポートされています。 3D作品は、透明オブジェクトを含むことができます。しかし、注釈の下に描かれたようなオブジェクトとオブジェクトの間の相互作用は存在しません。実際に、3D作品とその背景フォーム結果を平坦化（11、「透明度」を参照）1の不透明度を有する透明基。

外観は3D作品を描くことを目的としているときNOTE注釈の正常な外観は透明性に関して同じ動作をしなければなりません。外観は、このような互換性警告メッセージとして、他の目的で使用されるとき、これは適用されません。

Z軸は3DBボックスの幅に合わせて拡大縮小3DBボックスの中心と整列周辺平面に投影しました

デイリーニュース
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13.6.4.4 3D Render Mode Dictionaries

A 3D render mode dictionary (PDF 1.7) specifies the style in which the 3D artwork shall be rendered. 

NOTE 1 Surfaces may be filled with opaque colours, they may be stroked as a “wireframe,” or the artwork may be 
rendered with special lighting effects.

NOTE 2 A render mode dictionary enables document authors to customize the rendered appearance of 3D artwork to 
suit the needs of the intended consumer, without reauthoring the artwork. For conforming readers concerned 
strictly with geometry, complex artwork rendered using the Wireframe or Points style may have much better 
performance without the added overhead of texturing and lighting effects. Artwork in a document intended for 
print may have a much more integrated feel when using the Illustration render mode style. 

The RM entry in the 3D views dictionary may specify a 3D render mode dictionary.

Table 307 shows the entries in a render mode dictionary.

Table 306 –  Entries in a 3D background dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be 3DBG for a 3D background dictionary. 

Subtype name (Optional) The type of background. The only valid value shall be SC (solid 
colour), which indicates a single opaque colour. Default value: SC.

CS name or 
array

(Optional) The colour space of the background. The only valid value shall be 
the name DeviceRGB. Default value: DeviceRGB. 
PDF consumers shall be prepared to encounter other values that may be 
supported in future versions of PDF. 

C (various) (Optional) The colour of the background, in the colour space defined by CS. 
Default value: an array [1 1 1] representing the colour white when the value 
of CS is DeviceRGB.

EA boolean (Optional) If true, the background shall apply to the entire annotation; if 
false, the background shall apply only to the rectangle specified by the 
annotation’s 3D view box (the 3DB entry in Table 298). Default value: false. 

Table 307 –  Entries in a render mode dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary 
describes; if present, shall be 3DRenderMode.

Subtype name (Required) The type of render mode described by this 
dictionary; see Table 308 for specific values. If an 
unrecognized value is encountered, then this render mode 
dictionary shall be ignored. 
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13.6.4.4 3Dモード辞書をレンダリング

注1面が不透明な色で充填することができる、彼らは「ワイヤーフレーム」としてストロークしてもよいし、アートワークは、特殊な照明効果でレンダリングすることができます。

モード辞書をレンダリングNOTE 2Aは、アートワークをreauthoringせず、意図した消費者のニーズに合わせて3D作品のレンダリングされた外観をカスタマイズするために、文書の作成者を可能にします。幾何学的に厳密に関係する読者に準拠するために、ワイヤフレームやポイントスタイルを使用してレンダリング、複雑なアートワークは、テクスチャや照明効果のオーバーヘッドを追加することなく、はるかに優れた性能を有することができます。イラストは、モードスタイルをレンダリングする際に使用したドキュメント内のアートワークは、はるかに統合された感触を有していてもよく、印刷するためのもの。

3DでRMエントリは辞書モード辞書をレンダリング3Dを指定することが見ています。

表307に示しレンダリングモード辞書内のエントリ。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、3Dの背景の辞書のため3DBGしなければなりません。

Subtypename（オプション）背景のタイプ。唯一の有効な値は、単一の不透明色を示しており、SC（無地）でなければなりません。デフォルト値：SC。

（各種）C（オプション）CSによって定義された色空間内の背景の色、。デフォルト値：CSの値はDeviceRGBである場合、色白を表す配列[1 1 1]。

EAboolean（オプション）trueの場合、背景は注釈全体に適用しなければなりません。 falseの場合、背景は注釈の3Dビューボックス（表298で3dBのエントリ）で指定した矩形にのみ適用されます。デフォルト値：falseを。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、3DRenderModeしなければなりません。

Subtypename（必須）レンダリングモードの種類は、この辞書で説明。具体的な値については、表308を参照してください。認識できない値が検出された場合、このレンダリングモード辞書は無視されなければなりません。
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For render modes that add a level of transparency to the rendering, the O entry specifies the additional opacity 
that shall be used. All such transparency effects use a standard additive blend mode.

The CV entry sets the crease value that shall be used when determining silhouette edges, which may be used 
to adjust the appearance of illustrated render modes. An edge shared by two faces shall be considered a 
silhouette edge if either of the following conditions is met:

• One face is front-facing and the other is back-facing.

• The angle between the two faces is greater than or equal to the crease value.

AC array (Optional) An array that specifies the auxiliary colour that 
shall be used when rendering the 3D image. The first entry in 
the array shall be a colour space; the subsequent entries 
shall be values specifying colour values in that colour space. 
The interpretation of this entry depends on the render mode 
specified by the Subtype entry, but it is often used to specify 
a colour for drawing points or edges.
The only valid colour space shall be DeviceRGB. If a colour 
space other than DeviceRGB is specified, this entry shall be 
ignored and the default value shall be used. 
Default value: [/DeviceRGB 0 0 0] representing the colour 
black.

FC name or 
array

(Optional) A name or array that specifies the face color to be 
used when rendering the 3D image. This entry shall be 
relevant only when Subtype has a value of Illustration. 
If the value of FC is an array, the first entry in the array shall 
be a colour space and the subsequent entries shall be values 
specifying values in that colour space. The only valid colour 
space is DeviceRGB. Any colour space other than 
DeviceRGB shall be ignored and the default value shall be 
used. 
If the value of FC is a name, it shall describe a colour. The 
only valid name value shall BG, specifying the current 
background colour in use for displaying the artwork. If a name 
other than BG is encountered, this entry shall be ignored and 
the background colour for the host annotation shall be used 
(see Table 189). 
Default value: BG

O number (Optional) A number specifying the opacity of the added 
transparency applied by some render modes, using a 
standard additive blend.
Default value: 0.5

CV number (Optional) A number specifying the angle, in degrees, that 
shall be used as the crease value when determining 
silhouette edges. If two front-facing faces share an edge and 
the angle between the normals of those faces is greater than 
or equal to the crease value, then that shared edge shall be 
considered a silhouette edge.
Default value: 45

Table 307 –  Entries in a render mode dictionary  (continued)

Key Type Value

PDF 32000-1：2008

528©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

レンダリングに透明性のレベルを追加し、レンダリングモードでは、Oエントリを使用しなければならない追加の不透明度を指定します。このようなすべての透明効果は、標準的な添加剤ブレンドモードを使用します。

CVのエントリは、図示のモードをレンダリングの外観を調整するために使用することができるシルエットエッジを決定する際に使用しなければならない折り目値を設定します。次のいずれかの条件が満たされる場合二つの面によって共有されるエッジがシルエットエッジとみなします。

•一つの顔が正面を向いていると他のバック直面しています。

•二つの面の間の角度は、折り目の値以上です。

ACarray（オプション）3D画像をレンダリングする際に使用しなければならない補助色を指定する配列。配列内の最初のエントリは、色空間でなければなりません。後続のエントリは、その色空間でカラー値を指定する値でなければなりません。このエントリの解釈は、サブタイプのエントリで指定されたレンダリングモードに依存しますが、多くの場合、DeviceRGBでしなければならない点やedges.Theのみ有効な色空間を描画するための色を指定するために使用されます。 DeviceRGBで以外の色空間が指定されている場合、このエントリは無視されなければならないとデフォルト値が使用されなければなりません。デフォルト値：[/ DeviceRGBで0 0]黒色を表します。

FCNAMEまたは配列（オプション）3D画像をレンダリングするときに使用する顔の色を指定する名前または配列。サブタイプは、イラストの値を持つ場合にのみ、このエントリは、関連するものでなければなりません。 FCの値が配列の場合、配列の最初のエントリは、色空間でなければならず、後続のエントリは、色空間の値を指定する値でなければなりません。唯一の有効な色空間がDeviceRGBです。 DeviceRGBで以外のカラースペースは無視されなければならないとデフォルト値が使用されなければなりません。 FCの値が名前である場合、それは色について記述しなければなりません。唯一の有効な名前の値は、アートワークを表示するために使用されている現在の背景色を指定して、BGばなりません。 BG以外の名前が発生した場合、このエントリは無視されなければならないとホスト注釈の背景色は、（表189を参照）を使用しなければなりません。デフォルト値：BG

Onumber（オプション）を加え、透明性の不透明度を指定する番号は、いくつかの標準的な添加剤blend.Default値を使用して、モードをレンダリングすることによって適用される：0.5

CVnumber（オプション）シルエットエッジを決定するときに折り目の値として使用されなければならない度の角度を特定する番号、、。 2つのフロント対向面が縁とそれらの面の法線とのなす角を共有する場合、共有エッジがシルエットedge.Default値とみなすこと、その後、より大きい又は折り目値に等しい：45

表307  - レンダリングモードの辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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Table 308 describes the render modes that may be specified in a render mode dictionary.

Table 308 –  Render modes  

Mode Description

Solid Displays textured and lit geometric shapes. In the case of artwork 
that conforms to the Universal 3D File Format specification, these 
shapes are triangles. The AC entry shall be ignored.

SolidWireframe Displays textured and lit geometric shapes (triangles) with single 
colour edges on top of them. The colour of these edges shall be 
determined by the AC entry.

Transparent Displays textured and lit geometric shapes (triangles) with an 
added level of transparency. The AC entry shall be ignored.

TransparentWireframe Displays textured and lit geometric shapes (triangles) with an 
added level of transparency, with single colour opaque edges on 
top of it. The colour of these edges shall be determined by the AC
entry.

BoundingBox Displays the bounding box edges of each node, aligned with the 
axes of the local coordinate space for that node. The colour of the 
bounding box edges shall be determined by the AC entry.

TransparentBoundingBox Displays bounding boxes faces of each node, aligned with the 
axes of the local coordinate space for that node, with an added 
level of transparency. The colour of the bounding box faces shall 
be determined by the FC entry.

TransparentBoundingBoxOutline Displays bounding boxes edges and faces of each node, aligned 
with the axes of the local coordinate space for that node, with an 
added level of transparency. The colour of the bounding box 
edges shall be determined by the AC entry. The colour of the 
bounding boxes faces shall be determined by the FC entry.

Wireframe Displays only edges in a single colour. The colour of these edges 
shall be determined by the AC entry.

ShadedWireframe Displays only edges, though interpolates their colour between 
their two vertices and applies lighting. The AC entry shall be 
ignored.

HiddenWireframe Displays edges in a single colour, though removes back-facing 
and obscured edges. The colour of these edges shall be 
determined by the AC entry.

Vertices Displays only vertices in a single colour. The colour of these points 
shall be determined by the AC entry.

ShadedVertices Displays only vertices, though uses their vertex colour and applies 
lighting. The AC entry shall be ignored.

Illustration Displays silhouette edges with surfaces, removes obscured lines. 
The colour of these edges shall be determined by the AC entry, 
and the colour of the surfaces shall be determined by the FC
entry.

SolidOutline Displays silhouette edges with lit and textured surfaces, removes 
obscured lines. The colour of these edges shall be determined by 
the AC entry.

ShadedIllustration Displays silhouette edges with lit and textured surfaces and an 
additional emissive term to remove poorly lit areas of the artwork. 
The colour of these edges shall be determined by the AC entry.
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テーブル308は、レンダリングモード辞書に指定することができるレンダリングモードを記載しています。

モード説明

SolidDisplaysはテクスチャと幾何学的形状を点灯しました。ユニバーサル3Dファイル形式の仕様に準拠したアートワークの場合には、これらの形状は三角形です。 ACエントリは無視されなければなりません。

テクスチャSolidWireframeDisplaysそれらの上に単色エッジに点灯幾何学的形状（三角形）。これらのエッジの色は、AC入力によって決定されなければなりません。

TransparentDisplaysはテクスチャと透明性の追加レベルの幾何学的形状（三角形）を点灯しました。 ACエントリは無視されなければなりません。

TransparentWireframeDisplaysはテクスチャとその上縁不透明な単一色で、透明度の追加レベルの幾何学的形状（三角形）を点灯しました。これらのエッジの色はACentryによって決定されなければなりません。

BoundingBoxDisplaysローカルの軸と整列した各ノードのバウンディングボックスのエッジは、そのノードの座標空間。バウンディングボックスのエッジの色は、AC入力によって決定されなければなりません。

ローカルの軸と整列した各ノードのボックス面を境界TransparentBoundingBoxDisplaysは、透明性の添加レベルで、そのノードの座標空間。バウンディングボックスの面の色は、FCエントリによって決定されなければなりません。

ローカルの軸と整列ボックス縁と各ノードの面を境界TransparentBoundingBoxOutlineDisplaysは、透明性の添加レベルで、そのノードの座標空間。バウンディングボックスのエッジの色は、AC入力によって決定されなければなりません。バウンディングボックスの面の色は、FCエントリによって決定されなければなりません。

WireframeDisplaysは、単一の色で縁。これらのエッジの色は、AC入力によって決定されなければなりません。

ShadedWireframeDisplaysは、それら2つの頂点間を補間しかしそれらの色、エッジ照明を適用します。 ACエントリは無視されなければなりません。

単一色でHiddenWireframeDisplaysエッジは、削除しても裏に面する及び不明瞭縁。これらのエッジの色は、AC入力によって決定されなければなりません。

VerticesDisplays単色のみの頂点。これらの点の色は、AC入力によって決定されなければなりません。

ShadedVerticesDisplays頂点のみ、使用しますが、その頂点の色や照明に適用されます。 ACエントリは無視されなければなりません。

表面とIllustrationDisplaysシルエットエッジは、削除し、ラインを不明瞭。これらのエッジの色は、AC入力によって決定されなければならない、と表面の色はFCentryによって決定されなければなりません。

点灯及びテクスチャ表面を有するSolidOutlineDisplaysシルエットエッジは、削除し、ラインを不明瞭。これらのエッジの色は、AC入力によって決定されなければなりません。

ShadedIllustrationDisplaysシルエット点灯とテクスチャー加工表面とエッジとのアートワークの暗い領域を除去するための追加の発光用語。これらのエッジの色は、AC入力によって決定されなければなりません。
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If a render mode type is encountered other than those described in Table 308, the render mode dictionary 
containing that entry shall be ignored by its consumers. This allows future documents using new render modes 
to behave consistently with future documents using new 3D view constructs that are ignored by older viewers. 

13.6.4.5 3D Lighting Scheme Dictionaries

A 3D lighting scheme dictionary (PDF 1.7) specifies the lighting to apply to 3D artwork. The LS entry in the 3D 
view may include a 3D lighting scheme dictionary. 

Table 301 shows the entries in a 3D lighting scheme dictionary. 

Table 310 describes the supported lighting schemes. With the exception of the Artwork lighting style, all the 
lights specified in Table 310 are infinite lights (also known as distant lights). Unlike lights from a point source, all 
rays from an infinite light source are emitted along a single direction vector. For lights specifying an ambient
term, this term shall be added to the diffuse colour of an object’s material. All colours shall be specified in the 
DeviceRGB colour space. 

When a style other than Artwork is used, only those lights described shall be present; any lighting described in 
the artwork shall not be used.

Table 309 –  Entries in a 3D lighting scheme dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary 
describes; if present, shall be 3DLightingScheme.

Subtype name (Required) The style of lighting scheme described by this 
dictionary (see Table 310). 

Table 310 –  3D lighting scheme styles  

Scheme Description

Artwork Lights as specified in the 3D artwork. This has the same effect as if the 3D 
lighting scheme dictionary were omitted.

None No lights shall be used. That is, lighting specified in the 3D artwork shall be 
ignored.

White Three blue-grey infinite lights, no ambient term 
Light 1 Colour: < 0.38, 0.38, 0.45 > Direction: < -2.0, -1.5, -0.5 >
Light 2 Colour: < 0.6, 0.6, 0.67 > Direction: < 2.0, 1.1, -2.5 >
Light 3 Colour: < 0.5, 0.5, 0.57 > Direction: < -0.5, 0.0, 2.0 >

Day Three light-grey infinite lights, no ambient term
Light 1 Colour: < 0.5, 0.5, 0.5 > Direction: < -2.0, -1.5, -.5 >
Light 2 Colour: < 0.8, 0.8, 0.9 > Direction: < 2.0, 1.1, -2.5 >
Light 3 Colour: < 0.9, 0.9, 0.9 > Direction: < 0.02, 0.01, 2.0 >

Night One yellow, one aqua, and one blue infinite light, no ambient term
Light 1 Colour: < 1, .75, .39 > Direction: < -2.0, -1.5, -0.5 >
Light 2 Colour: < 0.31, 0.47, 0.55 > Direction: < 2.0, 1.1, -2.5 >
Light 3 Colour: < .5, .5, 1.0 > Direction: < 0.0, 0.0, 2.0 >
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レンダリングモードの種類は、表308で説明したもの以外に遭遇した場合、そのエントリを含むレンダリングモード辞書は、その消費者によって無視されなければなりません。これは、将来の文書が古い視聴者によって無視され、新たな3Dビューの構築物を用いて、将来のドキュメントで一貫し行動するモードをレンダリングする新しい使用できます。

13.6.4.5 3Dライティングスキーム辞書

テーブル310は、サポートされている照明スキームが記載されています。アートワーク照明スタイルを除いて、表310で指定されたすべての光が（も遠い光としても知られる）無限の光です。点光源からの光とは異なり、無限光源からの全ての光線は、単一の方向ベクトルに沿って放出されます。 ambienttermを指定するライトの場合、この用語は、オブジェクトのマテリアルのディフューズ色に追加されなければなりません。すべての色はDeviceRGBで色空間で指定されなければなりません。

アートワーク以外のスタイルを使用する場合は、説明のみのライトが存在しなければなりません。アートワークに記載された照明は使用してはなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、3DLightingSchemeしなければなりません。

スキームの説明

3D作品で指定されArtworkLights。これは、3D照明スキームの辞書が省略された場合と同じ効果があります。

NoneNoライトが使用されなければなりません。 、3D作品で指定照明されていることは無視されなければなりません。

WhiteThree青灰色無限ライト、無周囲用語ライト1色：<0.38、0.38、0.45>方向<-2.0、-1.5、-0.5>光2色：<0.6、0.6、0.67>方向：<2.0、1.1 、-2.5>ライト3色：<0.5、0.5、0.57>方向<-0.5、0.0、2.0>

DayThreeライトグレー無限ライト、無周囲termLight 1色：<0.5、0.5、0.5>方向<-2.0、-1.5、±5>光2色：<0.8、0.8、0.9>方向：<2.0、1.1 、-2.5>ライト3色：<0.9、0.9、0.9>方向<0.02、0.01、2.0>

黄色NightOne一のアクア、および1つの青色無限光、無周囲termLight 1色：<1、0.75、0.39>方向<-2.0、-1.5、-0.5>光2色：<0.31、0.47、0.55>方向：<2.0、1.1、-2.5>ライト3色：<0.5、0.5、1.0>方向：<0.0、0.0、2.0>
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NOTE If a lighting scheme style is encountered other than those described in Table 310, the lighting scheme 
dictionary containing that entry shall be ignored. This allows future documents using new lighting schemes to 
behave consistently with future documents using new 3D view constructs. That is, the expected behaviour is 
for the conforming reader to ignore unrecognized lighting styles and 3D view constructs. 

13.6.4.6 3D Cross Section Dictionaries

A 3D cross section dictionary (PDF 1.7) specifies how a portion of the 3D artwork shall be clipped for the 
purpose of showing artwork cross sections. The SA entry of a 3D view may specify multiple 3D cross section 
dictionaries.

Hard Three grey infinite lights, moderate ambient term
Light Colour: < 0.5, 0.5, 0.5 > Direction: < -1.5, -1.5, -1.5 >
Light 2 Colour: < 0.8, 0.8, 0.9 > Direction: < 1.5, 1.5, -1.5 >
Light 3 Colour: < 0.9, 0.9, 0.9 > Direction: < -0.5, 0, 2.0 >
Ambient Colour: < 0.5, 0.5, 0.5 >

Primary One red, one green, and one blue infinite light, no ambient term
Light 1 Colour: < 1, 0.2, 0.5 > Direction: < -2, -1.5, -0.5 >
Light 2 Colour: < 0.2, 1.0, 0.5 > Direction: < 2.0, 1.1, -2.5 >
Light 3 Colour: < 0, 0, 1 > Direction: < 0.0, 0.0, 2.0 > 

Blue Three blue infinite lights, no ambient term
Light 1 Colour: < 0.4, 0.4, 0.7 > Direction: < -2.0, -1.5, -0.5 >
Light 2 Colour: < 0.75, 0.75, 0.95 > Direction: < 2.0, 1.1, -2.5 >
Light 3 Colour: < 0.7, 0.7, 0.95 > Direction: < 0.0, 0.0, 2.0 >

Red Three red infinite lights, no ambient term
Light 1 Colour: < 0.8, 0.3, 0.4 > Direction: < -2.0, -1.5, -0.5 >
Light 2 Colour: < 0.95, 0.5, 0.7 > Direction: < 2.0, 1.1, -2.5 >
Light 3 Colour: < 0.95, 0.4, 0.5 > Direction: < 0.0, 0.0, 2.0 >

Cube Six grey infinite lights aligned with the major axes, no ambient term
Light 1 Colour: < .4, .4, .4 > Direction: < 1.0, 0.01, 0.01 >
Light 2 Colour: < .4, .4, .4 > Direction: < 0.01, 1.0, 0.01 >
Light 3 Colour: < .4, .4, .4 > Direction: < 0.01, 0.01, 1.0 >
Light 4 Colour: < .4, .4, .4 > Direction: < -1.0, 0.01, 0.01 >
Light 5 Colour: < .4, .4, .4 > Direction: < 0.01, -1.0, 0.01 >
Light 6 Colour: < .4, .4, .4 > Direction: < 0.01, 0.01, -1.0 >

CAD Three grey infinite lights and one light attached to the camera, no ambient 
term
Light 1 Colour: < 0.72, 0.72, 0.81 > Direction: < 0.0, 0.0, 0.0 >
Light 2 Colour: < 0.2, 0.2, 0.2 > Direction: < -2.0, -1.5, -0.5 >
Light 3 Colour: < 0.32, 0.32, 0.32 > Direction: < 2.0, 1.1, -2.5 >
Light 4 Colour: < 0.36, 0.36, 0.36 > Direction: < 0.04, 0.01, 2.0 >

Headlamp Single infinite light attached to the camera, low ambient term
Light 1 Colour: < 0.8, 0.8, 0.9 > Direction: < 0.0, 0.0, 0.0 >
Ambient Colour: < 0.1, 0.1, 0.1 >

Table 310 –  3D lighting scheme styles  (continued)

Scheme Description
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照明スキームのスタイルは、表310で説明したもの以外に遭遇した場合は、そのエントリを含む照明スキーム辞書は無視されなければなりません。これは、新しい3Dビューの構築物を用いて、将来のドキュメントで一貫し動作するように新しい照明方式を使用して、将来の文書を可能にします。適合読者が認識されていない照明スタイルと3Dビューの構築を無視するためのものであることを、予想される動作です。

13.6.4.6 3D断面辞書

3D断面辞書（PDF 1.7）3D作品の一部は、アートワークの断面を示す目的のためにクリッピングしなければならない方法を指定します。 3DビューのSAエントリは、複数の3D断面辞書を指定することができます。

HardThreeグレー無限光、適度周囲termLightカラー：<0.5、0.5、0.5>方向<-1.5、-1.5、-1.5>光2色：<0.8、0.8、0.9>方向：<1.5、1.5、-1.5>光の3色：<0.9、0.9、0.9>方向<-0.5、0、2.0>アンビエントカラー：<0.5、0.5、0.5>

PrimaryOneは、一つの緑、および1つの青色無限光、無周囲termLight 1カラーレッド：<1、0.2、0.5>方向<-2、-1.5、-0.5>光2色：<0.2、1.0、0.5>方向： <2.0、1.1、-2.5>ライト3色：<0,0,1>方向：<0.0、0.0、2.0>

BlueThree青色無限光、無周囲termLight 1色：<0.4、0.4、0.7>方向<-2.0、-1.5、-0.5>光2色：<0.75、0.75、0.95>方向：<2.0、1.1、-2.5 >光3色：<0.7、0.7、0.95>方向：<0.0、0.0、2.0>

RedThreeが無限ライト、無周囲termLight赤1色：<0.8、0.3、0.4>方向<-2.0、-1.5、-0.5>光2色：<0.95、0.5、0.7>方向：<2.0、1.1、-2.5 >光3色：<0.95、0.4、0.5>方向：<0.0、0.0、2.0>

主軸、無周囲termLight 1色と整列CubeSixグレー無限ライト：<0.4、0.4、0.4>方向：<1.0、0.01、0.01>光2色：<0.4、0.4、0.4>方向<0.01、1.0、0.01>ライト3色：<0.4、0.4、0.4>方向<0.01、0.01、1.0>ライト4色：<0.4、0.4、0.4>方向<-1.0 、0.01、0.01>ライト5色：<0.4、0.4、0.4>方向<0.01、-1.0、0.01>ライト6色：<0.4、0.4、0.4>方向<0.01、0.01、 -1.0>

CADThreeグレー無限ライトおよびカメラに取り付けられた1つの光、無周囲termLight 1色：<0.72、0.72、0.81>方向：<0.0、0.0、0.0>光2色：<0.2、0.2、0.2>方向<-2.0 、-1.5、-0.5>ライト3色：<0.32、0.32、0.32>方向：<2.0、1.1、-2.5>ライト4色：<0.36、0.36、0.36>方向<0.04、0.01、2.0>

HeadlampSingle無限光がカメラに取り付けられた、低い周囲termLight 1色：<0.8、0.8、0.9>方向：<0.0、0.0、0.0>アンビエントカラー：<0.1、0.1、0.1>

表310  -  3D照明スキームスタイル（続き）

スキームの説明



PDF 32000-1:2008

532 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

NOTE Cross sections enable conforming readers to display otherwise hidden parts of the artwork. They also allow 
users to comment on cross sections, using markup annotations. For example, markup annotations can be 
used to apply markup annotations to a cross section or to measure distances in a cross section. If multiple 
cross sections are specified for a view, the markup annotations in the view apply to all cross sections in the 
view.

Table 311 shows the entries in a 3D cross section dictionary.

The C entry specifies the center of the cutting plane. This implies that the plane passes through the center 
point, but it is also the point of reference when determining the orientation of the plane.

The O array indicates the orientation of the cutting plane, taking into account its center. The orientation may be 
determined by a two-step process:

Table 311 –  Entries in a 3D cross section dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, shall 
be 3DCrossSection for a 3D cross section dictionary.

C array (Optional) A three element array specifying the center of rotation on the cutting 
plane in world space coordinates (see 13.6.5, “Coordinate Systems for 3D”).
Default value: [0 0 0] specifying a cutting plane rotating about the origin of the 
world space.

O array (Required) A three-element array specifying the orientation of the cutting plane 
in world space, where each value represents the orientation in relation to the X, 
Y, and Z axes, respectively (see 13.6.5, “Coordinate Systems for 3D”). Exactly 
one of the values shall be null, indicating an initial state of the cutting plane 
that is perpendicular to the corresponding axis and clipping all geometry on the 
positive side of that axis. The other two values shall be numbers indicating the 
rotation of the plane, in degrees, around their corresponding axes. The order in 
which these rotations are applied shall match the order in which the values 
appear in the array.
Default value: [null 0 0] specifying a cutting plane that is perpendicular to the X 
axis and coplanar with the Y and Z axes.

PO number (Optional) A number in the range [0, 1] indicating the opacity of the cutting 
plane using a standard additive blend mode.
Default value: 0.5

PC array (Optional) An array that specifies the colour for the cutting plane. The first entry 
in the array is a colour space, and the remaining entries are values in that 
colour space. The only valid colour space is DeviceRGB. If a colour space 
other than DeviceRGB is specified, this entry shall be ignored and the default 
value shall be used.
Default value: [/DeviceRGB 1 1 1] representing the colour white.

IV boolean (Optional) A flag indicating the visibility of the intersection of the cutting plane 
with any 3D geometry. If true, then the intersection shall be visible. If false, 
then the intersection shall not be visible.
Default value: false

IC array (Optional) An array that specifies the colour for the cutting plane’s intersection 
with the 3D artwork. The first entry in the array is a colour space, and the 
remaining entries are values in that colour space. The only valid colour space 
is DeviceRGB. If a colour space other than DeviceRGB is specified, this entry 
shall be ignored and the default value shall be used. This entry is meaningful 
only if IV is true. 
Default value: [/DeviceRGB 0 1 0] representing the colour green.
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NOTEクロスセクションでは、アートワークのそれ以外の隠された部分を表示するために準拠した読者を有効にします。彼らはまた、マークアップ注釈を使用して、断面にコメントをユーザーに許可します。例えば、マークアップ注釈は断面にマークアップ注釈を適用するために使用することができ、または断面における距離を測定します。複数の断面をビューに指定されている場合は、ビュー内のマークアップ注釈は、ビュー内のすべての断面に適用されます。

テーブル311が示す3次元断面辞書内のエントリ。

Cエントリは、切断面の中心を指定します。この平面は、中心点を通るが、面の向きを決定するとき、それは、基準点であることを意味します。

Oアレイは、アカウントにその中心を取って、切断面の向きを示しています。配向は、二段階プロセスによって決定することができます。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、3D断面辞書用3DCrossSectionしなければなりません。

CARRAY（オプション）ワールド空間座標で切断面に回転の中心を指定する3つの素子アレイ（「3D用の座標系」、13.6.5を参照）デフォルト値：[0 0 0]周りに回転切断面を指定しますワールド空間の原点。

各値は、それぞれ、X、Y、およびZ軸に関連して方位を表す世界空間における切断面の向きを特定Oarray（必須）A 3要素アレイ（13.6.5を参照して、「3D用の座標系「）。正確な値の一つが対応する軸に、その軸の正側のすべてのジオメトリをクリッピング垂直な切断面の初期状態を示す、ヌルでなければなりません。他の二つの値は、それらの対応する軸の周りに、度単位で、平面の回転を示す数字でなければなりません。 [ヌル0 0] YとZ軸とX軸と同一平面上に垂直な切断面を指定する：これらの回転が適用される順序は、値がarray.Default値に表示される順序と一致しなければなりません。

POnumber（任意）の範囲内の数[0、1]標準添加剤ブレンドmode.Default値を用いて、切断面の不透明度を示す：0.5

PCarray（オプション）切断面の色を指定する配列。配列内の最初のエントリは、色空間であり、そして残りのエントリは、色空間内の値です。唯一の有効な色空間がDeviceRGBです。 DeviceRGBで以外の色空間が指定されている場合、このエントリは無視されるデフォルト値はused.Default値でなければならない：[/ DeviceRGBで1 1 1]白色を表します。

IVboolean（オプション）任意の3次元形状を有する切断面の交差部の視認性を示すフラグ。 trueの場合、交点は、目に見えるものでなければなりません。 falseの場合、交点がvisible.Default値であってはならない：偽

ICarray（オプション）3D作品と切断面の交差部分の色を指定する配列。配列内の最初のエントリは、色空間であり、そして残りのエントリは、色空間内の値です。唯一の有効な色空間がDeviceRGBです。 DeviceRGBで以外の色空間が指定されている場合、このエントリは無視されなければならないとデフォルト値が使用されなければなりません。このエントリは、IVがtrueの場合にのみ意味があります。デフォルト値：[/ DeviceRGBで0 1 0]は緑色を表します。
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• The plane shall be situated such that it passes through point C, and oriented such that it is perpendicular to 
the axis specified by the array entry whose value is null.

• For each of the other two axes, the plane shall be rotated the specified number of degrees around the 
associated axis, while maintaining C as a fixed point on the plane. Since the two axes are perpendicular, 
the order in which the rotations are performed is irrelevant.

The PO entry specifies the opacity of the plane itself when rendered, while the PC entry provides its colour. 
When the PO entry is greater than 0, a visual representation of the cutting plane shall be rendered with the 3D 
artwork. This representation is a square with a side length equal to the length of the diagonal of the maximum 
bounding box for the 3D artwork, taking into account any keyframe animations present. When the PO entry is 
0, no visible representation of the cutting plane shall be rendered.

The IV entry shall be a boolean value that determines whether a visual indication shall be drawn of the plane’s 
intersection with the 3D artwork. If such an indication is drawn, the IC entry shall specify its colour.

EXAMPLE The following example describes a set of views and corresponding cross sections that illustrate the 
various effects of orientation.

3 0 obj %CrossSection1 
<< 

/Type /3DCrossSection 
/C [0 0 0] 
/O [null 0 0] 
/PO 0.35 
/PC [/DeviceRGB 0.75 0.86 1] 
/IV true 
/IC [/DeviceRGB 0 1 0] 

>>
endobj

4 0 obj %CrossSection2 
<< 

/Type /3DCrossSection 
/C [0 0 0] 
/O [null -30 0] 
/PO 0.35 
/PC [/DeviceRGB 0.75 0.86 1] 
/IV true 
/IC [/DeviceRGB 0 1 0] 

>> 
endobj

5 0 obj %CrossSection3 
<< 

/Type /3DCrossSection 
/C [0 0 0] 
/O [null 0 30] 
/PO 0.35 
/PC [/DeviceRGB 0.75 0.86 1] 
/IV true 
/IC [/DeviceRGB 0 1 0] 

>> 
endobj

6 0 obj %CrossSection4 
<< 

/Type /3DCrossSection 
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•面は、それが、点Cを通過するように位置し、それはその値がnullであるアレイエントリによって指定された軸に垂直になるように配向されなければなりません。

•平面上の固定点としてCを維持しながら、他の2つの軸のそれぞれについて、平面が、関連する軸の周り度の指定された数を回転させなければなりません。二つの軸が直交しているので、回転が実行される順序は無関係です。

PCエントリがその色を提供しながら、POエントリは、レンダリングされた飛行機自体の不透明度を指定します。 POエントリが0より大きい場合、切断面の視覚的表現は、3D作品でレンダリングされなければなりません。この表現は、辺の長さを有する正方形は、任意のキーフレームアニメーションの存在を考慮して、3D作品の最大境界ボックスの対角線の長さに等しいです。 POエントリが0である場合、切断面の可視表現がレンダリングされてはなりません。

IVエントリは、視覚的表示は、3D作品と平面の交点を作成しなければならないかどうかを示すブール値でなければなりません。このような表示が描かれている場合、ICのエントリは、その色を指定しなければなりません。

次の例では、ビューおよび向きの種々の効果を示す対応する断面のセットを記述する。

3 0 OBJ％CrossSection1 << /タイプ/ 3DCrossSection / C [0 0 0] / O [ヌル0 0] / PO 0.35 / PC [/ DeviceRGBで0.75 0.86 1] / IV真/ IC [/ DeviceRGBで0 1 0]> > endobj

4 0 OBJ％CrossSection2 << /タイプ/ 3DCrossSection / C [0 0 0] / O [ヌル-30 0] / PO 0.35 / PC [/ DeviceRGBで0.75 0.86 1] / IV真/ IC [/ DeviceRGBで0 1 0] >> endobj

5 0 OBJ％CrossSection3 << /タイプ/ 3DCrossSection / C [0 0 0] / O [ヌル0 30] / PO 0.35 / PC [/ DeviceRGBで0.75 0.86 1] / IV真/ IC [/ DeviceRGBで0 1 0]> > endobj
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/C [0 0 0] 
/O [null -30 30] 
/PO 0.35 
/PC [/DeviceRGB 0.75 0.86 1] 
/IV true 
/IC [/DeviceRGB 0 1 0] 

>> 
endobj

7 0 obj %View0 
<< 

/Type /3DView 
/XN (NoCrossSection) 
/SA [] 
... 

>> 
endobj

8 0 obj %View1 
<< 

/Type /3DView 
/XN (CrossSection1) 
/SA [3 0 R] 
... 

>> 
endobj

9 0 obj %View2 
<< 

/Type /3DView 
/XN (CrossSection2) 
/SA [4 0 R] 
... 

>> 
endobj

10 0 obj %View3 
<< 

/Type /3DView 
/XN (CrossSection3) 
/SA [5 0 R] 
... 

>> 
endobj

11 0 obj %View4 
<< 

/Type /3DView 
/XN (CrossSection4) 
/SA [6 0 R] 
... 

>> 
endobj

The following illustrations show the views described in the previous example, some of which include cross 
sections. 
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/ C [0 0 0] / O [ヌル-30 30] / PO 0.35 / PC [/ DeviceRGBで0.75 0.86 1] / IV真/ IC [/ DeviceRGBで0 1 0] >> endobj

7 0 OBJ％View0 << /タイプ/ 3DView / XN（NoCrossSection）/ SA [] ... >> endobj

8 0 OBJ％View1を<< /タイプ/ 3DView / XN（CrossSection1）/ SA [3 0 R] ... >> endobj

9 0 OBJ％VIEW2 << /タイプ/ 3DView / XN（CrossSection2）/ SA [4 0 R] ... >> endobj

10 0 OBJ％View3 << /タイプ/ 3DView / XN（CrossSection3）/ SA [5 0 R] ... >> endobj

11 0 OBJ％View4 << /タイプ/ 3DView / XN（CrossSection4）/ SA [6 0 R] ... >> endobj

次の図は、断面を含むいくつかの以前の例で説明した図を示します。
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Figure 74 –  Rendering of the 3D artwork using View0 (no cross section)

Figure 74 through Figure 78 use world coordinates whose origin is the center of the cube. The axes illustrated 
in each diagram show the relative orientation of the world coordinate axes, not the actual position of those 
axes. These axes are not part of the 3D artwork used in this example.

Figure 75 –  Rendering of the 3D artwork using View1 
(cross section perpendicular to the x axis)

Figure 75 shows the cross section specified for the 3DView that references CrossSection1. The illustration 
shows the edges of the cutting plane ending at the edges of the annotation’s rectangle. This cross section 
specifies a plane with the following characteristics: 

• Includes the world art origin: /C [0 0 0]

• Perpendicular to the X axis and parallel to the Y and Z axes: /O [ null 0 0]

• Opacity of the cutting plane is 35%: /PO 0.35
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図74  -  View0（NO断面）を使用して3D作品のレンダリング

原点図78使用ワールド座標を介して、図74は、キューブの中心です。各図に示す軸は、世界の相対的な向きは、座標軸これらの軸のない実際の位置を示しています。これらの軸は、この例で使用される3D作品の一部ではありません。

図75  -  View1を（x軸に垂直な断面）を使用して3D作品のレンダリング

•世界のアートの起源が含まれています：/ C [0 0 0]

•直交するX軸とYとZ軸に平行：/ O [ヌル0 0]

/ PO 0.35：切断面の•不透明度は35％です
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• Colour of the cutting plane is light blue: /PC [/DeviceRGB 0.75 0.86 1]

• Intersection of the cutting plane with the object is visible: /IV true

• Colour of the intersection of the cutting plane and the object is green:  
/IC [/DeviceRGB 0 1 0]

Figure 76 –  Rendering of the 3D artwork using View2 
(cross section rotated around the y axis by -30 degrees)

Figure 76 shows the cross section specified for the 3DView that references CrossSection2. This cross section 
specifies a plane that differs from the one specified in CrossSection1 (Figure 75) in the following way: 

• Perpendicular to the X axis, rotated -30 degrees around the Y axis, and parallel to the Z axis: /O [ null -30 0]

Figure 77 –  Rendering of the 3D artwork using View3 
(cross section rotated around the z axis by 30 degrees)
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•切断面の色が水色である：/ PC [/ DeviceRGBで0.75 0.86 1]

•オブジェクトと切断面との交点が表示されている：/ IV真

•切断面の交点とオブジェクトの色が緑である：/ IC [/ DeviceRGBで0 1 0]

図76  -  VIEW2を使用して3D作品のレンダリング（断面が-30度によってY軸周りに回転）

•垂直Yが軸周りのX軸に対して、-30度回転し、Z軸に平行：/ O [ヌル-30 0]

図77  -  View3を使用して3D作品のレンダリング（断面が30度、Z軸周りに回転）
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Figure 77 shows the cross section specified for the 3DView that references CrossSection3. This cross section 
specifies a plane that differs from the one specified in CrossSection1 (Figure 75) in the following way: 

• Perpendicular to the X axis, parallel to the Y axis, and rotated 30 degrees around the Z axis: /O [ null 0 30]

Figure 78 –  Rendering of the 3D artwork using View4
(cross section rotated around the y axis by -30 degrees and around the z axis by 30 degrees)

Figure 78 shows the cross section specified for the 3DView that references CrossSection4. This cross section 
specifies a plane that differs from the one specified in CrossSection1 (Figure 75) in the following way: 

• Perpendicular to the X axis, rotated -30 degrees around the Y axis, and rotated 30 degrees around the Z
axis: /O [ null -30 30]

13.6.4.7 3D Node Dictionaries

A 3D view may specify a 3D node dictionary (PDF 1.7), which specifies particular areas of 3D artwork and the 
opacity and visibility with which individual nodes shall be displayed. The 3D artwork shall be contained in the 
parent 3D stream object. The NA entry of the 3D views dictionary may specify multiple 3D node dictionaries for 
a particular view. 

NOTE 1 While many PDF dictionaries reference 3D artwork in its entirety, it is often useful to reference 3D artwork at a 
more granular level. This enables properties such as visibility, opacity, and orientation to be applied to subsets 
of the 3D artwork. These controls enable underlying nodes to be revealed, by making the overlying nodes 
transparent or by moving them out of the way.

NOTE 2 Do not confuse nodes with view nodes. A node is a PDF dictionary that specifies an area in 3D artwork, while 
a view node is a parameter in the 3D artwork that specifies a view. 

Table 312 shows the entries in a 3D node dictionary.
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•直交するX軸、Y軸に平行、及びZ軸回りに30度回転させた：/ O [ヌル0 30]

図78  -  View4を使用して3D作品のレンダリング（断面が-30度、30度、Z軸周り、Y軸周りに回転）

•X軸に垂直に、Y軸周りに-30度回転、およびZ軸の周りに30度回転させた：/ O [ヌル-30 30]

13.6.4.7 3Dノード辞書

3Dビューは、3Dアートワークと個々のノードを表示するものとすると不透明度と可視性の特定の領域を指定する3Dノード辞書（PDF 1.7）を、指定することができます。 3D作品は、親3Dストリームオブジェクトに含まれるものとします。 3DのNAエントリは、辞書が特定のビューのための複数の3Dノード辞書を指定することができる見ます。

注1多くのPDF辞書はその全体が3D作品を参照するが、多くの場合、より細かいレベルで3D作品を参照するのに便利です。これは、3D作品のサブセットに適用されるような可視性、不透明性、及び配向等の特性を可能にします。これらのコントロールは、基礎となるノードが重なるノードを透明にすることによって、または方法のそれらを移動することによって、明らかにすることを可能にします。

NOTE 2DOは、ビューのノードとノードを混同しません。ノードは、PDF辞書であることを指定し、3Dアートワークエリア、ビュー・ノードビューを指定する3D作品におけるパラメータです。

テーブル312を示して3Dノード辞書内のエントリ。
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The N entry specifies which node in the 3D stream corresponds to this node dictionary.

The O entry describes the opacity that shall be used when rendering this node, and the V entry shall determine 
whether or not the node is rendered at all. While a node with an opacity of 0 shall be rendered in the same way 
as a non-visible node, having a separate value for the visibility of a node allows interactive conforming readers
to show/hide partially transparent nodes, without overwriting the intended opacity of those nodes.

The M entry specifies the node’s matrix relative to its parent, in world coordinates. If an hierarchy of nodes is 
intended to be repositioned while still maintaining its internal structure, then only the node at the root of the 
hierarchy needs to be adjusted.

EXAMPLE The following example shows a 3D view specifying an array of node parameters. 

3 0 obj % Default node params with all shapes visible and opaque 
[ << /Type /3DNode 

/N (Sphere) 
/O 1 
/V true 
/M [...]>> 

<< /Type /3DNode 
/N (Cone) 
/O 1 
/V true >> 

Table 312 –  Entries in a 3D node dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary 
describes; if present, shall be 3DNode for a 3D node 
dictionary.

N text string (Required) The name of the node being described by the 
node dictionary. If the Subtype of the corresponding 3D 
Stream is U3D, this entry corresponds to the field Node block 
name, as described in the Universal 3D file format
specification (see Bibliography). In the future, nodes may be 
described using other 3D conventions.
NOTE When comparing this entry to node names for a 

particular convention (such as Universal 3D), 
conforming readers shall translate between the 
PDF text encoding used by PDF and the 
character encoding specified in the 3D stream. 

O number (Optional) A number in the range [0, 1] indicating the opacity 
of the geometry supplied by this node using a standard 
additive blend mode.
If this entry is absent, the viewer shall use the opacity 
specified for the parent node or for the 3D artwork (in 
ascending order). 

V boolean (Optional) A flag indicating the visibility of this node. If true, 
then the node is visible. If false, then the node shall not be 
visible.
If this entry shall be absent, the viewer shall use the visibility 
specified for the parent node or for the 3D artwork (in 
ascending order). 

M array (Optional) A 12-element 3D transformation matrix that 
specifies the position and orientation of this node, relative to 
its parent, in world coordinates (see 13.6.5, “Coordinate 
Systems for 3D”).
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N個のエントリを指定し、このノードの辞書に3Dストリーム対応のどのノード。

Oエントリは、このノードをレンダリングするときに使用されるものと不透明度を記載し、そしてVエントリは、ノードがすべてでレンダリングされているか否かを決定しなければなりません。 0の不透明度を有するノードは、ノードの可視性のための別個の値を有する、非可視ノードと同じ方法でレンダリングされなければならないしながら、それらの意図された不透明度を上書きすることなく、部分的に対話適合のreaderstoの表示/非表示透明ノード可能ノード。

Mエントリは、ワールド座標で、その親にノードのマトリックスの相対を指定します。ノードの階層がまだその内部構造を維持しながら再配置されることが意図されている場合は、階層のルートノードのみを調整する必要があります。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、3Dノード辞書用3DNodeしなければなりません。

NTEXT列（必須）ノード辞書によって記述されているノードの名前。ユニバーサル3Dファイルformatspecificationに記載されるように対応する3Dストリームの場合はサブタイプは、（参考文献を参照）、フィールド・ノードのブロック名にU3D、このエントリ相当します。将来的には、ノードは、で指定されたエンコーディングPDFと文字によって使用される符号化（例えばユニバーサル3Dのような）特定の大会のためのノード名にこのエントリを比較するとPDFテキストの間で翻訳しなければならない読者に準拠し、他の3D conventions.NOTEを用いて記述することができます3Dストリーム。

範囲内Onumber（オプション）番号[0、1]標準添加剤ブレンドmode.Ifを使用して、このノードによって供給された幾何学的形状の不透明度を示すこのエントリが存在しない、視聴者は、不透明度を使用しなければならない親ノードまたはに対して指定（昇順）3D作品。

Vboolean（オプション）このノードの可視性を示すフラグ。 trueの場合、ノードが表示されています。 falseの場合、ノードはvisible.Ifこのエントリは不在でなければならないものとし、（昇順で）親ノードまたは3D作品のために指定された可視性を使用しなければならない視聴者。

MARRAY（任意）12-素子3D変換マトリックス世界座標における親に対して指定し、このノードの位置および向き、すなわち（「3D用の座標系」、13.6.5を参照）。
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<< /Type /3DNode 
/N (Cube) 
/O 1 
/V true >> 

] 
 
4 0 obj % Params with the cone hidden and the sphere semi-transparent 

[ << /Type /3DNode 
/N (Sphere) 
/O 0.5 
/V true >> 

<< /Type /3DNode 
/N (Cone) 
/O 1 
/V false >> 

<< /Type /3DNode 
/N (Cube) 
/O 1 
/V true >> 

]
endobj 
 
5 0 obj %View1, using the default set of node params 

<< 
/Type /3DView 
/XN (View1) 
/NA 3 0 R 
... 

>>
endobj 
 
6 0 obj %View2, using the alternate set of node params 

<< 
/Type /3DView 
/XN (View2) 
/NA 4 0 R 
... 

>>
endobj
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<< /タイプ/ 3DNode / N（キューブ）/ O 1 / V真>>] 4 0 OBJ％隠さ円錐球半透明[<< /タイプ/ 3DNode / N（球）/ O 0.5とPARAMS / V真>> << /タイプ/ 3DNode / N（コーン）/ O 1 / V偽>> << /タイプ/ 3DNode / N（キューブ）/ O 1 / V真>>] endobj 5 0 OBJ％View1を、ノードのparamsのデフォルトセットを使用して、<< /タイプ/ 3DView / XN（View1を）/ NA 3 0 R ... >> endobj 6 0 OBJ％VIEW2、ノードparamsは<<の代替セットを使用して/タイプ/ 3DView / XN（VIEW2）/ NA 4 0 R ... >> endobj
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Figure 79 –  Rendering of the 3D artwork using View1 (all shapes visible and opaque)

Figure 79 shows a view whose node array includes three nodes, all of which shall be rendered with the 
appearance opaque (/O 1) and visible (/V true). 

Figure 80 –  Rendering of the 3D artwork using View2 (the cone is hidden and the sphere is semi-
transparent)

Figure 80 shows a view with a node array that specifies the same three nodes used in Figure 79. These nodes 
have the following display characteristics: 

• The node named Sphere is partially transparent (/O 0.5) and visible (/V true)

• The node named Cone is opaque (/O 1) and invisible (/V false)

• The node named Cube is opaque (/O 1) and visible (/V true)
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図79  -  View1をを使用して、3D作品のレンダリング（すべての形の可視及び不透明）

図79が示すノードアレイ3つのノードを含み、全てが出現不透明（/ O 1）、可視（/ V真）でレンダリングされなければならない図。

図80  -  VIEW2を使用して3D作品の描画（コーンが非表示と球が半透明です）

•スフィアという名前のノードが部分的に透明である（/ O 0.5）及び可視（/ V真）

•コーンという名前のノードが不透明である（/ O 1）と不可視（/ Vの偽）

•キューブという名前のノードが不透明である（/ O 1）、可視（/ V真）



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 541

PDF 32000-1:2008

13.6.5 Coordinate Systems for 3D 

3D artwork is a collection of objects whose positions and geometry shall be specified using three-dimensional 
coordinates. 8.3, “Coordinate Systems,” discusses the concepts of two-dimensional coordinate systems, their 
geometry and transformations. This sub-clause extends those concepts to include the third dimension.

As described in 8.3, “Coordinate Systems,” positions shall be defined in terms of pairs of x and y coordinates 
on the Cartesian plane. The origin of the plane specifies the location (0, 0); x values increase to the right and y
values increase upward. For three-dimensional graphics, a third axis, the z axis, shall be used. The origin shall 
be at (0, 0, 0); positive z values increase going into the page. 

In two-dimensional graphics, the transformation matrix transforms the position, size, and orientation of objects 
in a plane. It is a 3-by-3 matrix, where only six of the elements may be changed; therefore, the matrix shall be
expressed in PDF as an array of six numbers: 

In 3D graphics, a 4-by-4 matrix shall be used to transform the position, size, and orientations of objects in a 
three-dimensional coordinate system. Only the first three columns of the matrix may be changed; therefore, the 
matrix shall be expressed in PDF as an array of 12 numbers:

3D coordinate transformations shall be expressed as matrix transformations:

Carrying out the multiplication has the following results:

Position and orientation of 3D artwork typically involves translation (movement) and rotation along any axis. 
The virtual camera represents the view of the artwork. The relationship between camera and artwork may be 
thought of in two ways:

• The 3D artwork is in a fixed position and orientation, and the camera moves to different positions and 
orientations.

• The camera is in a fixed location, and the 3D artwork is translated and rotated.

a b 0
c d 0
tx ty 1

a b c d tx ty=

a b c 0
d e f 0
g h i 0
tx ty tz 1

a b c d e f g h i tx ty tz=

x' y' z' 1 x y z 1

a b c 0
d e f 0
g h i 0
tx ty tz 1

×=

x' a x d y g z tx+×+×+×=

y' b x e y h z ty+×+×+×=

z' c x f y i z tz+×+×+×=
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3Dアートワークは、位置および形状の三次元座標を使用して指定されなければならないオブジェクトの集合です。 8.3、「座標系、」二次元の概念はシステム、それらのジオメトリと座標変換を論じています。このサブ句は、第三次元を含むようにこれらの概念を拡張します。

8.3に記載されているように、「座標系」の位置は、デカルト平面上のx、y座標のペアで定義しなければなりません。平面の原点位置（0、0）を指定します。 X値は右方向に増加し、yvaluesは上向きに増加します。 3次元グラフィックスのために、第3の軸、z軸は、使用しなければなりません。原点（0、0、0）でなければなりません。正のz値は、ページに入る増加します。

二次元グラフィックスでは、変換行列は、平面内のオブジェクトの位置、サイズ、および向きを変換します。それだけで6つの要素のを変更することができる3×3行列です。従って、マトリックスは、6つの数字の配列としてPDFにbeexpressedなければなりません。

3Dグラフィックスでは、4×4行列は、三次元座標系内のオブジェクトの位置、サイズ、および向きを形質転換するために使用されなければなりません。行列の最初の3つの列が変更されてもよいです。従って、マトリックスは、12個の数字の配列としてPDFで発現されなければなりません。

変換はマトリクス変換として表現されなければならない3D座標：

乗算を行うと、次の結果があります。

3Dアートワークの位置及び姿勢は、典型的には、任意の軸に沿って変換（移動）および回転を伴います。仮想カメラは、アートワークのビューを表します。カメラとアートワークとの間の関係は、2つの方法で考えることができます。

•3D作品は、固定された位置及び向き、及び異なる位置及び姿勢にカメラが移動しています。

•カメラが固定位置にあり、3D作品は、翻訳され回転されます。

A B 0C D 0tx TY 1A B C D TX TY =

A B C 0D E F 0グラムH I 0tx TY TZ 1

BのC、DのE F G H I TX TY TZ =

X 'Y'、Z」1、X、Y、Z 1

A B C 0D E F 0グラムH I 0tx TY TZ 1

×=

X」、A、X、D Y、G zのTX +×+×+×=

X E Y H Z TY +×+×+×= B Y」

Z」は、C X F Y I、Z TZ +×+×+×=
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Both approaches may achieve the same visual effects; in practice, 3D systems typically use a combination of 
both. Conceptually, there are three distinct coordinate systems: 

• The artwork coordinate system.

• The camera coordinate system, in which the camera shall be positioned at (0, 0, 0) facing out along the 
positive z axis, with the positive x axis to the right and the positive y axis going straight up. 

• An intermediate system called the world coordinate system.

Two 3D transformation matrices shall be used in coordinate conversions:

• The artwork-to-world matrix specifies the position and orientation of the artwork in the world coordinate 
system. This matrix shall be contained in the 3D stream. 

• The camera-to-world matrix specifies the position and orientation of the camera in the world coordinate 
system. This matrix shall be specified by either the C2W or U3DPath entries of the 3D view dictionary.

When drawing 3D artwork in a 3D annotation’s target coordinate system, the following transformations take 
place:

a) Artwork coordinates shall be transformed to world coordinates:

b) World coordinates shall be transformed to camera coordinates:

c) The first two steps can be expressed as a single equation, as follows:

d) Finally, the camera coordinates shall be projected into two dimensions, eliminating the z coordinate, then 
scaled and positioned within the annotation’s target coordinate system.

13.6.6 3D Markup

Beginning with PDF 1.7, users may comment on specific views of 3D artwork by using markup annotations 
(see 12.5.6.2, “Markup Annotations”). Markup annotations (as other annotations) are normally associated with 
a location on a page. To associate the markup with a specific view of a 3D annotation, the annotation dictionary 
for the markup annotation contains an ExData entry (see Table 174) that specifies the 3D annotation and view. 
Table 313 describes the entries in an external data dictionary used to markup 3D annotations.

xw yw zw 1 xa ya za 1 aw×=

xc yc zc 1 xw yw zw 1 cw 1–( )×=

xc yc zc 1 xa ya za 1 aw cw 1–×( )×=
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両方のアプローチは、同じ視覚効果を達成することができます。実際には、3Dシステムは、典型的には、両方の組み合わせを使用します。概念的には、三つの異なる座標系があります。

•アートワーク座標系。

•カメラは、カメラが（0、0、0）右及び正のyの正のx軸と、正のz軸に沿って外向きに配置されるものとした座標系と、まっすぐに行く軸

•中間システムは、世界座標系と呼ばれます。

2つの3D変換マトリックスは、座標変換に使用しなければなりません。

•カメラ・ツー・ワールド行列はワールド座標系におけるカメラの位置と方向を指定します。このマトリックスは、3Dビューの辞書のいずれかC2W又はU3DPathエントリによって指定されなければなりません。

3D座標系の注釈の対象に3D作品を描くとき、次の変換が行われます。

a）のアートワーク座標は世界座標に変換されなければなりません。

b）は世界座標は、カメラ座標に変換しなければなりません。

次のようにc）前記第1の2つのステップは、単一の式のように表すことができます。

D）最後に、カメラ座標は、次いで、注釈の対象座標系内にスケーリングされ、位置付け、z座標除去、二次元に投影されなければなりません。

13.6.6 3Dマークアップ

PDF 1.7以降では、ユーザーが（12.5.6.2、「マークアップ注釈」を参照）マークアップ注釈を使用して3D作品の特定のビューにコメントがあります。 （他の注釈のような）マークアップ注釈は、通常、ページ上の位置に関連付けられています。 3D注釈の特定のビューにマークアップを関連付けるために、マークアップ、注釈に対する注釈辞書は、3D注釈ビューを指定EXDATAエントリを（表174参照）を含みます。テーブル313は、3D注釈をマークアップするために使用される外部データ辞書のエントリを記述する。

XW YW ZW 1 XA屋ZA 1aw×=

XC YC ZC 1 XW YW ZW 1cw 1-（）×=

XC YC ZC 1 XA、YA ZA 1awcw 1-×（）×=
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In a Markup3D ExData dictionary, the 3DA entry identifies the 3D annotation to which the markup shall be
associated. Even though the markup annotation exists alongside the associated annotation in the page’s 
Annots array, the markup may be thought of as a child of the 3DA annotation.

The 3DV entry specifies the markup’s associated 3D view. The markup shall only be printed and displayed 
when the specified view is the current view of its parent 3D annotation. This ensures that the proper context is 
preserved when the markup is displayed. 

NOTE An equivalent view is not sufficient; if more than one markup specify equivalent views represented by different 
objects, the markups will not display simultaneously.

The MD5 entry gives conforming readers a means to detect whether or not the 3D stream of the 3D annotation 
specified by 3DA has changed. If the 3D stream has changed, the context provided by the 3DV entry may no 
longer apply, and the markup may no longer be useful. Any action taken as a response to such a situation is 
dependent on the conforming reader, but a warning shall be issued to the user.

EXAMPLE The following example shows how markup annotations can be associated with particular views.

2 0 obj % 3D stream data with two named views
<<

/Type /3D
/Subtype /U3D
/VA [4 0 R 5 0 R]
...

>>
stream

...
endstream
endobj

3 0 obj % 3D annotation
<<

/Type /Annot
/Subtype /3D
/3DD 2 0 R

Table 313 –  Entries in an external data dictionary used to markup 3D annotations  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, 
shall be ExData for an external data dictionary.

Subtype name (Required) The type of external data that this dictionary describes; shall be 
Markup3D for a 3D comment. The only defined value is Markup3D. 

3DA dictionary or 
text string 

(Required) The 3D annotation to which this markup annotation applies. The 
3D annotation may be specified as a child dictionary or as the name of a 3D 
annotation, as specified by its NM entry. In the latter case, the 3D annotation 
and the markup annotation shall be on the same page of the document.

3DV dictionary (Required) The 3D view that this markup annotation is associated with. The 
annotation will be hidden unless this view is currently being used for the 3D 
annotation specified by 3DA.

MD5 byte string (Optional) A 16-byte string that contains the checksum of the bytes of the 3D 
stream data that this 3D comment shall be associated with. The checksum 
shall be calculated by applying the standard MD5 message-digest algorithm 
(described in Internet RFC 1321, The MD5 Message-Digest Algorithm; see 
the Bibliography) to the bytes of the stream data. This value shall be used to 
determine if artwork data has changed since this 3D comment was created.
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Markup3D EXDATA辞書では、3DAエントリは、マークアップがbeassociatedなければならないれた3D注釈を識別する。マークアップ注釈がページのAnnots配列に関連する注釈と一緒に存在していても、マークアップは3DA注釈の子と考えることができます。

同等のビューが十分ではないことに注意してください。 1は、異なるオブジェクトとして表される等価なビューを指定するマークアップを超える場合には、マークアップが同時に表示されません。

MD5エントリは、読者に3DAによって指定された3D注釈の3Dストリームが変更されたか否かを検出する手段を適合与えます。 3Dストリームが変更された場合は、3DVエントリによって提供されるコンテキストはもはや適用されないかもしれない、とマークアップはもはや有用である可能性があります。そのようなAの状況への応答として取られたアクションが準拠するリーダーに依存するが、警告がユーザに発行されなければなりません。

実施例マークアップ注釈が特定のビューに関連付けることができる方法を次の例が示します。

2つの名前付きビュー<< /タイプ/ 3D /サブタイプ/ U3D / VA [4 0 R 5 0 R] ... >>ストリーム... endstreamendobjと2つの0 OBJ％3Dストリームデータ

3 0％OBJ 3D注釈<< /タイプ/ Annotの/サブタイプ/ 3D / 3DD 2 0 R

キータイプ値

型名（必須）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、外部のデータ辞書でEXDATAしなければなりません。

3DAdictionaryまたはテキスト文字列（必須）このマークアップ注釈が適用される3D注釈。そのNMエントリで指定された3Dアノテーションは、子辞書としてや3D注釈の名前として指定することができます。後者の場合には、3D注釈とマークアップ、注釈は文書の同じページ上になければなりません。

3DVdictionary（必須）は、このマークアップ注釈が関連付けられている3Dビュー。このビューは、現在3DAで指定された3D注釈のために使用されている場合を除き、注釈は表示されません。

MD5byte文字列（オプション）この3Dのコメントが関連付けされなければならないことを3Dストリームデータのバイトのチェックサムが含まれている16バイトの文字列。ストリームデータのバイト、チェックサムが標準MD5メッセージダイジェストアルゴリズム（参考文献を参照インターネットRFC 1321、MD5メッセージダイジェストアルゴリズムで説明）を適用して計算しなければなりません。この3Dのコメントが作成されたので、この値は、アートワークのデータが変更されたかどうかを判断するために使用しなければなりません。
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...
>>

endobj

4 0 obj % CommentView1
<<

/Type /3DView
/XN (CommentView1)
...

>>
endobj

5 0 obj % CommentView2
<<

/Type /3DView
/XN (CommentView2)
...

>>
endobj

6 0 obj % Cloud comment with no ExData
<<

/Type /Annot
/Subtype /Polygon
/IT /PolygonCloud
...

>>
endobj

7 0 obj % Callout comment on CommentView1
<<

/Type /Annot
/Subtype /FreeText
/IT /FreeTextCallout
/ExData <<

/Type /Markup3D
/3DA 3 0 R
/3DV 4 0 R

>>
...

>>
endobj 
 
8 0 obj % Dimension comment on CommentView2

<<
/Type /Annot
/Subtype /Line
/IT /LineDimension
/ExData <<

/Type /Markup3D
/3DA 3 0 R
/3DV 5 0 R

>>
...

>>
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... >> endobj

4 0 OBJ％CommentView1 << /タイプ/ 3DView / XN（CommentView1）... >> endobj

5 0 OBJ％CommentView2 << /タイプ/ 3DView / XN（CommentView2）... >> endobj

無EXDATA << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/ポリゴン/ IT /PolygonCloud...>>endobjと6 0 OBJ％クラウドのコメント

CommentView1 << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/ FreeTextの/ IT / FreeTextCallout / EXDATA << /タイプ/ Markup3D / 3DA 3 0 R / 3DV 4 0 R >>上の7~0 OBJ％吹き出しコメント... >> 8 0 endobj CommentView2 << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/ライン/ IT / LineDimension / EXDATA << /タイプ/ Markup3D / 3DA 3 0 R / 3DV 5 0 R >>上のOBJ％寸法のコメント... >>
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endobj 
 
9 0 obj % Stamp comment on CommentView2

<<
/Type /Annot
/Subtype /Stamp
/ExData <<

/Type /Markup3D
/3DA 3 0 R
/3DV 5 0 R

>>
...

>>
endobj 

The following illustrations show the placement of markup on annotations on different views of the same 3D 
artwork.

Figure 81 –  3D artwork set to its default view

Figure 81 shows the default view, which has no markup annotations.

Figure 82 –  3D artwork set to CommentView1

Figure 82 shows another view to which a markup annotation is applied. 
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次の図は、同じ3D作品の異なるビューに注釈のマークアップの配置を示しています。

図81  - デフォルトのビューへの3Dアートワークのセット

図81示すないマークアップ注釈を持たないデフォルトのビュー、。

図82  -  CommentView1に3Dアートワークのセット
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Figure 83 –  3D artwork set to CommentView2 

Figure 83 shows a view referenced by two markup annotations:

• A line annotation (/Subtype /Line) with a line dimension intent  
(/IT/ LineDimension)

• A stamp annotation (/Subtype /Stamp)
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図83に示す図は、二つのマークアップ注釈によって参照します。

•意思ライン寸法のライン注釈（/サブタイプ/ライン）（/ IT / LineDimension）

•スタンプ注釈（/サブタイプ/スタンプ）
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14 Document Interchange

14.1 General

The features described in this clause do not affect the final appearance of a document. Rather, these features 
enable a document to include higher-level information that is useful for the interchange of documents among 
conforming products: 

• Procedure sets (14.2, “Procedure Sets”) that define the implementation of PDF operators 

• Metadata (14.3, “Metadata”) consisting of general information about a document or a component of a 
document, such as its title, author, and creation and modification dates 

• File identifiers (14.4, “File Identifiers”) for reliable reference from one PDF file to another 

• Page-piece dictionaries (14.5, “Page-Piece Dictionaries”) allowing a conforming product to embed private 
data in a PDF document for its own use 

• Marked-content operators (14.6, “Marked Content”) for identifying portions of a content stream and 
associating them with additional properties or externally specified objects 

• Logical structure facilities (14.7, “Logical Structure”) for imposing a hierarchical organization on the content 
of a document 

• Tagged PDF (14.8, “Tagged PDF”), a set of conventions for using the marked content and logical structure 
facilities to facilitate the extraction and reuse of a document’s content for other purposes 

• Various ways of increasing the accessibility of a document to users with disabilities (14.9, “Accessibility 
Support”), including the identification of the natural language in which it is written (such as English or 
Spanish) for the benefit of a text-to-speech engine 

• The Web Capture extension (14.10, “   Web Capture”), which creates PDF files from Internet-based or 
locally resident HTML, PDF, GIF, JPEG, and ASCII text files 

• Facilities supporting prepress production workflows (14.11, “Prepress Support”), such as the specification 
of page boundaries and the generation of printer’s marks, colour separations, output intents, traps, and 
low-resolution proxies for high-resolution images

14.2 Procedure Sets

The PDF operators used in content streams are grouped into categories of related operators called procedure 
sets (see Table 314). Each procedure set corresponds to a named resource containing the implementations of 
the operators in that procedure set. The ProcSet entry in a content stream’s resource dictionary (see 7.8.3, 
“Resource Dictionaries”) shall hold an array consisting of the names of the procedure sets used in that content 
stream. These procedure sets shall be used only when the content stream is printed to a PostScript output 
device. The names identify PostScript procedure sets that shall be sent to the device to interpret the PDF 
operators in the content stream. Each element of this array shall be one of the predefined names shown in 
Table 314. 

Table 314 –  Predefined procedure set 

Name Category of operators

PDF Painting and graphics state 

Text Text 

ImageB Grayscale images or image masks 

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved547

PDF 32000-1：2008

14文書交換

14.1一般的な

この節で説明する機能は、文書の最終的な外観に影響を与えません。むしろ、これらの機能は、良品の間で文書の交換のために有用である、より高いレベルの情報が含まれるように文書を有効にします。

PDF演算子の実装を定義•手順セット（14.2、「手順セット」）

•メタデータ（14.3、「メタデータ」）など、タイトル、作成者、作成日、更新日などの文書または文書の構成要素、一般的な情報から成ります

1つのPDFファイルから別の信頼できる参照のために•ファイルの識別子（14.4、「ファイル識別子」）

•ページピース辞書（14.5、「ページピース辞書」）、自身の使用のためにPDF文書に埋め込むプライベートデータに準拠した製品を許可します

•マークコンテンツオペレータ（14.6、「マーク付きコンテンツ」）は、コンテンツストリームの部分を識別し、追加のプロパティまたは外部で指定されたオブジェクトに関連付けるための

•論理構造施設（14.7、「論理構造」）、文書の内容に階層構造を課すための

•タグ付きPDF（14.8、「タグ付きPDF」）、他の目的のために、文書の内容の抽出と再利用を容易にするために、マークされたコンテンツと論理構造の施設を使用するための一連の規則

•テキストへの利益のために（例えば、英語やスペイン語など）、それが書かれている自然言語の識別を含む、障害を持つユーザーに文書のアクセシビリティを向上させる様々な方法（14.9、「アクセシビリティサポート」）、 -speechエンジン

•Webキャプチャ延長（14.10、「Webキャプチャ」）は、インターネットベースまたはローカルに常駐HTMLからPDFファイルを作成し、PDF、GIF、JPEG、およびASCIIテキストファイルに

•施設は、プリプレス制作ワークフロー支援（14.11を、「プリプレスサポート」）、このような高解像度画像のためのページ境界の仕様とトンボ、色分解、出力インテント、トラップの生成、および低解像度のプロキシとして、

14.2手順セット

コンテンツストリームに使用されるPDFオペレータがプロシージャ・セットと呼ばれる関連オペレータのカテゴリに分類される（表314を参照のこと）。各手順は、その手順のセットでの演算子の実装を含む名前のリソースに対応する設定しました。コンテンツストリームのリソースディクショナリでProcSetエントリが（「リソース辞書」、7.8.3を参照してください）そのコンテンツストリームに使用される手順のセットの名前からなる配列を保持するものとします。これらの手順のセットは、コンテンツストリームがPostScript出力デバイスに出力されている場合にのみ使用されなければなりません。名前は、コンテンツストリームにPDF演算子を解釈するためにデバイスに送信されなければならないのPostScript手順のセットを識別します。この配列の各要素は、表314に示されている事前定義された名前のいずれかでなければなりません。

事業者の名カテゴリ
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Beginning with PDF 1.4, this feature is considered obsolete. For compatibility with existing conforming readers, 
conforming writers should continue to specify procedure sets (preferably, all of those listed in Table 314 unless 
it is known that fewer are needed). However, conforming readers should not depend on the correctness of this 
information. 

14.3 Metadata

14.3.1 General

A PDF document may include general information, such as the document’s title, author, and creation and 
modification dates. Such global information about the document (as opposed to its content or structure) is 
called metadata and is intended to assist in cataloguing and searching for documents in external databases. 
Beginning with PDF 1.4, metadata may also be specified for individual components of a document. 

Metadata may be stored in a PDF document in either of the following ways: 

• In a metadata stream (PDF 1.4) associated with the document or a component of the document (14.3.2, 
“Metadata Streams”) 

• In a document information dictionary associated with the document (14.3.3, “Document Information 
Dictionary”)

NOTE Document information dictionaries is the original way that metadata was included in a PDF file. Metadata 
streams were introduced in PDF 1.4 and is now the preferred method to include metadata.

14.3.2 Metadata Streams

Metadata, both for an entire document and for components within a document, may be stored in PDF streams 
called metadata streams (PDF 1.4). 

NOTE 1 Metadata streams have the following advantages over the document information dictionary: 

• PDF-based workflows often embed metadata-bearing artwork as components within larger documents. 
Metadata streams provide a standard way of preserving the metadata of these components for 
examination downstream. PDF-aware conforming products should be able to derive a list of all metadata-
bearing document components from the PDF document itself. 

• PDF documents are often made available on the Web or in other environments, where many tools routinely 
examine, catalogue, and classify documents. These tools should be able to understand the self-contained 
description of the document even if they do not understand PDF. 

Besides the usual entries common to all stream dictionaries (see Table 5), the metadata stream dictionary shall 
contain the additional entries listed in Table 315. 

The contents of a metadata stream shall be the metadata represented in Extensible Markup Language (XML). 

NOTE 2 This information is visible as plain text to tools that are not PDF-aware only if the metadata stream is both 
unfiltered and unencrypted. 

ImageC Colour images 

ImageI Indexed (colour-table) images 

Table 314 –  Predefined procedure set (continued)

Name Category of operators
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PDF 1.4以降では、この機能は不要とみなされます。既存の適合リーダとの互換性のために、適合ライタープロシージャセットを指定し続けなければならない（好ましくは、表314に列挙されるすべてのことは少ないが必要であることが知られていない限り）。しかし、準拠の読者は、この情報の正確さに依存すべきではありません。

14.3メタデータ

14.3.1一般的な

PDFドキュメントは、ドキュメントのタイトル、作成者、作成日、更新日などの一般的な情報を含むことができます。 （としてのコンテンツまたは構造ではなく）文書に関するこのようなグローバルな情報は、メタデータと呼ばれ、カタログにし、外部データベース内の文書の検索を支援するためのものです。 PDF 1.4以降では、メタデータは、文書の個々のコンポーネントに指定することができます。

•メタデータストリーム内のドキュメントまたはドキュメントのコンポーネントに関連付けられた（PDF 1.4）（14.3.2、「メタデータストリーム」）

•文書に関連付けられた文書情報辞書で（14.3.3、「ドキュメント情報辞書」）

NOTEドキュメント情報辞書は、メタデータをPDFファイルに含まれていたことを、オリジナルの方法です。メタデータストリームは、PDF 1.4で導入されたとメタデータを含むように好ましい方法は、今あります。

14.3.2メタデータのストリーム

メタデータは、文書全体のために、ドキュメント内のコンポーネントの両方、（PDF 1.4）メタデータはストリームと呼ばれるPDFにストリーム格納されてもよいです。

•PDF文書は、多くの場合、Web上や他の多くのツールが定期調べる環境、カタログ、および分類文書で利用できるようになります。これらのツールは、彼らがPDFを理解していない場合でも、文書の自己完結型の説明を理解することができるはずです。

すべてのストリーム辞書に共通する通常のエントリ（表5参照）のほかに、メタデータストリームの辞書は、表315に列挙された追加のエントリを含まなければなりません。

表314  - 事前定義された手順のセット（続き）

事業者の名カテゴリ
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NOTE 3 The format of the XML representing the metadata is defined as part of a framework called the Extensible 
Metadata Platform (XMP) and described in the Adobe document XMP: Extensible Metadata Platform (see the 
Bibliography). This framework provides a way to use XML to represent metadata describing documents and 
their components and is intended to be adopted by a wider class of products than just those that process PDF. 
It includes a method to embed XML data within non-XML data files in a platform-independent format that can 
be easily located and accessed by simple scanning rather than requiring the document file to be parsed. 

A metadata stream may be attached to a document through the Metadata entry in the document catalogue 
(see 7.7.2, “Document Catalog”). The metadata framework provides a date stamp for metadata expressed in 
the framework. If this date stamp is equal to or later than the document modification date recorded in the 
document information dictionary, the metadata stream shall be taken as authoritative. If, however, the 
document modification date recorded in the document information dictionary is later than the metadata 
stream’s date stamp, the document has likely been saved by a writer that is not aware of metadata streams. In 
this case, information stored in the document information dictionary shall be taken to override any semantically 
equivalent items in the metadata stream. In addition, PDF document components represented as a stream or 
dictionary may have a Metadata entry (see Table 316). 

In general, any PDF stream or dictionary may have metadata attached to it as long as the stream or dictionary 
represents an actual information resource, as opposed to serving as an implementation artifact. Some PDF 
constructs are considered implementational, and hence may not have associated metadata.

When there is ambiguity about exactly which stream or dictionary may bear the Metadata entry, the metadata 
shall be attached as close as possible to the object that actually stores the data resource described. 

NOTE 4 Metadata describing a tiling pattern should be attached to the pattern stream’s dictionary, but a shading should 
have metadata attached to the shading dictionary rather than to the shading pattern dictionary that refers to it. 
Similarly, metadata describing an ICCBased colour space should be attached to the ICC profile stream 
describing it, and metadata for fonts should be attached to font file streams rather than to font dictionaries. 

NOTE 5 In tables describing document components in this specification, the Metadata entry is listed only for those in 
which it is most likely to be used. Keep in mind, however, that this entry may appear in other components 
represented as streams or dictionaries. 

• In addition, metadata may also be associated with marked content within a content stream. This 
association shall be created by including an entry in the property list dictionary whose key shall be
Metadata and whose value shall be the metadata stream dictionary. Because this construct refers to an 
object outside the content stream, the property list is referred to indirectly as a named resource (see 
14.6.2, “Property Lists”).

14.3.3 Document Information Dictionary

The optional Info entry in the trailer of a PDF file (see 7.5.5, “File Trailer”) shall hold a document information 
dictionary containing metadata for the document; Table 317 shows its contents. Any entry whose value is not 
known should be omitted from the dictionary rather than included with an empty string as its value. 

Table 315 –  Additional entries in a metadata stream dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be 
Metadata for a metadata stream. 

Subtype name (Required) The type of metadata stream that this dictionary describes; shall 
be XML. 

Table 316 –  Additional entry for components having metadata  

Key Type Value

Metadata stream (Optional; PDF 1.4) A metadata stream containing metadata for the 
component. 
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メタデータストリームは（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）、文書カタログ内のメタデータエントリを通じて文書に添付することができます。メタデータのフレームワークは、フレームワークで表現メタデータの日付スタンプを提供します。この日付のスタンプと同じかそれ以降の文書情報辞書に記録されているドキュメントの変更日を超える場合、メタデータストリームは、権威として取られなければなりません。ただし、文書情報辞書に記録されている文書の更新日時が後でメタデータストリームの日付スタンプを超える場合、文書はおそらくメタデータストリームを認識していない作家によって保存されています。この場合、文書情報辞書に格納された情報は、メタデータストリーム内の任意の意味的に等価なアイテムを上書きするために取らなければなりません。また、PDFファイルの構成要素は、ストリームとして表さまたは辞書は、メタデータ・エントリを（表316を参照）を有していてもよいです。

一般に、任意のPDFストリームまたは辞書は、メタデータはストリーム限り、それに結合しているか、または実装アーティファクトとしては対照的に辞書には、実際の情報リソースを表します。いくつかのPDF構築物は実装上考慮され、したがって、メタデータを関連付けられていない可能性があります。

メタデータエントリを有し得る正確どのストリームまたは辞書について曖昧さがある場合、メタデータは、実際にデータリソースが記載格納するオブジェクトのできるだけ近くに取り付けなければなりません。

タイリングパターンを記述注4メタデータは、パターンストリームの辞書に取り付けなければならないが、シェーディング、メタデータは、シェーディング辞書にではなく、それを意味する遮光パターン辞書に取り付けられているべきです。同様に、ICCBased色空間を記述するメタデータは、それを記述するICCプロファイルストリームに添付しなければならない、およびフォントのメタデータは、フォントファイルに添付されるべきではなく、フォント辞書に比べてストリーム。

この仕様では、ドキュメントのコンポーネントを記述する注5インチテーブルは、メタデータエントリにのみ、使用される可能性が最も高いであるこれらのためにリストされています。このエントリは、ストリームや辞書として表現他のコンポーネントに表示される場合がありますこと、しかし、覚えておいてください。

•また、メタデータは、コンテンツストリーム内のマークされたコンテンツと関連付けられてもよいです。この関連付けは、キー値beMetadataとは、メタデータストリームの辞書でなければならないものとするプロパティリスト辞書のエントリを含めることによって作成されなければなりません。この構築物はコンテンツストリーム外部オブジェクトを参照するため、プロパティリストが指定されたリソース（14.6.2、「プロパティリスト」を参照）のように間接的に呼ばれています。

14.3.3ドキュメント情報辞書

PDFファイルのトレーラーで、オプションの情報エントリは（7.5.5、「ファイルトレーラ」を参照）、文書のメタデータを含む文書情報辞書を保持しなければなりません。表317は、その内容を示しています。その値は知られていない任意のエントリは、辞書から省略ではなく、その値として空の文字列に含まれるべきです。

キータイプ値

キータイプ値
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Some conforming readers may choose to permit searches on the contents of the document information 
dictionary. To facilitate browsing and editing, all keys in the dictionary shall be fully spelled out, not abbreviated. 
New keys should be chosen with care so that they make sense to users. 

The value associated with any key not specifically mentioned in Table 317 shall be a text string.

Although conforming readers may store custom metadata in the document information dictionary, they may not 
store private content or structural information there. Such information shall be stored in the document 
catalogue instead (see 7.7.2, “Document Catalog”). 

EXAMPLE This example shows a typical document information dictionary.  
 
1 0 obj 

<<  /Title ( PostScript Language Reference, Third Edition ) 
 /Author ( Adobe Systems Incorporated ) 
 /Creator ( Adobe FrameMaker 5 . 5 . 3 for Power Macintosh® ) 
 /Producer ( Acrobat Distiller 3 . 01 for Power Macintosh ) 
 /CreationDate ( D : 19970915110347 - 08 ' 00 ' ) 
 /ModDate ( D : 19990209153925 - 08 ' 00 ' ) 

>> 
endobj

Table 317 –  Entries in the document information dictionary  

Key Type Value

Title text string (Optional; PDF 1.1) The document’s title. 

Author text string (Optional) The name of the person who created the document. 

Subject text string (Optional; PDF 1.1) The subject of the document. 

Keywords text string (Optional; PDF 1.1) Keywords associated with the document. 

Creator text string (Optional) If the document was converted to PDF from another format, 
the name of the conforming product that created the original document 
from which it was converted. 

Producer text string (Optional) If the document was converted to PDF from another format, 
the name of the conforming product that converted it to PDF. 

CreationDate date (Optional) The date and time the document was created, in human-
readable form (see 7.9.4, “Dates”). 

ModDate date (Required if PieceInfo is present in the document catalogue; 
otherwise optional; PDF 1.1) The date and time the document was 
most recently modified, in human-readable form (see 7.9.4, “Dates”). 

Trapped name (Optional; PDF 1.3) A name object indicating whether the document 
has been modified to include trapping information (see 14.11.6, 
“Trapping Support”): 
True The document has been fully trapped; no further trapping 

shall be needed. This shall be the name True, not the 
boolean value true. 

False The document has not yet been trapped. This shall be the 
name False, not the boolean value false.

Unknown Either it is unknown whether the document has been 
trapped or it has been partly but not yet fully trapped; some 
additional trapping may still be needed. 

Default value: Unknown. 
NOTE The value of this entry may be set automatically by the 

software creating the document’s trapping information, or 
it may be known only to a human operator and entered 
manually. 
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一部準拠した読者には、文書情報辞書の内容の検索を許可することもできます。閲覧や編集を容易にするために、辞書内のすべてのキーが完全に省略していない、スペルアウトされなければなりません。彼らはユーザーに意味をなすように、新しいキーは注意して選択する必要があります。

具体的には、表317に記載されていない任意のキーに関連付けられた値は、テキスト文字列でなければなりません。

準拠した読者が文書情報辞書内のカスタムメタデータを格納することができるが、それらはプライベートコンテンツまたはそこに構造情報を保存することはできません。このような情報は（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）の代わりに、文書のカタログに格納されなければなりません。

例この例では、一般的な文書情報辞書を示しています。 1つの0 OBJ << /タイトル（ポストスクリプト言語リファレンス第3版）/著者（Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社））/クリエーター（アドビFrameMakerの5。5。3パワーマッキントッシュ用）/プロデューサー（のAcrobat Distillerの3。01のPower Macintosh用）/ CreationDate（D：19970915110347から08 '00'）/にModDate（D：19990209153925から08 '00'）>> endobj

キータイプ値

文書を別の形式、それが変換された元の文書を作成し、良品の名前からPDFに変換された場合Creatortext文字列（オプション）。

文書を別の形式、PDFに変換準拠した製品の名前からPDFに変換された場合Producertext文字列（オプション）。

人間が読める形式でCreationDatedate（オプション）文書が作成された日付と時刻、（7.9.4、「日付」を参照してください）。

ModDatedate（PieceInfoは、文書のカタログに存在している場合は必須、それ以外の場合は、オプション; PDF 1.1）ドキュメントが最後に変更された日付と時刻を、人間が読める形式で（7.9.4、「日付」を参照してください）。

Trappedname（オプション; PDF 1.3）文書は（「トラッピングのサポート」、14.11.6を参照）の情報をトラップ含むように変更されたかどうかを示す名前のオブジェクト：TrueThe文書が完全に閉じ込められてきました。それ以上のトラップが必要とはなりません。これは名前真の、真実ではないブール値でなければなりません。 FalseTheドキュメントはまだトラッピングされていません。これは、名前の偽のではなく、ブール値はfalseでなければなりません。

未知のいずれかのそれは、文書が捕捉されたか、それは、部分的にではなく、まだ完全に閉じ込められているかどうかは不明です。いくつかの追加のトラップがまだ必要かもしれません。デフォルト値：不明。 NOTEこのエントリの値は、ドキュメントのトラップ情報を作成するソフトウェアによって自動的に設定することができる、またはそれだけで人間のオペレータに知られており、手動で入力することができます。
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14.4 File Identifiers

PDF files may contain references to other PDF files (see 7.11, “File Specifications”). Simply storing a file name, 
however, even in a platform-independent format, does not guarantee that the file can be found. Even if the file 
still exists and its name has not been changed, different server software applications may identify it in different 
ways. Servers running on DOS platforms convert all file names to 8 characters and a 3-character extension. 
Different servers may use different strategies for converting longer file names to this format. 

External file references may be made more reliable by including a file identifier (PDF 1.1) in the file and using it 
in addition to the normal platform-based file designation. Matching the identifier in the file reference with the 
one in the file confirms whether the correct file was found. 

File identifiers shall be defined by the optional ID entry in a PDF file’s trailer dictionary (see 7.5.5, “File Trailer”). 
The ID entry is optional but should be used. The value of this entry shall be an array of two byte strings. The 
first byte string shall be a permanent identifier based on the contents of the file at the time it was originally 
created and shall not change when the file is incrementally updated. The second byte string shall be a 
changing identifier based on the file’s contents at the time it was last updated. When a file is first written, both 
identifiers shall be set to the same value. If both identifiers match when a file reference is resolved, it is very 
likely that the correct and unchanged file has been found. If only the first identifier matches, a different version 
of the correct file has been found. 

To help ensure the uniqueness of file identifiers, they should be computed by means of a message digest 
algorithm such as MD5 (described in Internet RFC 1321, The MD5 Message-Digest Algorithm; see the 
Bibliography), using the following information: 

• The current time 

• A string representation of the file’s location, usually a pathname 

• The size of the file in bytes 

• The values of all entries in the file’s document information dictionary (see 14.3.3, “Document Information 
Dictionary”) 

NOTE The calculation of the file identifier need not be reproducible; all that matters is that the identifier is likely to be 
unique. For example, two implementations of the preceding algorithm might use different formats for the 
current time, causing them to produce different file identifiers for the same file created at the same time, but the 
uniqueness of the identifier is not affected. 

14.5 Page-Piece Dictionaries

A page-piece dictionary (PDF 1.3) may be used to hold private conforming product data. The data may be 
associated with a page or form XObject by means of the optional PieceInfo entry in the page object (see 
Table 30) or form dictionary (see Table 95). Beginning with PDF 1.4, private data may also be associated with 
the PDF document by means of the PieceInfo entry in the document catalogue (see Table 28).

NOTE 1 Conforming products may use this dictionary as a place to store private data in connection with that document, 
page, or form. Such private data can convey information meaningful to the conforming product that produces it 
(such as information on object grouping for a graphics editor or the layer information used by Adobe 
Photoshop®) but may be ignored by general-purpose conforming readers. 

As Table 318 shows, a page-piece dictionary may contain any number of entries, each keyed by the name of a 
distinct conforming product or of a well-known data type recognized by a family of conforming products. The 
value associated with each key shall be a data dictionary containing the private data that shall be used by the 
conforming product. The Private entry may have a value of any data type, but typically it is a dictionary 
containing all of the private data needed by the conforming product other than the actual content of the 
document, page, or form. 
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14.4ファイル識別子

PDFファイルは、他のPDFファイルへの参照を（7.11、「ファイル仕様」を参照）を含むことができます。単純にファイル名を格納し、しかし、プラットフォームに依存しない形式で、ファイルを見つけることができることを保証するものではありません。ファイルがまだ存在し、その名前が変更されていない場合であっても、別のサーバー・ソフトウェア・アプリケーションは、さまざまな方法でそれを識別することができます。 DOSプラットフォーム上で実行しているサーバーは、8つの文字にすべてのファイル名と3文字の拡張子を変換します。異なるサーバーは、この形式に長いファイル名を変換するための異なる戦略を使用することができます。

ファイル識別子は、（7.5.5、「ファイルトレーラ」を参照）PDFファイルのトレーラー辞書のオプションIDのエントリによって定義されなければなりません。 IDエントリはオプションですが、使用する必要があります。このエントリの値は、2つのバイト文字列の配列でなければなりません。最初のバイトの文字列は、それが最初に作成された時点でのファイルの内容に基づいて、永久的な識別子でなければならず、ファイルが増分更新されたときに変更してはなりません。第二バイト文字列は、それが最後に更新された時点でファイルの内容に基づいて変更する識別子でなければなりません。ファイルが最初に書き込まれると、両方の識別子が同じ値に設定しなければなりません。ファイル参照が解決されたとき、両方の識別子が一致した場合、それが正しいと変わらないファイルが発見された可能性が非常に高いです。唯一の第一の識別子が一致した場合、正しいファイルの異なるバージョンが発見されました。

ヘルプへのファイル識別子の一意性を保証するため、それらはメッセージの手段によって計算されなければならないような（インターネットRFC 1321に記載され、MD5メッセージダイジェストアルゴリズム;参考文献を参照）MD5のようなダイジェストアルゴリズムを、以下の情報を使用して、。

•通常、ファイルの場所のAの文字列表現、パス名

•ファイルの文書情報辞書内のすべてのエントリの値が（14.3.3参照、「ドキュメント情報辞書」）

NOTEファイル識別子の必要性の計算は再現できません。すべてのこと事項は、識別子は、おそらく一意であるということです。例えば、前述のアルゴリズムの2つの実装は、それらが同時に作成された同じファイルの異なるファイル識別子を生成させ、現在の時間の異なるフォーマットを使用するかもしれないが、識別子の一意性は影響されません。

14.5ページピース辞書

ページピース辞書（PDF 1.3）は、民間準拠の製品データを保持するために使用することができます。データは、ページに関連付けられているか、ページオブジェクト内の任意PieceInfoエントリによってのXObjectを形成することができる（表30を参照）、または辞書を形成する（表95を参照）。 PDF 1.4以降では、プライベートデータは、（表28参照）、文書カタログ内PieceInfoエントリによってPDFドキュメントに関連付けることができます。

注1準拠の製品は、その文書、ページ、またはフォームに関連して個人データを格納する場所として、この辞書を使用することができます。そのような個人データは、それを生成する良品に意味のある情報を伝えることができる（例えば、グラフィックエディタやアドビフォトショップで使用されるレイヤ情報のグループ化オブジェクトに関する情報など）が、汎用の適合読者によって無視されてもよいです。

表318に示すように、ページピース辞書エントリの任意の数の、異なる良品の又は良品のファミリーにより認識周知のデータ・タイプの名称をキーそれぞれを含んでいてもよいです。各キーに関連付けられた値が良品で使用しなければならないプライベートデータを含むデータ・ディクショナリでなければなりません。プライベートエントリは、任意のデータ型の値を有することができるが、一般的には、ドキュメント、ページ、またはフォームの実際の内容以外に準拠した製品で必要とされる個人データのすべてを含む辞書です。
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The LastModified entry indicates when this conforming product last altered the content of the page or form. If 
the page-piece dictionary contains several data dictionaries, their modification dates can be compared with 
those in the corresponding entry of the page object or form dictionary (see Table 30 and Table 95), or the 
ModDate entry of the document information dictionary (see Table 317), to ascertain which data dictionary 
corresponds to the current content of the page or form. Because some platforms may use only an approximate 
value for the date and time or may not deal correctly with differing time zones, modification dates shall be
compared only for equality and not for sequential ordering. 

NOTE 2 It is possible for two or more data dictionaries to have the same modification date. Conforming products can 
use this capability to define multiple or extended versions of the same data format. For example, suppose that 
earlier versions of a conforming product use an data dictionary named PictureEdit, and later versions of the 
same conforming product extend the data to include additional items not previously used. The original data 
could continue to be kept in the PictureEdit dictionary and the additional items placed in a new dictionary 
named PictureEditExtended. This allows the earlier versions of the conforming product to continue to work as 
before, and later versions are able to locate and use the extended data items. 

14.6 Marked Content

14.6.1 General

Marked-content operators (PDF 1.2) may identify a portion of a PDF content stream as a marked-content 
element of interest to a particular conforming product. Marked-content elements and the operators that mark 
them shall fall into two categories: 

• The MP and DP operators shall designate a single marked-content point in the content stream. 

• The BMC, BDC, and EMC operators shall bracket a marked-content sequence of objects within the 
content stream. 

NOTE 1 This is a sequence not simply of bytes in the content stream but of complete graphics objects. Each object is 
fully qualified by the parameters of the graphics state in which it is rendered. 

NOTE 2 A graphics application, for example, might use marked content to identify a set of related objects as a group to 
be processed as a single unit. A text-processing application might use it to maintain a connection between a 
footnote marker in the body of a document and the corresponding footnote text at the bottom of the page. The 
PDF logical structure facilities use marked-content sequences to associate graphical content with structure 
elements (see 14.7.4, “Structure Content”). Table 320 summarizes the marked-content operators. 

All marked-content operators except EMC shall take a tag operand indicating the role or significance of the 
marked-content element to the conforming reader. All such tags shall be registered with Adobe Systems (see 

Table 318 –  Entries in a page-piece dictionary  

Key Type Value

any conforming
product name or well-
known data type

dictionary A data dictionary (see Table 319). 

Table 319 –  Entries in an data dictionary  

Key Type Value

LastModified date (Required) The date and time when the contents of the 
document, page, or form were most recently modified by this 
conforming product. 

Private (any) (Optional) Any private data appropriate to the conforming 
product, typically in the form of a dictionary. 
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LastModifiedのエントリは、この良品が最後のページまたはフォームの含有量を変化させたときに示します。ページピース辞書は、複数のデータ辞書を含んでいる場合、その修正日付は、ページオブジェクトまたはフォーム辞書の対応するエントリにおけるもの（表30および表95を参照されたい）、または文書情報辞書のにModDateエントリと比較することができる（参照確かめるために表317）、そのデータは、ページまたはフォームの現在のコンテンツに対応する辞書。いくつかのプラットフォームでは、日付と時刻のための唯一の近似値を使用したり、異なるタイムゾーンに正しく対処できない場合がありますので、変更日は、順次発注のための平等とはないためbecomparedなりません。

2つ以上のデータ辞書が同じ変更日を持っているため注2それは可能です。良品は、同じデータフォーマットの複数または拡張バージョンを定義するには、この機能を使用することができます。例えば、良品の使用の以前のバージョンPictureEditという名前のデータディクショナリと同じ良品のそれ以降のバージョンが以前に使用されていない追加項目を含むようにデータを拡張したとします。元のデータがPictureEdit辞書とPictureEditExtendedという名前の新しい辞書に配置された追加項目に保持されるように続けることができます。これは、準拠製品の以前のバージョンでは、以前のように仕事を続けることができ、以降のバージョンでは、拡張データアイテムを見つけて使用することができます。

14.6マークされたコンテンツ

14.6.1一般的な

•BMC、BDC、およびEMCの事業者は、コンテンツストリーム内のオブジェクトのマーク・コンテンツのシーケンスを囲むものとします。

NOTE 2Aグラフィックス・アプリケーションは、例えば、グループは単一のユニットとして処理されるように、関連オブジェクトのセットを識別するためにマークされたコンテンツを使用するかもしれません。テキスト処理アプリケーションは、文書の本文の脚注マーカー、ページの下部に対応する脚注のテキストとの間の接続を維持するためにそれを使用する場合があります。 PDF論理構造設備が（14.7.4、「構造含有率」を参照）構造要素に関連付けるグラフィックコンテンツにマークされ、コンテンツのシーケンスを使用しています。表320は、マーク・コンテンツ事業者をまとめました。

キータイプ値

任意のconformingproduct名または既知のデータ型

キータイプ値

LastModifieddate（必須）文書、ページ、またはフォームの内容は、最近、この準拠した製品が変更された日付と時刻。

民間準拠した製品への（任意の）（オプション）任意の個人データの適切な、通常の辞書の形態です。
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Annex E) to avoid conflicts between different applications marking the same content stream. In addition to the 
tag operand, the DP and BDC operators shall specify a property list containing further information associated 
with the marked content. Property lists are discussed further in 14.6.2, “Property Lists.”

Marked-content operators may appear only between graphics objects in the content stream. They may not 
occur within a graphics object or between a graphics state operator and its operands. Marked-content 
sequences may be nested one within another, but each sequence shall be entirely contained within a single 
content stream.

NOTE 3 A marked-content sequence may not cross page boundaries. 

NOTE 4 The Contents entry of a page object (see 7.7.3.3, “Page Objects”), which may be either a single stream or an 
array of streams, is considered a single stream with respect to marked-content sequences. 

When the marked-content operators BMC, BDC, and EMC are combined with the text object operators BT and 
ET (see 9.4, “Text Objects”), each pair of matching operators (BMC … EMC, BDC … EMC, or BT … ET) shall be 
properly (separately) nested. Therefore, the sequences 

BMC BT 
BT BMC 

… and … 
ET EMC 

EMC ET 

are valid, but 

BMC BT 
BT BMC 

… and … 
EMC ET 

BT EMC 

are not valid. 

Table 320 –  Marked-content operators  

Operands Operator Description

tag MP Designate a marked-content point. tag shall be a name object indicating 
the role or significance of the point. 

tag properties DP Designate a marked-content point with an associated property list. tag
shall be a name object indicating the role or significance of the point. 
properties shall be either an inline dictionary containing the property list or 
a name object associated with it in the Properties subdictionary of the 
current resource dictionary (see 14.6.2, “Property Lists”). 

tag BMC Begin a marked-content sequence terminated by a balancing EMC
operator. tag shall be a name object indicating the role or significance of 
the sequence. 

tag properties BDC Begin a marked-content sequence with an associated property list, 
terminated by a balancing EMC operator. tag shall be a name object 
indicating the role or significance of the sequence. properties shall be 
either an inline dictionary containing the property list or a name object 
associated with it in the Properties subdictionary of the current resource 
dictionary (see 14.6.2, “Property Lists”). 

— EMC End a marked-content sequence begun by a BMC or BDC operator. 

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved553

PDF 32000-1：2008

附属書E）同じコンテンツストリームをマーキング異なるアプリケーション間の競合を避けるために。タグオペランドに加えて、DPとBDC演算子は、マークされたコンテンツに関連するさらなる情報を含むプロパティリストを指定しなければなりません。プロパティリストは、14.6.2でさらに「プロパティリスト」を議論しています

マーク・コンテンツ事業者はコンテンツストリームでのみグラフィックスオブジェクト間で表示されることがあります。彼らは、グラフィックスオブジェクト内またはグラフィックス状態演算子とそのオペランドの間に発生しません。マークされたコンテンツ配列が別の内のネストされたものであってもよいが、各配列は、完全に単一のコンテンツストリーム内に含まれなければなりません。

注4ページオブジェクトのコンテンツエントリ単一ストリームまたはストリームのアレイのいずれかであってもよい、（7.7.3.3を参照、「ページオブジェクト」）、マークされたコンテンツの配列に対する単一ストリームであると考えられます。

マーク・コンテンツ事業者BMC、BDC、およびEMCが組み合わされた場合、テキストオブジェクトの事業者BTとET、マッチング演算子（BMC ... EMC、BDC ... EMC、またはBT ... ETの各ペア（9.4、「テキストオブジェクト」を参照してください） ）正しく（別途）入れ子にされなければなりません。そのため、シーケンス

有効ですが、

オペランド演算子説明

タグのプロパティは、関連するプロパティリストでマークされたコンテンツのポイントをDPDesignate。ポイントの役割や意義を示す名前オブジェクトでtagshall。プロパティは、プロパティリストまたは現在のリソースディクショナリのプロパティサブディクショナリには、それに関連付けられた名前のオブジェクトを（14.6.2、「プロパティリスト」を参照）を含むインライン辞書のいずれかでなければなりません。

バランシングEMCのオペレータによって終了、関連するプロパティリストでマークされたコンテンツのシーケンス、BDCBeginタグのプロパティ。タグは、シーケンスの役割や意義を示す名前オブジェクトでなければなりません。プロパティは、プロパティリストまたは現在のリソースディクショナリのプロパティサブディクショナリには、それに関連付けられた名前のオブジェクトを（14.6.2、「プロパティリスト」を参照）を含むインライン辞書のいずれかでなければなりません。
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14.6.2 Property Lists

The marked-content operators DP and BDC associate a property list with a marked-content element within a 
content stream. The property list is a dictionary containing private information meaningful to the conforming 
writer creating the marked content. Conforming products should use the dictionary entries in a consistent way; 
the values associated with a given key should always be of the same type (or small set of types). 

If all of the values in a property list dictionary are direct objects, the dictionary may be written inline in the 
content stream as a direct object. If any of the values are indirect references to objects outside the content 
stream, the property list dictionary shall be defined as a named resource in the Properties subdictionary of the 
current resource dictionary (see 7.8.3, “Resource Dictionaries”) and referenced by name as the properties
operand of the DP or BDC operator. 

14.6.3 Marked Content and Clipping

Some PDF path and text objects are defined purely for their effect on the current clipping path, without the 
objects actually being painted on the page. This occurs when a path object is defined using the operator 
sequence W n or W* n (see 8.5.4, “Clipping Path Operators”) or when a text object is painted in text rendering 
mode 7 (see 9.3.6, “Text Rendering Mode”). Such clipped, unpainted path or text objects are called clipping 
objects. When a clipping object falls within a marked-content sequence, it shall not be considered part of the 
sequence unless the entire sequence consists only of clipping objects. In Example 1, for instance, the marked-
content sequence tagged Clip includes the text string ( Clip me ) but not the rectangular path that defines the 
clipping boundary. 

EXAMPLE 1 /Clip BMC 
100 100 10 10 re W n % Clipping path 
( Clip me ) Tj % Object to be clipped 

EMC

Only when a marked-content sequence consists entirely of clipping objects shall the clipping objects be 
considered part of the sequence. In this case, the sequence is known as a marked clipping sequence. Such 
sequences may be nested. In Example 2, for instance, multiple lines of text are used to clip a subsequent 
graphics object (in this case, a filled path). Each line of text shall be bracketed within a separate marked 
clipping sequence, tagged Pgf. The entire series shall be bracketed in turn by an outer marked clipping 
sequence, tagged Clip. 

NOTE The marked-content sequence tagged ClippedText is not a marked clipping sequence, since it contains a filled 
rectangular path that is not a clipping object. The clipping objects belonging to the Clip and Pgf sequences are 
therefore not considered part of the ClippedText sequence. 

EXAMPLE 2 /ClippedText BMC 
/Clip << … >> 

BDC 
BT 

7 Tr % Begin text clip mode 
/Pgf BMC 

( Line 1 ) Tj 
EMC 
/Pgf BMC 

( Line ) ' 
( 2 ) Tj 

EMC 
ET % Set current text clip 

EMC 
100 100 10 10 re f % Filled path 

EMC

The precise rules governing marked clipping sequences shall be as follows: 

• A clipping object shall be a path object ended by the operator sequence W n or W* n or a text object 
painted in text rendering mode 7. 
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14.6.2プロパティリスト

プロパティリスト辞書のすべての値は、直接オブジェクトである場合、辞書は直接目的としてコンテンツストリームにインラインで書き込まれてもよいです。値のいずれかがコンテンツストリーム外のオブジェクトへの間接参照がある場合は、プロパティリストの辞書は、現在のリソースディクショナリのプロパティサブディクショナリの名前付きリソースとして定義されなければならない（7.8.3、「リソース辞書」を参照）と名前で参照DPまたはBDCオペレータのpropertiesoperandとして。

14.6.3マークされたコンテンツとクリッピング

いくつかのPDFパスやテキストオブジェクトは、実際にページに描かれているオブジェクトずに、現在のクリッピングパスに対するその効果について純粋に定義されています。これは、（9.3.6を参照して、「テキストパスオブジェクトが定義されている場合*オペレーター配列W nまたはWを使用して発生N（8.5.4、「クリッピングパス演算子」を参照）またはテキストオブジェクトがテキストのレンダリングモード7に描かれている場合レンダリングモード」）。このようなクリッピングされ、塗装されていないパスやテキストオブジェクトは、クリッピングオブジェクトと呼ばれます。クリッピングオブジェクトがマーク・コンテンツシーケンス内であれば全体のシーケンスが唯一のクリッピングオブジェクトで構成されていない限り、それはシーケンスの一部とはみなされないもの実施例1では、例えば、マークされたコンテンツのシーケンスは、クリップがクリップ境界を定義する文字列（MEクリップ）なく矩形経路を含むタグ付けされました。

実施例1 / EMCをクリッピングするW再BMC 100 100 10 10 N％のクリッピングパス（MEクリップ）のTJ％オブジェクトクリップ

マーク・コンテンツのシーケンスは、オブジェクトをクリッピングで完全に構成されていた場合にのみクリッピングオブジェクトは、シーケンスの一部とみなされなければなりません。この場合、シーケンスは、マークされたクリッピング配列としても知られています。このような配列は入れ子にすることができます。実施例2では、例えば、複数行のテキスト（この場合、充填されたパスに）次のグラフィックスオブジェクトをクリップするために使用されます。テキストの各行が個別のマークされたクリッピング配列内括弧されなければならない、PGFをタグ付け。シリーズ全体では、外マークされたクリッピング・シーケンス、タグ付けされたクリップで順番に括弧れなければなりません。

NOTEマークコンテンツシーケンスは、クリッピングオブジェクトでない充填長方形のパスを含むのでClippedTextは、顕著なクリッピング配列ではないタグ付けされました。クリップに属するクリッピングオブジェクトおよびPGFシーケンスは、したがって、ClippedTextシーケンスの一部とはみなされません。

【実施例2 / ClippedText BMC /クリップ<< ... >> BDC BT 7 Trの％は、（2）TjのEMC ET％を設定し、現在のテキストクリップEMC 100 'テキストクリップモード/ PGF BMC（1号線）TjのEMC / PGF BMC（ライン）を開始します100 10 10再％F充填経路EMC
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• An invisible graphics object shall be a path object ended by the operator n only (with no preceding W or 
W*) or a text object painted in text rendering mode 3. 

• A visible graphics object shall be a path object ended by any operator other than n, a text object painted in 
any text rendering mode other than 3 or 7, or any XObject invoked by the Do operator. 

• An empty marked-content element shall be a marked-content point or a marked-content sequence that 
encloses no graphics objects. 

• A marked clipping sequence shall be a marked-content sequence that contains at least one clipping object 
and no visible graphics objects. 

• Clipping objects and marked clipping sequences shall be considered part of an enclosing marked-content 
sequence only if it is a marked clipping sequence. 

• Invisible graphics objects and empty marked-content elements shall always be considered part of an 
enclosing marked-content sequence, regardless of whether it is a marked clipping sequence. 

• The q (save) and Q (restore) operators may not occur within a marked clipping sequence. 

Example 3 illustrates the application of these rules. Marked-content sequence S4 is a marked clipping 
sequence because it contains a clipping object (clipping path 2) and no visible graphics objects. Clipping path 2 
is therefore considered part of sequence S4. Marked-content sequences S1, S2, and S3 are not marked 
clipping sequences, since they each include at least one visible graphics object. Thus, clipping paths 1 and 2 
are not part of any of these three sequences. 

EXAMPLE 3 /S1 BMC 
/S2 BMC 

/S3 BMC 
0 0 m 
100 100 l 
0 100 l W n % Clipping path 1 

 
0 0 m 
200 200 l 
0 100 l f % Filled path 

EMC 
 

/S4 BMC 
0 0 m 
300 300 l 
0 100 l W n % Clipping path 2 

EMC 
EMC 
100 100 10 10 re f % Filled path 

EMC

In Example 4 marked-content sequence S1 is a marked clipping sequence because the only graphics object it 
contains is a clipping path. Thus, the empty marked-content sequence S3 and the marked-content point P1 are 
both part of sequence S2, and S2, S3, and P1 are all part of sequence S1. 

EXAMPLE 4 /S1 BMC 
… Clipping path … 
/S2 BMC 

/S3 BMC 
EMC 
/P1 DP 

EMC 
EMC
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•可視のグラフィックオブジェクトがn以外のオペレータが終わったパスオブジェクトでなければならない、3または7、または任意のXObject以外の任意のテキストレンダリングモードで描かれたテキストオブジェクトは、DOオペレータによって呼び出されます。

•非表示のグラフィックスオブジェクトと空のマーク・コンテンツの要素は関係なく、常にそれがマークされ、クリッピング配列であるかどうかの、囲みマーク・コンテンツのシーケンスの一部とみなされなければなりません。

実施例3は、これらの規則の適用を示します。それはクリッピングオブジェクト（クリッピングパス2）と目に見えるグラフィックオブジェクトが含まれているため、マークされたコンテンツシーケンスS4は顕著クリッピング配列です。クリッピングパス2は、したがって、シーケンスS4の一部とみなされます。それらそれぞれは、少なくとも一つの可視グラフィック・オブジェクトを含むので、マークされたコンテンツのシーケンスS1、S2、及びS3は、クリッピング配列をマークされていません。したがって、クリッピングパス1及び2は、これら3つの配列の任意の一部ではありません。

実施例3 / S1 BMC / S2 BMC / S3 BMC 0 M 100 100 L 0は100リットルW N％1 0 0パスをクリッピングM 200 200 L 0は100のLF％充填経路EMC / S4 BMC 0 M 300 300 L 0は100 n個の％クリッピングパス2 EMC EMC 100 100 10 10再F％充填路EMC W L

唯一のグラフィッククリッピングパスであり、それが含むオブジェクトので、実施例4とマークコンテンツシーケンスS1においては、マークされたクリッピング配列です。したがって、空のマークされたコンテンツシーケンスS3とマークされたコンテンツポイントP1シーケンスS2、及びS2、S3、及びP1の両方の部分は、すべてのシーケンスS1の一部です。

実施例4 / S1 BMC ...パスをクリッピング... / S2 BMC / S3 BMC EMC / P1 DP EMC EMC
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In Example 5 marked-content sequences S1 and S4 are marked clipping sequences because the only object 
they contain is a clipping path. Hence the clipping path is part of sequences S1 and S4; S3 is part of S2; and 
S2, S3, and S4 are all part of S1. 

EXAMPLE 5 /S1 BMC 
/S2 BMC 

/S3 BMC 
EMC 

EMC 
 

/S4 BMC 
… Clipping path … 

EMC 
EMC

14.7 Logical Structure

14.7.1 General

PDF’s logical structure facilities (PDF 1.3) shall provide a mechanism for incorporating structural information 
about a document’s content into a PDF file. Such information may include the organization of the document into 
chapters and sections or the identification of special elements such as figures, tables, and footnotes. The 
logical structure facilities shall be extensible, allowing conforming writers to choose what structural information 
to include and how to represent it, while enabling conforming readers to navigate a file without knowing the 
producer’s structural conventions. 

PDF logical structure shares basic features with standard document markup languages such as HTML, SGML, 
and XML. A document’s logical structure shall be expressed as a hierarchy of structure elements, each 
represented by a dictionary object. Like their counterparts in other markup languages, PDF structure elements 
may have content and attributes. In PDF, rendered document content takes over the role occupied by text in 
HTML, SGML, and XML. 

A PDF document’s logical structure shall be stored separately from its visible content, with pointers from each 
to the other. This separation allows the ordering and nesting of logical elements to be entirely independent of 
the order and location of graphics objects on the document’s pages. 

The Markings entry in the document catalogue (see 7.7.2, “Document Catalog”) shall specify a mark 
information dictionary, whose entries are shown in Table 321. It provides additional information relevant to 
specialized uses of structured PDF documents.

Table 321 –  Entries in the mark information dictionary  

Key Type Value

Marked boolean (Optional) A flag indicating whether the document conforms to Tagged 
PDF conventions (see 14.8, “Tagged PDF”). Default value: false. 
If Suspects is true, the document may not completely conform to Tagged 
PDF conventions.

UserProperties boolean (Optional; PDF 1.6) A flag indicating the presence of structure elements 
that contain user properties attributes (see 14.7.5.4, “User Properties”). 
Default value: false. 

Suspects boolean (Optional; PDF 1.6) A flag indicating the presence of tag suspects (see 
14.8.2.3, “Page Content Order”). Default value: false. 
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そこに含まれる唯一の目的は、クリッピングパスであるため、実施例5とマークコンテンツシーケンスS1及びS4は、クリッピング配列をマークされています。従ってクリッピングパスは、配列S1とS4の一部です。 S3はS2の一部です。そしてS2、S3、及びS4は、S1のすべての部分です。

実施例5 / S1 BMC / S2 BMC / S3 BMC EMC EMC / S4 BMC ...クリッピングパス... EMC EMC

14.7論理構造

14.7.1一般的な

PDFの論理構造施設（PDF 1.3）は、PDFファイルに文書の内容についての構造情報を組み込むためのメカニズムを提供しなければなりません。そのような情報は、章やセクションへのドキュメントの組織又は図面、表、脚注などの特殊要素の識別を含むことができます。論理構造設備が準拠するライターが含まれるように、プロデューサーの構造規則を知らなくても、ファイルを移動するために準拠した読者を可能にしながら、どのようにそれを表現するために、構造情報を選択することができ、拡張可能なものでなければなりません。

PDF論理構造を共有し、このようなHTML、SGML、およびXMLなどの標準文書のマークアップ言語の基本的な機能を備えています。文書の論理構造は、構造要素、辞書オブジェクトによって表されるそれぞれの階層として表現されなければなりません。他のマークアップ言語での対応と同様に、PDFの構造要素は、コンテンツと属性を有することができます。 PDFでは、レンダリングされた文書の内容は、役割がHTML、SGML、およびXMLのテキストによって占め引き継ぎます。

PDF文書の論理構造は、他の各からのポインタで、その目に見える内容とは別に保存されなければなりません。この分離は、論理的な要素の順序とネスティングは、文書のページ上のグラフィックスオブジェクトの順序と位置を完全に独立させることができます。

文書カタログでマーキングエントリは（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）、そのエントリを表321に示した。これは、構造化PDF文書の特殊な使用法に関連する追加情報を提供するマーク情報の辞書を、指定します。

キータイプ値

Markedboolean（オプション）タグ付きPDFの規約にドキュメント準拠しているかどうかを示すフラグ（14.8、「タグ付きPDF」を参照してください）。デフォルト値：falseを。容疑者がtrueの場合、文書が完全タグ付きPDFの規則に準拠しない場合があります。

UserPropertiesboolean（オプション、PDF 1.6）ユーザープロパティ属性を含む構造要素が存在することを示すフラグ（14.7.5.4、「ユーザーのプロパティ」を参照）。デフォルト値：falseを。

Suspectsboolean（オプション; PDF 1.6）タグ容疑者の存在を示すフラグ（「ページコンテンツの順序を」14.8.2.3を参照してください）。デフォルト値：falseを。
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14.7.2 Structure Hierarchy

The logical structure of a document shall be described by a hierarchy of objects called the structure hierarchy
or structure tree. At the root of the hierarchy shall be a dictionary object called the structure tree root, located by 
means of the StructTreeRoot entry in the document catalogue (see 7.7.2, “Document Catalog”). Table 322
shows the entries in the structure tree root dictionary. The K entry shall specify the immediate children of the 
structure tree root, which shall be structure elements. 

Structure elements shall be represented by a dictionary, whose entries are shown in Table 323. The K entry 
shall specify the children of the structure element, which may be zero or more items of the following kinds:

• Other structure elements

• References to content items, which are either marked-content sequences (see 14.6, “Marked Content”) or 
complete PDF objects such as XObjects and annotations. These content items represent the graphical 
content, if any, associated with a structure element. Content items are discussed in detail in 14.7.4, 
“Structure Content.”

Table 322 –  Entries in the structure tree root  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; 
shall be StructTreeRoot for a structure tree root. 

K dictionary 
or array

(Optional) The immediate child or children of the structure tree root in 
the structure hierarchy. The value may be either a dictionary 
representing a single structure element or an array of such 
dictionaries. 

IDTree name tree (Required if any structure elements have element identifiers) A name 
tree that maps element identifiers (see Table 323) to the structure 
elements they denote. 

ParentTree number tree (Required if any structure element contains content items) A number 
tree (see 7.9.7, “Number Trees”) used in finding the structure 
elements to which content items belong. Each integer key in the 
number tree shall correspond to a single page of the document or to 
an individual object (such as an annotation or an XObject) that is a 
content item in its own right. The integer key shall be the value of the 
StructParent or StructParents entry in that object (see 14.7.4.4, 
“Finding Structure Elements from Content Items”). The form of the 
associated value shall depend on the nature of the object: 
For an object that is a content item in its own right, the value shall be 
an indirect reference to the object’s parent element (the structure 
element that contains it as a content item). 
For a page object or content stream containing marked-content 
sequences that are content items, the value shall be an array of 
references to the parent elements of those marked-content 
sequences. 
See 14.7.4.4, “Finding Structure Elements from Content Items” for 
further discussion. 

ParentTreeNext
Key

integer (Optional) An integer greater than any key in the parent tree, shall be 
used as a key for the next entry added to the tree. 

RoleMap dictionary (Optional) A dictionary that shall map the names of structure types 
used in the document to their approximate equivalents in the set of 
standard structure types (see 14.8.4, “Standard Structure Types”). 

ClassMap dictionary (Optional) A dictionary that shall map name objects designating 
attribute classes to the corresponding attribute objects or arrays of 
attribute objects (see 14.7.5.2, “Attribute Classes”). 
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14.7.2構造階層

文書の論理構造は、構造hierarchyor構造ツリーと呼ばれるオブジェクトの階層によって記述されなければなりません。階層のルートに文書カタログ内StructTreeRootエントリによって位置、構造ツリーのルート、（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）と呼ばれる辞書オブジェクトでなければなりません。表は、構造ツリーのルート辞書のエントリを322shows。 Kエントリは構造要素でなければならない構造ツリーのルートの直下の子を指定しなければなりません。

構造要素は、そのエントリKエントリは、以下の種類のゼロ以上のアイテムであってもよい、構造要素の子を指定する、表323に示されている辞書で表さなければなりません。

•その他の構成要素

•いずれかのマーク・コンテンツされているコンテンツ項目、列への参照を（14.6、「マーク付きコンテンツ」を参照）、または完全なPDFをXObjectsや注釈などのオブジェクト。 、構成要素に関連付けられた任意の場合、これらのコンテンツアイテムは、グラフィック・コンテンツを表します。コンテンツ項目は、「構造の内容。」、14.7.4で詳しく説明されています

キータイプ値

（任意の構造要素は、コンテンツ項目が含まれている場合は必須）ParentTreenumberツリーコンテンツアイテムが属する構造要素を見つけるために使用される数の木（「ナンバー木」、7.9.7を参照してください）。数ツリー内の各整数キーは、文書の1ページ、またはそれ自体でコンテンツアイテムである（例えば、注釈又はのXObjectなど）は、個々のオブジェクトに対応しなければなりません。整数キーは（14.7.4.4、「コンテンツアイテムから検索構造要素」を参照してください）、そのオブジェクト内StructParentまたはStructParentsエントリの値でなければなりません。関連付けられた値の形式は、オブジェクトの性質に依存しなければならない：それ自体でコンテンツアイテムであるオブジェクトの場合、値は、オブジェクトの親要素（コンテンツとしてそれを含む構造要素への間接参照でなければなりません項目）。ページ・オブジェクトまたはコンテンツ項目でマークされたコンテンツのシーケンスを含むコンテンツストリームの場合、値はこれらのマークされたコンテンツ・シーケンスの親要素への参照の配列でなければなりません。さらなる議論のために、「コンテンツアイテムから構造要素の検索」、14.7.4.4を参照してください。

ParentTreeNextKeyinteger（任意）親ツリー内の任意のキーよりも大きい整数は、ツリーに追加次のエントリのキーとして使用しなければなりません。

RoleMapdictionary（オプション）標準構造型のセットで彼らのおおよそ同等に文書で使用される構造タイプの名前をマッピングするものと辞書（14.8.4、「標準構造型」を参照してください）。

名前をマッピングしなければならClassMapdictionary（オプション）辞書は（14.7.5.2、「属性クラス」を参照）属性オブジェクトの対応する属性オブジェクトまたは配列に属性クラスを指定するオブジェクト。
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Table 323 –  Entries in a structure element dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if 
present, shall be StructElem for a structure element. 

S name (Required) The structure type, a name object identifying the 
nature of the structure element and its role within the document, 
such as a chapter, paragraph, or footnote (see 14.7.3, “Structure 
Types”). Names of structure types shall conform to the guidelines 
described in Annex E. 

P dictionary (Required; shall be an indirect reference) The structure element 
that is the immediate parent of this one in the structure hierarchy. 

ID byte string (Optional) The element identifier, a byte string designating this 
structure element. The string shall be unique among all elements 
in the document’s structure hierarchy. The IDTree entry in the 
structure tree root (see Table 322) defines the correspondence 
between element identifiers and the structure elements they 
denote. 

Pg dictionary (Optional; shall be an indirect reference) A page object 
representing a page on which some or all of the content items 
designated by the K entry shall be rendered. 

K (various) (Optional) The children of this structure element. The value of this 
entry may be one of the following objects or an array consisting of 
one or more of the following objects: 
• A structure element dictionary denoting another structure 

element
• An integer marked-content identifier denoting a marked-

content sequence 
• A marked-content reference dictionary denoting a marked-

content sequence 
• An object reference dictionary denoting a PDF object 
Each of these objects other than the first (structure element 
dictionary) shall be considered to be a content item; see 14.7.4, 
“Structure Content” for further discussion of each of these forms of 
representation. 
If the value of K is a dictionary containing no Type entry, it shall be 
assumed to be a structure element dictionary. 

A (various) (Optional) A single attribute object or array of attribute objects 
associated with this structure element. Each attribute object shall 
be either a dictionary or a stream. If the value of this entry is an 
array, each attribute object in the array may be followed by an 
integer representing its revision number (see 14.7.5, “Structure 
Attributes,” and 14.7.5.3, “Attribute Revision Numbers”). 

C name or array (Optional) An attribute class name or array of class names 
associated with this structure element. If the value of this entry is 
an array, each class name in the array may be followed by an 
integer representing its revision number (see 14.7.5.2, “Attribute 
Classes,” and 14.7.5.3, “Attribute Revision Numbers”). 
If both the A and C entries are present and a given attribute is 
specified by both, the one specified by the A entry shall take 
precedence. 

R integer (Optional) The current revision number of this structure element 
(see 14.7.5.3, “Attribute Revision Numbers”). The value shall be a 
non-negative integer. Default value: 0. 
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キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、構造要素のためStructElemしなければなりません。

SNAME（必須）構造の種類、構造要素の性質や、章、節、または脚注など、ドキュメント内での役割を、特定の名前のオブジェクト（14.7.3、「構造型」を参照してください）。構造タイプの名前は、附属書Eに説明するガイドラインに適合しなければなりません

IDbyte列（オプション）要素識別子、この構成要素を指定するバイト列。文字列は、文書の構造階層内のすべての要素の中で一意でなければなりません。構造ツリーのルートにIDTreeエントリ（表322を参照）要素識別子と、それらが表す構成要素との対応関係を規定します。

これらの各々は、コンテンツアイテムであると考えなければならない最初の（構成要素辞書）以外のオブジェクト。表現のこれらの形態のそれぞれのさらなる議論のための14.7.4、「構造含有率」を参照してください。 Kの値は全くタイプのエントリを含まない辞書である場合、構造要素辞書であると仮定しなければなりません。

属性の（任意）（様々な）単一の属性オブジェクトまたは配列は、この構成要素に関連付けられたオブジェクト。各属性のオブジェクトは、辞書またはストリームのいずれかでなければなりません。このエントリの値が配列の場合、アレイ内の各属性オブジェクトは、（14.7.5、「構造属性」、および14.7.5.3、「属性リビジョン番号」を参照）、そのリビジョン番号を表す整数が続いてもよいです。

CNAMEまたは配列（オプション）属性のクラス名や、この構造要素に関連付けられたクラス名の配列。このエントリの値が配列の場合、アレイ内の各クラス名は（14.7.5.2、「属性クラス」および14.7.5.3、「属性リビジョン番号」を参照）、そのリビジョン番号を表す整数が続いてもよいです。両方のAとCのエントリが存在し、特定の属性の両方を指定した場合、Aのエントリで指定された一つが優先されるものとします。

Rinteger（オプション）この構造要素の現在のリビジョン番号（14.7.5.3、「属性リビジョン番号」を参照）。値は非負の整数でなければなりません。デフォルト値：0。
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14.7.3 Structure Types

Every structure element shall have a structure type, a name object that identifies the nature of the structure 
element and its role within the document (such as a chapter, paragraph, or footnote). To facilitate the 
interchange of content among conforming products, PDF defines a set of standard structure types; see 14.8.4, 
“Standard Structure Types.” Conforming products are not required to adopt them, however, and may use any 
names for their structure types. 

Where names other than the standard ones are used, a role map may be provided in the structure tree root, 
mapping the structure types used in the document to their nearest equivalents in the standard set. 

NOTE 1 A structure type named Section used in the document might be mapped to the standard type Sect. The 
equivalence need not be exact; the role map merely indicates an approximate analogy between types, 
allowing conforming products to share nonstandard structure elements in a reasonable way. 

NOTE 2 The same structure type may occur as both a key and a value in the role map, and circular chains of 
association are explicitly permitted. Therefore, a single role map may define a bidirectional mapping. A 
conforming reader using the role map should follow the chain of associations until it either finds a structure 
type it recognizes or returns to one it has already encountered. 

NOTE 3 In PDF versions earlier than 1.5, standard element types were never remapped. Beginning with PDF 1.5, an 
element name shall always be mapped to its corresponding name in the role map, if there is one, even if the 
original name is one of the standard types. This shall be done to allow the element, for example, to represent a 
tag with the same name as a standard role, even though its use differs from the standard role.

T text string (Optional) The title of the structure element, a text string 
representing it in human-readable form. The title should 
characterize the specific structure element, such as Chapter 1, 
rather than merely a generic element type, such as Chapter. 

Lang text string (Optional; PDF 1.4) A language identifier specifying the natural 
language for all text in the structure element except where 
overridden by language specifications for nested structure 
elements or marked content (see 14.9.2, “Natural Language 
Specification”). If this entry is absent, the language (if any) 
specified in the document catalogue applies. 

Alt text string (Optional) An alternate description of the structure element and its 
children in human-readable form, which is useful when extracting 
the document’s contents in support of accessibility to users with 
disabilities or for other purposes (see 14.9.3, “Alternate 
Descriptions”). 

E text string (Optional; PDF 1.5) The expanded form of an abbreviation.

ActualText text string (Optional; PDF 1.4) Text that is an exact replacement for the 
structure element and its children. This replacement text (which 
should apply to as small a piece of content as possible) is useful 
when extracting the document’s contents in support of 
accessibility to users with disabilities or for other purposes (see 
14.9.4, “Replacement Text”).

Table 323 –  Entries in a structure element dictionary  (continued)

Key Type Value
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14.7.3構造タイプ

すべての構造要素は、構造式、構造要素と（例えば章、節、または脚注など）、文書内のその役割の性質を識別する名前のオブジェクトを持たなければなりません。良品の間でコンテンツの交換を容易にするために、PDFは、標準的な構造タイプのセットを定義します。 14.8.4は、「標準的な構造タイプを。」準拠した製品は、しかし、それらを採用する必要はありませんし、その構造の種類の任意の名前を使用することができます。

標準以外の名前が使用されている場合は、ロールマップは、標準セットで彼らの最も近い同等の文書で使用される構造タイプのマッピング、構造ツリーのルートに提供することができます。

文書で使用されている注1 A構造タイプという名前のセクションでは、標準タイプのセクトにマップすることがあります。等価性は正確である必要はありません。ロールマップは、単に適合製品が合理的な方法で非標準構造要素を共有することができ、タイプ間のおおよその類似性を示しています。

NOTE 2The同じ構造タイプは、キーとロールマップ内の値の両方として発生する可能性があり、および会合の円形の鎖は、明示的に許可されています。したがって、単一のロールマップは、双方向のマッピングを定義することができます。それはどちらかそれが既に発生したものに、構造、それが認識するタイプやリターンを見つけるまでロールマップを使用して準拠する読者は、団体のチェーンに従ってください。

注3インチのPDFバージョン1.5より前の、標準の要素タイプは、再マップされませんでした。元の名前は、標準タイプのいずれであっても、存在する場合はPDF 1.5以降では、要素名は、常に、ロールマップに対応する名前にマッピングされなければなりません。これは、その使用は、標準の役割と異なっていても、標準の役割と同じ名前のタグを表現するために、例えば、要素をできるようにするために行われなければなりません。

Ttext文字列（オプション）構造要素のタイトル、人間が読める形式でそれを表現するテキスト文字列。タイトルは、むしろ、そのような章、単に一般的な要素の型、より、そのような第1章として、具体的な構造要素を特徴づける必要があります。

Langtext文字列（オプション; PDF 1.4）入れ子構造要素またはマークされたコンテンツのための言語仕様によって上書きされる場合を除いて構造要素のすべてのテキストのための自然言語を指定する言語識別子（「自然言語仕様」、14.9.2を参照してください）。このエントリが存在しない場合は、文書のカタログで指定された言語は、（もしあれば）が適用されます。

障害を持つまたは14.9.3を参照してください（他の目的のためにユーザーにアクセスを支援するために、文書の内容を抽出する際に有用であるでalttext文字列（オプション）人間が読める形式で代替構造要素の記述とその子供たち、「代替の説明「）。

Etext文字列（オプション; PDF 1.5）略語の拡張形式。

ActualTexttext文字列（オプション; PDF 1.4）構造要素とその子のための正確な代替されているテキスト。この置換テキスト（可能な限り、コンテンツの小さなA片とに適用する必要があります）、障害を持つまたは他の目的のためにユーザーにアクセスを支援するために、文書の内容を抽出する際に便利です（14.9.4、「置換テキスト」を参照してください）。

表323  - 構造要素辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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14.7.4 Structure Content

14.7.4.1 General

Any structure element may have associated graphical content, consisting of one or more content items. 
Content items shall be graphical objects that exist in the document independently of the structure tree but are 
associated with structure elements as described in the following sub-clauses. Content items are of two kinds:

• Marked-content sequences within content streams (see 14.7.4.2, “Marked-Content Sequences as Content 
Items”)

• Complete PDF objects such as annotations and XObjects (see 14.7.4.3, “PDF Objects as Content Items”)

The K entry in a structure element dictionary (see Table 323) shall specify the children of the structure element, 
which may include any number of content items, as well as child structure elements that may in turn have 
content items of their own. 

Content items shall be leaf nodes of the structure tree; that is, they may not have other content items nested 
within them for purposes of logical structure. The hierarchical relationship among structure elements shall be
represented entirely by the K entries of the structure element dictionaries, not by nesting of the associated 
content items. Therefore, the following restrictions shall apply:

• A marked-content sequence delimiting a structure content item may not have another marked-content 
sequence for a content item nested within it though non-structural marked content shall be allowed.

• A structure content item shall not invoke (with the Do operator) an XObject that is itself a structure content 
item.

14.7.4.2 Marked-Content Sequences as Content Items

A sequence of graphics operators in a content stream may be specified as a content item of a structure 
element in the following way:

• The operators shall be bracketed as a marked-content sequence between BDC and EMC operators (see 
14.6, “Marked Content”). Although the tag associated with a marked-content sequence is not directly 
related to the document’s logical structure, it should be the same as the structure type of the associated 
structure element. 

• The marked-content sequence shall have a property list (see 14.6.2, “Property Lists”) containing an MCID
entry, which i shall be an integer marked-content identifier that uniquely identifies the marked-content 
sequence within its content stream, as shown in the following example:

EXAMPLE 1 2 0 obj % Page object 
<< /Type /Page 

  /Contents 3 0 R % Content stream 
 … 

>> 
endobj 
 
3 0 obj % Page's content stream 

<< /Length … >> 
stream 

… 
/P << /MCID 0 >> % Start of marked-content sequence 

BDC 
… 
( Here is some text ) Tj 
… 

EMC % End of marked-content sequence 
… 
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14.7.4構造含有率

14.7.4.1一般的な

任意の構造要素は、1つ以上のコンテンツアイテムから成る、グラフィック・コンテンツが関連付けられていてもよいです。コンテンツ項目は、独立して、構造ツリーのドキュメントに存在するが、以下の副節で説明したように構造要素に関連付けられているグラフィカルオブジェクトでなければなりません。コンテンツアイテムは2種類あります。

•マーク・コンテンツコンテンツのストリーム内の配列（14.7.4.2を参照してください、「マーク・コンテンツのコンテンツアイテムとしてシーケンスを」）

•完全なPDFは、このような注釈やXObjectsなどのオブジェクト（「コンテンツアイテムとしてPDFオブジェクト」14.7.4.3を参照してください）

構造要素辞書（表323参照）におけるKのエントリは、任意のコンテンツ項目の数、ならびに順番に、独自のコンテンツアイテムを有していてもよい子構造要素を含むことができる構造要素の子を指定しなければなりません。

コンテンツ項目は、構造ツリーのリーフノードでなければなりません。それは、彼らが論理構造の目的のためにそれらの中にネストされた他のコンテンツアイテムを持っていない可能性があり、です。構造要素間の階層関係はない関連するコンテンツアイテムの入れ子により、構造要素辞書のKエントリによって完全berepresentedなければなりません。そのため、以下の制限が適用されなければなりません。

•Aは、非構造マークされたコンテンツが許可されなければならないものの構造コンテンツアイテムを区切るシーケンスがその中にネストされたコンテンツアイテムのために別のマーク・コンテンツのシーケンスを持っていない可能性があり、コンテンツをマーク。

•構造のコンテンツアイテムは、構造コンテンツアイテムそのものであることのXObject（実行（Do）演算子で）を呼び出してはなりません。

コンテンツアイテムとして14.7.4.2Marked  - コンテンツシーケンス

コンテンツストリーム中のグラフィックス演算子の配列は、以下のように構造要素のコンテンツアイテムとして指定することができます。

•事業者はBDCとEMC事業者間のマーク・コンテンツシーケンスとして括弧されなければならない（14.6を参照してください、「マーク付きコンテンツ」）。マークされたコンテンツのシーケンスに関連付けられたタグを直接文書の論理構造に関連していないが、それが関連する構造要素の構造型と同じでなければなりません。

•マークされたコンテンツシーケンスiは一意にコンテンツストリーム内のマークされたコンテンツのシーケンスを識別すること整数マークコンテンツ識別子でなければならないMCIDentryを含むプロパティリストを（14.6.2、「プロパティリスト」を参照）、なければならない、など次の例に示します：
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endstream 
endobj

NOTE This example and the following examples omit required StructParents entries in the objects used as content 
items (see 14.7.4.4, “Finding Structure Elements from Content Items”).

A structure element dictionary may include one or more marked-content sequences as content items by 
referring to them in its K entry (see Table 323). This reference may have two forms:

• A dictionary object called a marked-content reference. Table 324 shows the contents of this type of 
dictionary, which shall specify the marked-content identifier, as well other information identifying the stream 
in which the sequence is contained. Example 2 illustrates the use of a marked-content reference to the 
marked-content sequence shown in Example 3.

• An integer that specifies the marked-content identifier. This may be done in the common case where the 
marked-content sequence is contained in the content stream of the page that is specified in the Pg entry of 
the structure element dictionary. Example 3 shows a structure element that has three children: a marked-
content sequence specified by a marked-content identifier, as well as two other structure elements.

EXAMPLE 2 1 0 obj % Structure element 
<< /Type /StructElem 

  /S /P % Structure type 
  /P … % Parent in structure hierarchy 

  /K << /Type /MCR 
 /Pg 2 0 R % Page containing marked-content sequence 
 /MCID 0 % Marked-content identifier 

>> 
>> 

endobj

EXAMPLE 3 1 0 obj % Containing structure element 
<< /Type /StructElem 

 /S /MixedContainer % Structure type 
 /P … % Parent in structure hierarchy 

Table 324 –  Entries in a marked-content reference dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be 
MCR for a marked-content reference. 

Pg dictionary (Optional; shall be an indirect reference) The page object representing 
the page on which the graphics objects in the marked-content sequence 
shall be rendered. This entry overrides any Pg entry in the structure 
element containing the marked-content reference; it shall be required if 
the structure element has no such entry. 

Stm stream (Optional; shall be an indirect reference) The content stream containing 
the marked-content sequence. This entry should be present only if the 
marked-content sequence resides in a content stream other than the 
content stream for the page (see 8.10, “Form XObjects” and 12.5.5, 
“Appearance Streams”). 
If this entry is absent, the marked-content sequence shall be contained in 
the content stream of the page identified by Pg (either in the marked-
content reference dictionary or in the parent structure element).

StmOwn (any) (Optional; shall be an indirect reference) The PDF object owning the 
stream identified by Stems annotation to which an appearance stream 
belongs. 

MCID integer (Required) The marked-content identifier of the marked-content 
sequence within its content stream. 
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endstream endobj

注：この例と次の例では、（「コンテンツアイテムから構造要素の検索」、14.7.4.4を参照してください）コンテンツアイテムとして使用されるオブジェクトに必要なStructParentsエントリを省略します。

構造要素辞書は、そのKエントリにそれらを参照することにより、コンテンツアイテムなどの1つまたは複数のマークされたコンテンツの配列を含むことができる（表323を参照のこと）。このリファレンスには2つの形式を持っていることがあります。

•辞書オブジェクトは、マーク・コンテンツの参照と呼ばれます。テーブル324が示すマークコンテンツ識別子、ならびに配列が含まれているストリームを識別する他の情報を指定しなければならない辞書のこのタイプの内容。実施例2は、実施例3に示すマークコンテンツシーケンスにマークされたコンテンツの参照の使用を示します。

•マーク・コンテンツ識別子を指定する整数が。これは、マークされたコンテンツシーケンスは構造要素辞書のPgのエントリで指定されたページのコンテンツストリームに含まれている一般的なケースで行うことができます。例えば図3に示す3人の子供が持っている構造要素：マーク・コンテンツシーケンスがマークされ、コンテンツ識別子、ならびに二つの他の構成要素によって指定されました。

実施例2 1 0 OBJ％の構造要素構造の階層/ Kマークコンテンツ配列を含む<< /タイプ/ MCR / Pgの2 0 R％ページに<< /タイプ/ StructElem / S / P％構造型/ P ...％の親/ MCID 0％マーク・コンテンツ識別子>> endobj

キータイプ値

Stmstream、マークされたコンテンツのシーケンスを含むコンテンツストリーム（任意間接参照でなければなりません）。このエントリは（「外観ストリーム」、「フォームXObjects」と12.5.5、8.10を参照）のみページのコンテンツストリーム以外のコンテンツストリームの中にマーク・コンテンツのシーケンスが存在する場合に存在する必要があります。このエントリが存在しない場合、マークされたコンテンツシーケンスが（マークされたコンテンツ参照辞書にまたは親構造要素のいずれか）Pgのにより識別されるページのコンテンツストリームに含まれなければなりません。
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 /Pg 2 0 R % Page containing marked-content sequence 
 /K [ 4 0 R % Three children: a structure element 

  0 % a marked-content identifier 
  5 0 R % another structure element 

 ] 
>> 

endobj 
 
2 0 obj % Page object 

<< /Type /Page 
 /Contents 3 0 R % Content stream 
 … 
>> 

endobj 
 
3 0 obj % Page's content stream 

<< /Length … >> 
stream 

… 
/P << /MCID 0 >> % Start of marked-content sequence 

BDC 
( Here is some text ) Tj 
… 

EMC % End of marked-content sequence 
… 

endstream 
endobj

Content streams other than page contents may also contain marked content sequences that are content items 
of structure elements. The content of form XObjects may be incorporated into structure elements in one of the 
following ways: 

• A Do operator that paints a form XObject may be part of a marked-content sequence that shall be
associated with a structure element (see Example 4). In this case, the entire form XObject shall be
considered to be part of the structure element’s content, as if it were inserted into the marked-content 
sequence at the point of the Do operator. The form XObject shall not in turn contain any marked-content 
sequences associated with this or other structure elements. 

• The content stream of a form XObject may contain one or more marked-content sequences that shall be
associated with structure elements (see Example 5). The form XObject may have arbitrary substructure, 
containing any number of marked-content sequences associated with logical structure elements. However, 
any Do operator that paints the form XObject should not be part of a logical structure content item. 

A form XObject that is painted with multiple invocations of the Do operator may be incorporated into the 
document’s logical structure only by the first method, with each invocation of Do individually associated with a 
structure element. 

EXAMPLE 4 1 0 obj % Structure element 
<< /Type /StructElem 

  /S /P % Structure type 
  /P … % Parent in structure hierarchy 
  /Pg 2 0 R % Page containing marked-content sequence 
  /K 0 % Marked-content identifier 

>> 
endobj 
 
2 0 obj % Page object 

<< /Type /Page 
  /Resources << /XObject << /Fm4 4 0 R >> % Resource dictionary 

>> %     containing form XObject 
  /Contents 3 0 R % Content stream 
 … 
>> 
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•Aドオペレータは、ペイント、フォームのXObjectは、構造要素とbeassociatedものとマークされたコンテンツのシーケンスの一部であってもよいこと（実施例4参照します）。それはドオペレータの点でマークされたコンテンツ・シーケンスに挿入されたかのように、この場合、フォーム全体のXObjectは、構造要素の内容の一部であるとbeconsideredなければなりません。フォームのXObjectは、順番に、このまたは他の構造要素に関連付けられた任意のマーク・コンテンツのシーケンスを含んではなりません。

•フォームのXObjectのコンテンツストリームは、構造要素（例5を参照）beassociatedなければならない一つまたはそれ以上のマークされたコンテンツの配列を含んでいてもよいです。フォームのXObjectは、論理構造要素に関連付けられたマークされたコンテンツの配列の任意の数を含む、任意の下部構造を有していてもよいです。ただし、フォームを描画いずれかの操作を行い演算子は、XObjectを論理構造のコンテンツアイテムの一部であってはなりません。

ドオペレータの複数の呼び出しで塗装されたフォームのXObjectを個別構造要素に関連付けられドの各呼び出しで、最初の方法で、文書の論理構造に組み込むことができます。
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endobj 
 
3 0 obj % Page's content stream 

<< /Length … >> 
stream 

… 
/P << /MCID 0 >> % Start of marked-content sequence 

BDC 
/Fm4 Do % Paint form XObject 

EMC % End of marked-content sequence 
… 

endstream 
endobj 
 
4 0 obj % Form XObject 

<< /Type /XObject 
  /Subtype /Form 
  /Length … 
>> 

stream 
… 
( Here is some text ) Tj 
… 

endstream 
endobj

EXAMPLE 5 1 0 obj % Structure element 
<< /Type /StructElem 
  /S /P % Structure type 
  /P … % Parent in structure hierarchy 
  /K <<  /Type /MCR 

 /Pg 2 0 R % Page containing marked-content sequence 
 /Stm 4 0 R % Stream containing marked-content sequence 
 /MCID 0 % Marked-content identifier 
>> 

>> 
endobj 
 
2 0 obj % Page object 

<< /Type /Page 
  /Resources << /XObject << /Fm4 4 0 R >> % Resource dictionary 

>> %     containing form XObject 
  /Contents 3 0 R % Content stream 
 … 
>> 

endobj 
 
3 0 obj % Page's content stream 

<< /Length … >> 
stream 

… 
/Fm4 Do % Paint form XObject 
… 

endstream 
endobj 
 
4 0 obj % Form XObject 

<< /Type /XObject 
  /Subtype /Form 
  /Length … 
>> 

stream 
… 
/P << /MCID 0 >> % Start of marked-content sequence 

BDC 
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endobj 3 0 OBJ％ページのコンテンツストリーム<< /長さ... >>ストリーム... / P << / MCID 0 >>マーク・コンテンツのシーケンスのマーク・コンテンツシーケンスBDC / FM4ドゥ％ペイントフォームXObjectをEMCの％エンドの％スタート... endstream endobj 4 0 OBJ％フォームのXObject << /タイプ/のXObject /サブタイプ/フォーム/長さ... >>ストリーム...（ここではいくつかのテキストである）Tjの... endstream endobj
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… 
( Here is some text ) Tj 
… 

EMC % End of marked-content sequence 
… 

endstream 
endobj

14.7.4.3 PDF Objects as Content Items

When a structure element’s content includes an entire PDF object, such as an XObject or an annotation, that is 
associated with a page but not directly included in the page’s content stream, the object shall be identified in 
the structure element’s K entry by an object reference dictionary (see Table 325). 

NOTE 1 This form of reference is used only for entire objects. If the referenced content forms only part of the object’s 
content stream, it is instead handled as a marked-content sequence, as described in the preceding sub-
clause. 

NOTE 2 If the referenced object is rendered on multiple pages, each rendering requires a separate object reference. 
However, if it is rendered multiple times on the same page, just a single object reference suffices to identify all 
of them. (If it is important to distinguish between multiple renditions of the same XObject on the same page, 
they should be accessed by means of marked-content sequences enclosing particular invocations of the Do
operator rather than through object references.) 

14.7.4.4 Finding Structure Elements from Content Items

Because a stream may not contain object references, there is no way for content items that are marked-content 
sequences to refer directly back to their parent structure elements (the ones to which they belong as content 
items). Instead, a different mechanism, the structural parent tree, shall be provided for this purpose. For 
consistency, content items that are entire PDF objects, such as XObjects, also shall use the parent tree to refer 
to their parent structure elements. 

The parent tree is a number tree (see 7.9.7, “Number Trees”), accessed from the ParentTree entry in a 
document’s structure tree root (Table 322). The tree shall contain an entry for each object that is a content item 
of at least one structure element and for each content stream containing at least one marked-content sequence 
that is a content item. The key for each entry shall be an integer given as the value of the StructParent or 
StructParents entry in the object (see Table 326). The values of these entries shall be as follows: 

• For an object identified as a content item by means of an object reference (see 14.7.4.3, “PDF Objects as 
Content Items”), the value shall be an indirect reference to the parent structure element. 

• For a content stream containing marked-content sequences that are content items, the value shall be an 
array of indirect references to the sequences’ parent structure elements. The array element corresponding 
to each sequence shall be found by using the sequence’s marked-content identifier as a zero-based index 
into the array. 

Table 325 –  Entries in an object reference dictionary  

Key Type Value

Type name (Required) The type of PDF object that this dictionary describes; shall be OBJR
for an object reference. 

Pg dictionary (Optional; shall be an indirect reference) The page object of the page on which 
the object shall be rendered. This entry overrides any Pg entry in the structure 
element containing the object reference; it shall be used if the structure element 
has no such entry. 

Obj (any) (Required; shall be an indirect reference) The referenced object. 
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... Tjの... ... endstream endobjマーク・コンテンツのシーケンスのEMC％エンド（ここではいくつかのテキストです）

コンテンツアイテムとして14.7.4.3 PDFオブジェクト

構造要素のコンテンツがページに関連付けられているが、直接ページのコンテンツストリームに含まれていないようなのXObjectまたは注釈として全体PDFオブジェクトを含む場合、オブジェクトは、オブジェクト参照によって構造要素のKエントリ内で識別されなければなりません辞書（表325を参照のこと）。

注記1参照のこのフォームは、全体のみ目的のために使用されます。前のサブ節で説明したように参照されるコンテンツ・フォームオブジェクトのコンテンツストリームの一部のみが、その代わりに、マークされたコンテンツのシーケンスとして処理される場合。

参照されるオブジェクト2IF NOTEは、各レンダリングは、個別のオブジェクト参照を必要とし、複数のページにレンダリングされます。それは、同じページに複数回レンダリングされる場合は、単に1つのオブジェクト参照は、それらのすべてを識別するのに十分です。 （それは、同じページ上の同一のXObjectの複数のレンディションを区別することが重要である場合、それらはDooperatorのではなく、オブジェクト参照を介して特定の呼び出しを囲むマーク付きコンテンツシーケンスによってアクセスされるべきです。）

コンテンツアイテムから14.7.4.4検索の構造要素

ストリームは、オブジェクト参照を含めることはできませんので、マーク・コンテンツされる配列は、親構造要素（彼らは、コンテンツアイテムとして所属しているもの）に戻って直接参照するために、コンテンツアイテムのための方法はありません。代わりに、別のメカニズム、構造的な親木は、この目的のために提供されなければなりません。一貫性を保つため、このようXObjectsなど全体のPDFオブジェクトであるコンテンツ項目も、親の構造要素を参照するために、親木を使用しなければなりません。

親木は、文書の構造ツリーのルート（表322）でParentTreeエントリからアクセス数の木（7.9.7、「ナンバー木」を参照）、です。ツリーは、少なくとも一つの構造要素のコンテンツアイテムである各オブジェクトのコンテンツアイテムである少なくとも一つのマークされたコンテンツ配列を含む各コンテンツストリームのエントリを含まなければなりません。各エントリのキーはオブジェクト内StructParent又はStructParentsエントリの値として指定された整数でなければならない（表326を参照のこと）。次のようにこれらのエントリの値がしなければなりません。

•オブジェクト参照を介してコンテンツアイテムとして識別されるオブジェクトについて（14.7.4.3、「コンテンツアイテムとして、PDFのオブジェクト」を参照してください）、値は親構造要素への間接参照しなければなりません。

•コンテンツアイテムであるマーク・コンテンツのシーケンスを含むコンテンツストリームの場合、値はシーケンスの親構造要素への間接参照の配列でなければなりません。各配列に対応する配列要素を配列にゼロベースのインデックスとして配列のマークされたコンテンツの識別子を使用して見出されなければなりません。

キータイプ値
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NOTE Because marked-content identifiers serve as indices into an array in the structural parent tree, their assigned 
values should be as small as possible to conserve space in the array. 

The ParentTreeNextKey entry in the structure tree root shall hold an integer value greater than any that is 
currently in use as a key in the structural parent tree. Whenever a new entry is added to the parent tree, the 
current value of ParentTreeNextKey shall be used as its key. The value shall be then incremented to prepare 
for the next new entry to be added. 

To locate the relevant parent tree entry, each object or content stream that is represented in the tree shall
contain a special dictionary entry, StructParent or StructParents (see Table 326). Depending on the type of 
content item, this entry may appear in the page object of a page containing marked-content sequences, in the 
stream dictionary of a form or image XObject, in an annotation dictionary, or in any other type of object 
dictionary that is included as a content item in a structure element. Its value shall be the integer key under 
which the entry corresponding to the object shall be found in the structural parent tree. 

For a content item identified by an object reference, the parent structure element may be found by using the 
value of the StructParent entry in the item’s object dictionary as a retrieval key in the structural parent tree 
(found in the ParentTree entry of the structure tree root). The corresponding value in the parent tree shall be a 
reference to the parent structure element (see Example 1). 

EXAMPLE 1 1 0 obj % Parent structure element 
<< /Type /StructElem 
 … 

 /K  << /Type /OBJR % Object reference 
 /Pg 2 0 R % Page containing form XObject 
 /Obj 4 0 R % Reference to form XObject 

 >> 
>> 

endobj 
 
2 0 obj % Page object 

<< /Type /Page 
 /Resources << /XObject << /Fm4 4 0 R >> % Resource dictionary 

>> %     containing form XObject 
 /Contents 3 0 R % Content stream 
 … 

>> 
endobj 
 
3 0 obj % Page's content stream 

<< /Length … >> 
stream 

… 
/Fm4 Do % Paint form XObject 
… 

endstream 
endobj 
 
 

Table 326 –  Additional dictionary entries for structure element access  

Key Type Value

StructParent integer (Required for all objects that are structural content items; PDF 1.3) The 
integer key of this object’s entry in the structural parent tree. 

StructParents integer (Required for all content streams containing marked-content sequences 
that are structural content items; PDF 1.3) The integer key of this object’s 
entry in the structural parent tree. 
At most one of these two entries shall be present in a given object. An 
object may be either a content item in its entirety or a container for 
marked-content sequences that are content items, but not both. 
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NOTEマーク・コンテンツ識別子は、構造親ツリー内の配列へのインデックスとして機能するので、その割り当てられた値を配列で節約スペースに可能な限り小さくする必要があります。

構造ツリーのルートにParentTreeNextKeyエントリは、現在の構造親ツリーのキーとして使用されていることを任意以上の整数値より大きいを保持しなければなりません。新しいエントリが親ツリーに追加されるたびに、ParentTreeNextKeyの現在の値は、そのキーとして使用されなければなりません。値が追加される次の新たなエントリを準備するためにインクリメントされなければなりません。

関連する親ツリーエントリ、特別な辞書エントリshallcontainツリーで表現された各オブジェクトまたはコンテンツ・ストリームを見つけるために、StructParentまたはStructParents（表326を参照のこと）。コンテンツアイテムのタイプに応じて、このエントリは、そのマークされたコンテンツ配列を含むページのページオブジェクトに、フォームまたは画像のXObjectのストリーム辞書に、注釈辞書に、またはオブジェクトディクショナリの任意の他のタイプに表示されることが構造要素のコンテンツ項目として含まれます。その値は、オブジェクトに対応するエントリは、構造親ツリーに見出されるものとその下の整数キーでなければなりません。

オブジェクト参照によって識別されるコンテンツアイテムのために、親構造要素は、構造親ツリーの検索キーとして、アイテムのオブジェクトディクショナリのStructParentエントリの値を用いて見出すことができる（構造ツリーのルートのParentTreeエントリに見出さ）。親ツリー内の対応する値は、親構造要素への参照（実施例1参照）でなければなりません。

キータイプ値

StructParentsinteger（必須すべてのコンテンツのための構造的なコンテンツ項目であるマーク・コンテンツ配列を含むストリーム、PDF 1.3）の構造、親ツリー内のこのオブジェクトのエントリの整数キー。これら2つのエントリのほとんどの1つは、指定されたオブジェクト内に存在しなければなりません。オブジェクトは、その全体がコンテンツアイテム又はコンテンツアイテムであるマーク・コンテンツのシーケンスのためのコンテナ、両方ではなくいずれであってもよいです。
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4 0 obj % Form XObject 
<< /Type /XObject 
 /Subtype /Form 
 /Length … 
 /StructParent 6 % Parent tree key 
>> 

stream 
… 

endstream 
endobj 
 
100 0 obj % Parent tree (accessed from structure tree root) 

<< /Nums [  0 101 0 R 
 1 102 0 R 
 … 
 6 1 0 R % Entry for page object 2; points back 
 … %     to parent structure element 

   ] 
>> 

endobj

For a content item that is a marked-content sequence, the retrieval method is similar but slightly more 
complicated. Because a marked-content sequence is not an object in its own right, its parent tree key shall be 
found in the StructParents entry of the page object or other content stream in which the sequence resides. 
The value retrieved from the parent tree shall not be a reference to the parent structure element itself but to an 
array of such references—one for each marked-content sequence contained within that content stream. The 
parent structure element for the given sequence shall be found by using the sequence’s marked-content 
identifier as an index into this array (see Example 2). 

EXAMPLE 2 1 0 obj % Parent structure element 
<< /Type /StructElem 
 …  
 /Pg 2 0 R % Page containing marked-content sequence 
 /K 0 % Marked-content identifier 
>> 

endobj 
 
2 0 obj % Page object 

<< /Type /Page 
 /Contents 3 0 R % Content stream 
 /StructParents 6 % Parent tree key 
 … 
>> 

endobj 
 
3 0 obj % Page's content stream 

<< /Length … >> 
stream 

… 
/P << /MCID 0 >> % Start of marked-content sequence 

BDC 
( Here is some text ) TJ 
… 

EMC % End of marked-content sequence 
… 

endstream 
endobj 
 
100 0 obj % Parent tree (accessed from structure tree root) 

<< /Nums [ 0 101 0 R 
 1 102 0 R 
 … 
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4 0 OBJ％フォームのXObject（構造ツリーのルートからアクセス）<< /タイプ/のXObject /サブタイプ/フォーム/長... / StructParent 6％親ツリー鍵>>ストリーム... endstream endobj 100 0 OBJ％親ツリー<< / NUMS [ 0 101 0 R 1 102 0 R ...ページオブジェクト2 6 1 0 R％のエントリ;ポイントバック...％親構造要素へ] >> endobj

マークされたコンテンツのシーケンスのコンテンツアイテムのために、検索方法が類似しているが、少し複雑。マーク・コンテンツシーケンスがそれ自体でオブジェクトではありませんので、その親木のキーは、ページオブジェクトまたは他のコンテンツストリーム内のシーケンスが存在するのStructParentsエントリーで見つけなければなりません。親ツリーから取得した値は、親構造要素自体ではなく、そのコンテンツストリーム内に含まれる各マークされたコンテンツのシーケンスのためのこのような参照、一方の配列を参照してはなりません。所与の配列の親構造要素は、（実施例2参照）、この配列へのインデックスとして配列のマークされたコンテンツ識別子を使用して見出されなければなりません。
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 6 [ 1 0 R ] % Entry for page object 2; array element at index 0 
 … %     points back to parent structure element 

   ] 
>> 

endobj

14.7.5 Structure Attributes

14.7.5.1 General

A conforming product that processes logical structure may attach additional information, called attributes, to 
any structure element. The attribute information shall be held in one or more attribute objects associated with 
the structure element. An attribute object shall be a dictionary or stream that includes an O entry (see 
Table 327) identifying the conforming product that owns the attribute information. Other entries shall represent 
the attributes: the keys shall be attribute names, and values shall be the corresponding attribute values. To 
facilitate the interchange of content among conforming products, PDF defines a set of standard structure 
attributes identified by specific standard owners; see 14.8.5, “Standard Structure Attributes.” In addition, (PDF 
1.6) attributes may be used to represent user properties (see 14.7.5.4, “User Properties”).

Any conforming product may attach attributes to any structure element, even one created by another 
conforming product. Multiple conforming products may attach attributes to the same structure element. The A
entry in the structure element dictionary (see Table 323) shall hold either a single attribute object or an array of 
such objects, together with revision numbers for coordinating attributes created by different conforming 
products (see 14.7.5.3, “Attribute Revision Numbers”). A conforming product creating or destroying the second 
attribute object for a structure element shall be responsible for converting the value of the A entry from a single 
object to an array or vice versa, as well as for maintaining the integrity of the revision numbers. No inherent 
order shall be defined for the attribute objects in an A array, but new objects should be added at the end of the 
array so that the first array element is the one belonging to the conforming product that originally created the 
structure element. 

14.7.5.2 Attribute Classes

If many structure elements share the same set of attribute values, they may be defined as an attribute class
sharing the identical attribute object. Structure elements shall refer to the class by name. The association 
between class names and attribute objects shall be defined by a dictionary called the class map, that shall be 
kept in the ClassMap entry of the structure tree root (see Table 322). Each key in the class map shall be a 
name object denoting the name of a class. The corresponding value shall be an attribute object or an array of 
such objects. 

NOTE PDF attribute classes are unrelated to the concept of a class in object-oriented programming languages such 
as Java and C++. Attribute classes are strictly a mechanism for storing attribute information in a more compact 
form; they have no inheritance properties like those of true object-oriented classes. 

The C entry in a structure element dictionary (see Table 323) shall contain a class name or an array of class 
names (typically accompanied by revision numbers as well; see 14.7.5.3, “Attribute Revision Numbers”). For 
each class named in the C entry, the corresponding attribute object or objects shall be considered to be 
attached to the given structure element, along with those identified in the element’s A entry. If both the A and C
entries are present and a given attribute is specified by both, the one specified by the A entry shall take 
precedence. 

Table 327 –  Entry common to all attribute object dictionaries  

Key Type Value

O name (Required) The name of the conforming product owning the attribute data. The 
name shall conform to the guidelines described in Annex E. 
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14.7.5構造属性

14.7.5.1一般的な

論理構造を処理良品は、任意の構造要素に、属性と呼ばれる追加情報を添付することができます。属性情報は、構造要素に関連付けられた1つ以上の属性オブジェクトに保持されなければなりません。属性オブジェクトは、属性情報を所有して良品を識別する（表327参照）Oエントリを含む辞書やストリームでなければなりません。他のエントリは、属性を表すもの：キーは属性名でなければならない、との値は、対応する属性値でなければなりません。良品の間でコンテンツの交換を容易にするために、PDFは、標準構造のセットは、特定の標準的な所有者で識別される属性を定義します。 14.8.5は、「標準構造属性を。」また、（PDF 1.6）属性は、ユーザーのプロパティを（14.7.5.4、「ユーザーのプロパティ」を参照）を表現するために使用することができます。

どれ適合する製品がどのような構造要素に属性を付けることが、一つでも、他の準拠製品で作成されました。複数の良品は同じ構造要素に属性を付けることがあります。構造要素辞書にAentryが異なる適合製品によって作成された属性を調整するためのリビジョン番号と一緒に、単一の属性オブジェクトまたはそのようなオブジェクトの配列のいずれかを保持しなければならない（表323参照）（14.7.5.3を参照して、「属性リビジョン番号」） 。構造要素の第2の属性オブジェクトを作成または破壊良品は、その逆配列または副への単一のオブジェクトからAエントリの値を変換し、ならびにためのリビジョン番号の整合性を維持する責任を負います。固有の順序は、A配列内の属性オブジェクトのために定義されてはならないが、最初の配列要素は、もともと構造要素を作成することを良品に属する1つであるように、新しいオブジェクトは配列の最後に追加されるべきです。

14.7.5.2属性クラス

多くの構造要素は、属性値の同じセットを共有する場合、それらは同じ属性オブジェクトをclasssharing属性として定義することができます。構造要素は、名前でクラスを参照するものとします。クラス名と属性オブジェクト間の関連付けは、構造ツリーのルートのクラスマップエントリに保持されなければならないクラスマップと呼ばれる辞書で定義されなければならない（表322を参照のこと）。クラスマップ内の各キーは、クラスの名前を表す名前のオブジェクトでなければなりません。対応する値は、属性オブジェクトまたはそのようなオブジェクトの配列でなければなりません。

（; 14.7.5.3、「属性リビジョン番号」を参照して、典型的にはウェルとしてリビジョン番号を伴う）構造要素辞書におけるCエントリは、クラス名またはクラス名の配列を含まなければならない（表323を参照のこと）。 Cエントリで指定されたクラス毎に、対応する属性オブジェクトまたはオブジェクトは、要素のAエントリで同定されたものと一緒に、所与の構造要素に取り付けられるように考慮しなければなりません。 AとCentriesの両方が存在し、特定の属性の両方を指定した場合、Aのエントリで指定された一つが優先されるものとします。

キータイプ値
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14.7.5.3 Attribute Revision Numbers

When a conforming product modifies a structure element or its contents, the change may affect the validity of 
attribute information attached to that structure element by other conforming products. A system of revision 
numbers shall allow conforming products to detect such changes and update their own attribute information 
accordingly, as described in this sub-clause. 

A structure element shall have a revision number, that shall be stored in the R entry in the structure element 
dictionary (see Table 323) or default to 0 if no R entry is present. Initially, the revision number shall be 0. When 
a conforming product modifies the structure element or any of its content items, it may signal the change by 
incrementing the revision number. 

NOTE 1 The revision number is unrelated to the generation number associated with an indirect object (see 7.3.10, 
“Indirect Objects”). 

NOTE 2 If their is no R entry and the revision number is to be incremented from the default value of 0 to 1, an R entry 
must be created in the structure element dictionary in order to record the 1.

Each attribute object attached to a structure element shall have an associated revision number. The revision 
number shall be stored in the array that associates the attribute object with the structure element or if not stored 
in the array that associates the attribute object with the structure element shall default to 0.

• Each attribute object in a structure element’s A array shall be represented by a single or a pair of array 
elements, the first or only element shall contain the attribute object itself and the second (when present) 
shall contain the integer revision number associated with it in this structure element.

• The structure element’s C array shall contain a single or a pair of elements for each attribute class, the first 
or only shall contain the class name and the second (when present) shall contain the associated revision 
number.

The revision numbers are optional in both the A and C arrays. An attribute object or class name that is not 
followed by an integer array element shall have a revision number of 0 and is represented by a single entry in 
the array.

NOTE 3 The revision number is not stored directly in the attribute object because a single attribute object may be 
associated with more than one structure element (whose revision numbers may differ). Since an attribute 
object reference is distinct from an integer, that distinction is used to determine whether the attribute object is 
represented in the array by a single or a pair of entries.

NOTE 4 When an attribute object is created or modified, its revision number is set to the current value of the structure 
element’s R entry. By comparing the attribute object’s revision number with that of the structure element, an 
application can determine whether the contents of the attribute object are still current or whether they have 
been outdated by more recent changes in the underlying structure element. 

Changes in an attribute object shall not change the revision number of the associated structure element, which 
shall change only when the structure element itself or any of its content items is modified. 

Occasionally, a conforming product may make extensive changes to a structure element that are likely to 
invalidate all previous attribute information associated with it. In this case, instead of incrementing the structure 
element’s revision number, the conforming product may choose to delete all unknown attribute objects from its 
A and C arrays. These two actions shall be mutually exclusive: the conforming product should either increment 
the structure element’s revision number or remove its attribute objects, but not both. 

NOTE 5 Any conforming product creating attribute objects needs to be prepared for the possibility that they can be 
deleted at any time by another conforming product. 

14.7.5.4 User Properties

Most structure attributes (see 14.8.5, “Standard Structure Attributes”) specify information that is reflected in the 
element’s appearance; for example, BackgroundColor or BorderStyle. 
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14.7.5.3属性のリビジョン番号

準拠した製品は、構造要素やその内容を変更すると、変更が他の良品することにより、その構造要素に添付された属性情報の有効性に影響を与える可能性があります。リビジョン番号のシステムは、この副節に記載されるように適合製品は、そのような変化を検出し、それに応じて、独自の属性情報を更新することができなければなりません。

構造要素にはRのエントリが存在しない場合は0に構造要素辞書（表323を参照）、またはデフォルトでRのエントリに格納されなければならないリビジョン番号を持たなければなりません。最初に、リビジョン番号が良品構造要素またはそのコンテンツアイテムのいずれかを変更すると、それはリビジョン番号を増分することによって変更をシグナリングすることができる0でなければなりません。

注記1リビジョン番号（7.3.10、「間接オブジェクト」を参照）間接オブジェクトに関連付けられた世代数とは無関係です。

彼らの何Rのエントリとリビジョン番号が1にデフォルト値の0からインクリメントされるべきでないが、Rエントリ2IF注1を記録するために構造要素辞書に作成する必要があります。

構造要素に取り付けられた各属性オブジェクトは、関連するリビジョン番号を持たなければなりません。リビジョン番号は、構造要素または構造要素と属性オブジェクトは0にデフォルト設定するものと関連付けアレイに格納されていない場合は、属性オブジェクトを関連付ける配列に格納されなければなりません。

•構造要素のA列の各属性オブジェクトは最初のまたは唯一の要素は属性オブジェクト自体を含むものとし、第二の（存在する場合）は、それに関連付けられた整数リビジョン番号を含まなければならない、単一またはアレイ素子の組によって表されなければなりませんこの構造要素インチ

•構成要素のC配列は、単一または各属性クラスの要素の対を含まなければならない、最初のまたは唯一のクラス名と関連するリビジョン番号を含まなければならない第二の（存在）を含まなければなりません。

リビジョン番号は、AとCの配列の両方に任意です。整数配列要素が続いていない属性オブジェクトまたはクラス名が0のリビジョン番号を有するものとし、アレイ内の単一のエントリによって表されます。

単一の属性オブジェクトは（そのリビジョン番号が異なっていてもよい）複数の構成要素に関連付けることができるので、注3改訂番号は、属性オブジェクトに直接格納されていません。属性オブジェクト参照が整数とは区別されるので、その区別は、属性オブジェクトは、単一またはエントリ一対の配列で表現されているかどうかを決定するために使用されます。

NOTE 4When属性オブジェクトが作成または変更され、そのリビジョン番号は、構造要素のRエントリの現在の値に設定されています。構造要素のそれと属性オブジェクトのリビジョン番号を比較することにより、アプリケーションは属性オブジェクトの内容がまだ最新であるかどうか、彼らは基本的な構造要素でより多くの最近の変化によって時代遅れされているかどうかを判断することができます。

属性オブジェクトの変化構造要素自体またはそのコンテンツアイテムのいずれかが変更された場合にのみ変更しなければならない、関連する構造要素のリビジョン番号を、変更してはなりません。

時折、良品は、それに関連付けられているすべての以前の属性情報を無効にする可能性がある構造要素への大規模な変更を加えることができます。この場合は、代わりに構造要素のリビジョン番号をインクリメントするの、適合する製品は、そのAとCの配列からすべての不明な属性オブジェクトを削除することもできます。これら二つのアクションは相互に排他的なものでなければならない：準拠した製品は、いずれかの構造要素のリビジョン番号をインクリメントまたはその属性オブジェクトを削除し、両方ではないはずです。

14.7.5.4ユーザープロパティ

ほとんどの構造属性（14.8.5を参照してください、「標準構造属性」）要素の外観に反映されている情報を指定します。例えば、BackgroundColorをまたはBorderStyleを。
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Some conforming writers, such as CAD applications, may use objects that have a standardized appearance, 
each of which contains non-graphical information that distinguishes the objects from one another. For example, 
several transistors might have the same appearance but different attributes such as type and part number. 

User properties (PDF 1.6) may be used to contain such information. Any graphical object that corresponds to a 
structure element may have associated user properties, specified by means of an attribute object dictionary 
that shall have a value of UserProperties for the O entry (see Table 328). 

The P entry shall be an array specifying the user properties. Each element in the array shall be a user property 
dictionary representing an individual property (see Table 329). The order of the array elements shall specify 
attributes in order of importance.

PDF documents that contain user properties shall provide a UserProperties entry with a value of true in the 
document’s mark information dictionary (see Table 321). This entry allows conforming readers to quickly 
determine whether it is necessary to search the structure tree for elements containing user properties.

EXAMPLE The following example shows a structure element containing user properties called Part Name, Part 
Number, Supplier, and Price.  
 
100 0 obj 

<< /Type /StructElem  
/S /Figure % Structure type 
/P 50 0 R % Parent in structure tree 
/A << /O /UserProperties % Attribute object 

/P [ % Array of user properties 
<< /N (Part Name) /V (Framostat) >> 
<< /N (Part Number) /V 11603 >> 
<< /N (Supplier) /V (Just Framostats) /H true >> % Hidden attribute 
<< /N (Price) /V -37.99 /F ($37.99) >> % Formatted value 
] 

>> 
>> 

endobj

Table 328 –  Additional entries in an attribute object dictionary for user properties  

Key Type Value

O name (Required) The attribute owner. Shall be UserProperties. 

P array (Required) An array of dictionaries, each of which represents a user property (see 
Table 329).

Table 329 –  Entries in a user property dictionary  

Key Type Value

N text (Required) The name of the user property.

V any (Required) The value of the user property.
While the value of this entry shall be any type of PDF object, conforming writers 
should use only text string, number, and boolean values. Conforming readers 
should display text, number and boolean values to users but need not display 
values of other types; however, they should not treat other values as errors. 

F text 
string

(Optional) A formatted representation of the value of V, that shall be used for 
special formatting; for example “($123.45)” for the number -123.45. If this entry is 
absent, conforming readers should use a default format.

H boolean (Optional) If true, the attribute shall be hidden; that is, it shall not be shown in any 
user interface element that presents the attributes of an object. Default value: 
false.
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このようなCADアプリケーションなどのいくつかの適合作家は、互いにオブジェクトを区別する非グラフィカル情報を含ん各々が標準化された外観を持っているオブジェクトを使用してもよいです。例えば、いくつかのトランジスタが同じ外観が、このようなタイプや部品番号など、さまざまな属性を持っているかもしれません。

ユーザーのプロパティ（PDF 1.6）は、そのような情報を含むために使用することができます。構造要素に対応する（表328参照）OエントリのUserPropertiesの値を持たなければならない属性オブジェクト辞書によって指定されたユーザ・プロパティを、関連するかもしれないこと、任意のグラフィカルオブジェクト。

Pエントリは、ユーザーのプロパティを指定する配列でなければなりません。アレイ内の各要素（表329を参照）は、個々の性質を表すユーザ性質辞書でなければなりません。配列要素の順序は、重要度の順に属性を指定しなければなりません。

ユーザープロパティが含まれているPDF文書は、文書のマーク情報辞書の真の価値を持つUserPropertiesエントリを提供するものとする（表321を参照してください）。このエントリはすぐにはユーザプロパティを含む要素に構造ツリーを検索する必要があるかどうかを決定するために読者に適合可能にします。

次の例が示す部品名、部品番号、供給業者、および価格と呼ばれるユーザのプロパティを含む構造要素。 100 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S /図％構造タイプ/ P構造ツリー/ Aユーザ特性<< / Nの<< / O / UserProperties％属性オブジェクト/ P [％アレイ（50 0 R％の親部品名）/ V（Framostat）>> << / N（部品番号）/ V 11603 >> << / N（サプライヤー）/ V（ジャストFramostats）/ H真>>％隠し属性<< / N（価格）/ V -37.99 / F（$ 37.99）>>％書式設定値] >> endobj

キータイプ値

Parray（必須）ユーザのプロパティを表すそれぞれが辞書の配列（表329を参照のこと）。

キータイプ値

ntext型（必須）ユーザープロパティの名前。

Vany（必須）ユーザーproperty.Whileの値は、このエントリの値は、作家が唯一のテキスト文字列、数値、およびブール値を使用する必要があります準拠し、PDFオブジェクトの任意の型でなければなりません。準拠した読者は、ユーザーが、他のタイプの値を表示していない必要性へのテキスト、数値およびブール値を表示する必要があります。しかし、彼らはエラーとして他の値を扱うべきではありません。

特別なフォーマットのために使用されるものとVの値、のFTEXTストリング（オプション）Aフォーマット表現。例えば、「（$ 123.45）」数-123.45ため。このエントリが存在しない場合は、適合する読者は、デフォルトの形式を使用する必要があります。

Hboolean（オプション）trueの場合、属性が隠さなければなりません。つまり、任意のユーザインタフェース要素に表示されないものであることを提示するオブジェクトの属性。デフォルト値：falseを。
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14.7.6 Example of Logical Structure

The next Example shows portions of a PDF file with a simple document structure. The structure tree root 
(object 300) contains elements with structure types Chap (object 301) and Para (object 304). The Chap
element, titled Chapter 1, contains elements with types Head1 (object 302) and Para (object 303). 

These elements are mapped to the standard structure types specified in Tagged PDF (see 14.8.4, “Standard 
Structure Types”) by means of the role map specified in the structure tree root. Objects 302 through 304 have 
attached attributes (see 14.7.5, “Structure Attributes,” and 14.8.5, “Standard Structure Attributes”).

The example also illustrates the structure of a parent tree (object 400) that maps content items back to their 
parent structure elements and an ID tree (object 403) that maps element identifiers to the structure elements 
they denote. 

EXAMPLE 1 0 obj % Document catalog 
<< /Type /Catalog 
 /Pages 100 0 R % Page tree 
 /StructTreeRoot 300 0 R % Structure tree root 
>> 

endobj 
 
100 0 obj % Page tree 

<< /Type /Pages 
 /Kids [ 101 1 R % First page object 

  102 0 R % Second page object 
] 

 /Count 2 % Page count 
>> 

endobj 
 
101 1 obj % First page object 

<< /Type /Page 
 /Parent 100 0 R % Parent is the page tree 
 /Resources << /Font  << /F1 6 0 R % Font resources 

   /F12 7 0 R 
 >> 

 /ProcSet [ /PDF /Text ]   % Procedure sets 
>> 

/MediaBox [ 0 0 612 792 ] % Media box 
 /Contents 201 0 R % Content stream 
 /StructParents 0 % Parent tree key 
>> 

endobj 
 
201 0 obj % Content stream for first page 

<< /Length … >> 
stream 

1 1 1 rg 
0 0 612 792 re f 
BT % Start of text object 

 
/Head1 << /MCID 0 >> % Start of marked-content sequence 0 

BDC 
0 0 0 rg 
/F1 1 Tf 
30 0 0 30 18 732 Tm 
( This is a first level heading . Hello world : ) Tj 
1.1333 TL 
T* 
( goodbye universe . ) Tj 

EMC % End of marked-content sequence 0 
 

/Para << /MCID 1 >> % Start of marked-content sequence 1 
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論理構造の14.7.6例

簡単な文書構造を持つPDFファイルの次の例が示す部分。構造ツリーのルート（オブジェクト300）は構造タイプ章（オブジェクト301）およびパラ（オブジェクト304）を有する要素を含みます。第1章標題Chapelementは、タイプHEAD1（オブジェクト302）およびパラ（オブジェクト303）を有する要素を含みます。

これらの要素は、タグ付きPDFに指定された標準構造型にマップされた構造ツリーのルートに指定されたロールマップによって（14.8.4、「標準構造型」を参照してください）。 （14.7.5、「構造属性」、および14.8.5、「標準構造属性」を参照）304を介して302の属性を添付したオブジェクト。
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BDC 
/F12 1 Tf 
14 0 0 14 18 660.8 Tm 
( This is the first paragraph, which spans pages . It has four fairly short and \ 

concise sentences . This is the next to last ) Tj 
EMC % End of marked-content sequence 1 

 
ET % End of text object 

endstream 
endobj 
 
102 0 obj % Second page object 

<< /Type /Page 
 /Parent 100 0 R % Parent is the page tree 
 /Resources << /Font <<  /F1 6 0 R % Font resources 

   /F12 7 0 R 
 >> 

 /ProcSet [ /PDF /Text ]   % Procedure sets 
>> 

/MediaBox [ 0 0 612 792 ] % Media box 
 /Contents 202 0 R % Content stream 

 /StructParents 1 % Parent tree key 
>> 

endobj 
 
202 0 obj % Content stream for second page 

<< /Length … >> 
stream 

1 1 1 rg  
0 0 612 792 re f 
BT % Start of text object 

 
/Para << /MCID 0 >> % Start of marked-content sequence 0 

BDC 
0 0 0 rg 
/F12 1 Tf 
14 0 0 14 18 732 Tm 
( sentence . This is the very last sentence of the first paragraph . ) Tj 

EMC % End of marked-content sequence 0 
 

/Para << /MCID 1 >> % Start of marked-content sequence 1 
BDC 

/F12 1 Tf 
14 0 0 14 18 570.8 Tm 
( This is the second paragraph . It has four fairly short and concise sentences . \ This is the next 

to last  ) Tj 
EMC % End of marked-content sequence 1 

 
/Para << /MCID 2 >> % Start of marked-content sequence 2 

BDC 
1.1429 TL 
T* 
( sentence . This is the very last sentence of the second paragraph . ) Tj 

EMC % End of marked-content sequence 2 
 

ET % End of text object 
endstream 
endobj 
 
300 0 obj % Structure tree root 

<< /Type /StructTreeRoot 
 /K [ 301 0 R % Two children: a chapter 
  304 0 R % and a paragraph 
 ] 
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BDC / F12 1 0 0 14 18 660.8のTm（これは最初の段落、スパンページである。これは、4つのかなり短いと\簡潔な文章があります。これが最後の隣にある）とマーク・コンテンツシーケンスのTjのEMC％の端部14のTf 1テキストオブジェクトのET％のエンドendstream endobj 102 0 OBJ％2ページ目のオブジェクト<< /タイプ/ページ/親100 0 R％の親がページツリー/リソース<< /フォント<< / F1 6 0 R％フォントリソース/ F12です7 0 R >> / ProcSet [/ PDF /テキスト]％手順セット>> /メディアサイズ[0 0 612 792]％メディアボックス/内容量202 0 R％コンテンツストリーム/ StructParents 1％親のツリーキー>> endobj 202 0 OBJ 2ページ目の％コンテンツストリームマーク・コンテンツシーケンスの<< /長さ... >>ストリーム1 1 1 RG 0 0 612 792再BT％のテキストオブジェクト/パラのスタート<< / MCID 0 >>％Fスタート0 BDC 0 0 0 RG / F12 1 Tfの14 0 0 14 18 732のTm（文。これは最初の段落の最後の文。）マーク・コンテンツシーケンス0 /パラ<< / MCID 1 >>％のスタートのTjのEMCの％の終了マークされたコンテンツシーケンス1 BDC / F12 1 Tfを14 0 0 14 18 570.8 Tmは、（これは、第二段落です。これは、4つのかなり短く、簡潔な文章があります。 \これは）マーク・コンテンツシーケンスマーク・コンテンツのシーケンスの1 /パラ<< / MCID 2 >>％スタート2 BDC 1.1429 TL T *（文のTjのEMCの％エンドの最後の隣にあります。これは、非常に最後の文です第二段落のテキストオブジェクトendstream endobj 300 0 OBJ％構造ツリールート<< /タイプ/ StructTreeRoot / K [301 0 R％二人の子供のマークされたコンテンツシーケンス2のET％端）TjのEMC％のエンド：章304 0 R％と段落]
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 /RoleMap  << /Chap /Sect % Mapping to standard structure types 
  /Head1 /H 
  /Para /P 

  >> 
/ClassMap <<  /Normal 305 0 R >> % Class map containing one attribute class 

 
 /ParentTree 400 0 R % Number tree for parent elements 
 /ParentTreeNextKey 2 % Next key to use in parent tree 
 /IDTree 403 0 R % Name tree for element identifiers 
>> 

endobj 
 
301 0 obj % Structure element for a chapter 

<< /Type /StructElem 
 /S /Chap 
 /ID ( Chap1 ) % Element identifier 
 /T ( Chapter 1 ) % Human-readable title 
 /P 300 0 R % Parent is the structure tree root 
 /K [ 302 0 R % Two children: a section head 

   303 0 R %     and a paragraph 
 ] 

>> 
endobj 
 
302 0 obj % Structure element for a section head 

<< /Type /StructElem 
 /S /Head1 
 /ID ( Sec1.1 ) % Element identifier 
 /T ( Section 1.1 ) % Human-readable title 
 /P 301 0 R % Parent is the chapter 
 /Pg 101 1 R % Page containing content items 

/A  << /O  /Layout % Attribute owned by Layout 
/SpaceAfter 25 
/SpaceBefore 0 
/TextIndent 12.5 

>> 
 /K 0 % Marked-content sequence 0 
>> 

endobj 
 
303 0 obj % Structure element for a paragraph 

<< /Type /StructElem 
 /S /Para 
 /ID ( Para1 ) % Element identifier 
 /P 301 0 R % Parent is the chapter 
 /Pg 101 1 R % Page containing first content item 

/C  /Normal % Class containing this element’s attributes 
 /K [ 1 % Marked-content sequence 1 

<< /Type /MCR % Marked-content reference to 2nd item 
/Pg 102 0 R % Page containing second item 
/MCID 0 % Marked-content sequence 0 

>> 
 ] 

>> 
endobj 
 
304 0 obj % Structure element for another paragraph 

<< /Type /StructElem 
 /S /Para 
 /ID ( Para2 ) % Element identifier 
 /P 300 0 R % Parent is the structure tree root 
 /Pg 102 0 R % Page containing content items 

/C  /Normal % Class containing this element’s attributes 
/A << /O  /Layout 

/TextAlign  /Justify % Overrides attribute provided by classmap 
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>> 
 /K [ 1 2 ] % Marked-content sequences 1 and 2 
>> 

endobj 
 
305  0  obj % Attribute class 

<<  /O  /Layout % Owned by Layout 
/EndIndent 0 
/StartIndent 0 
/WritingMode /LrTb 
/TextAlign /Start 

>> 
endobj 
 
400 0 obj % Parent tree 

<< /Nums [  0 401 0 R % Parent elements for first page 
 1 402 0 R % Parent elements for second page 

   ] 
>> 

endobj 
 
401 0 obj % Array of parent elements for first page 

[ 302 0 R % Parent of marked-content sequence 0 
   303 0 R % Parent of marked-content sequence 1 

] 
endobj 
 
402 0 obj % Array of parent elements for second page 

[ 303 0 R % Parent of marked-content sequence 0 
  304 0 R % Parent of marked-content sequence 1 
  304 0 R % Parent of marked-content sequence 2 

] 
endobj 
 
403 0 obj % ID tree root node 

<< /Kids [ 404 0 R ] >> % Reference to leaf node 
endobj 
 
404 0 obj % ID tree leaf node 

<< /Limits [ ( Chap1 ) ( Sec1.3 ) ] % Least and greatest keys in tree 
 /Names [ ( Chap1 ) 301 0 R % Mapping from element identifiers 

  ( Sec1.1 ) 302 0 R %     to structure elements 
  ( Sec1.2 ) 303 0 R 
  ( Sec1.3 ) 304 0 R 

] 
>> 

endobj

14.8 Tagged PDF

14.8.1 General

Tagged PDF (PDF 1.4) is a stylized use of PDF that builds on the logical structure framework described in 14.7, 
“Logical Structure.” It defines a set of standard structure types and attributes that allow page content (text, 
graphics, and images) to be extracted and reused for other purposes. A tagged PDF document is one that 
conforms to the rules described in this sub-clause. A conforming writer is not required to produce tagged PDF 
documents; however, if it does, it shall conform to these rules.

NOTE 1 It is intended for use by tools that perform the following types of operations: 

• Simple extraction of text and graphics for pasting into other applications 
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>> / K [1 2]％でマークされたコンテンツの配列1及び2は>> << / O /レイアウト％レイアウト/ EndIndent 0 / StartIndent 0 / WritingMode / LrTb / TextAlign /スタート所有> 305の0 OBJ％属性クラスをendobj > endobj 400 0 OBJ％親ツリー<< / NUMSは、[1ページ目の0 401の0 R％親要素は、2ページ目の1つの402の0 R％親要素は】>>最初のページ[302の親要素の401 0 OBJの％アレイをendobj 2ページ目の親要素のマークされたコンテンツシーケンス1] endobj 402 0 OBJ％アレイのマークされたコンテンツシーケンス0 303 0 R％で親の0 R％の親[マークされたコンテンツシーケンス0 304 0 R％を303 0 R％の親リーフノードにマークされたコンテンツシーケンスの親1 304 0 R％マークされたコンテンツの親配列2] endobj 403 0 OBJ％IDツリーのルートノード<< /子供[404 0 R] >>％リファレンス404 0 OBJの％IDをendobjツリー/名前のツリーのリーフノード<< /リミット[（Chap1）（Sec1.3）]％最小および最大キーELを構成する要素の識別子から[（Chap1）301 0 R％のマッピング（Sec1.1）302 0 R％以下ements（Sec1.2）303 0 R（Sec1.3）304 0 R] >> endobj

14.8タグ付きPDF

14.8.1一般的な

タグ付きPDF（PDF 1.4）が14.7に記載の論理構造フレームワーク上に構築PDFの様式化された使用である「論理構造」。これは、ページのコンテンツ（テキスト、グラフィックス、及び画像が）他の目的のために抽出して再利用することを可能にする標準的な構造タイプと属性のセットを定義します。タグ付けされたPDF文書は、ルールに準拠し、この副節で説明したものです。準拠した作家は、タグ付きPDF文書を生成するために必要とされていません。それがない場合しかし、それはこれらの規則に適合しなければなりません。
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• Automatic reflow of text and associated graphics to fit a page of a different size than was assumed for the 
original layout 

• Processing text for such purposes as searching, indexing, and spell-checking 

• Conversion to other common file formats (such as HTML, XML, and RTF) with document structure and 
basic styling information preserved 

• Making content accessible to users with visual impairments (see 14.9, “Accessibility Support”) 

A tagged PDF document shall conform to the following rules: 

• Page content (14.8.2, “Tagged PDF and Page Content”). Tagged PDF defines a set of rules for 
representing text in the page content so that characters, words, and text order can be determined reliably. 
All text shall be represented in a form that can be converted to Unicode. Word breaks shall be represented 
explicitly. Actual content shall be distinguished from artifacts of layout and pagination. Content shall be
given in an order related to its appearance on the page, as determined by the conforming writer. 

• A basic layout model (14.8.3, “Basic Layout Model”). A set of rules for describing the arrangement of 
structure elements on the page.

• Structure types (14.8.4, “Standard Structure Types”). A set of standard structure types define the meaning 
of structure elements, such as paragraphs, headings, articles, and tables. 

• Structure attributes (14.8.5, “Standard Structure Attributes”). Standard structure attributes preserve styling 
information used by the conforming writer in laying out content on the page. 

A Tagged PDF document shall also contain a mark information dictionary (see Table 321) with a value of true
for the Marked entry.

NOTE 2 The types and attributes defined for Tagged PDF are intended to provide a set of standard fallback roles and 
minimum guaranteed attributes to enable conforming readers to perform operations such as those mentioned 
previously. Conforming writers are free to define additional structure types as long as they also provide a role 
mapping to the nearest equivalent standard types, as described in 14.7.3, “Structure Types.” Likewise,
conforming writers can define additional structure attributes using any of the available extension mechanisms. 

14.8.2 Tagged PDF and Page Content

14.8.2.1 General

Like all PDF documents, a Tagged PDF document consists of a sequence of self-contained pages, each of 
which shall be described by one or more page content streams (including any subsidiary streams such as form 
XObjects and annotation appearances). Tagged PDF defines some further rules for organizing and marking 
content streams so that additional information can be derived from them: 

• Distinguishing between the author’s original content and artifacts of the layout process (see 14.8.2.2, “Real 
Content and Artifacts”).

• Specifying a content order to guide the layout process if the conforming reader reflows the page content
(see 14.8.2.3, “Page Content Order”).

• Representing text in a form from which a Unicode representation and information about font characteristics 
can be unambiguously derived (see 14.8.2.4, “Extraction of Character Properties”).

• Representing word breaks unambiguously (see 14.8.2.5, “Identifying Word Breaks”).

• Marking text with information for making it accessible to users with visual impairments (see 14.9, 
“Accessibility Support”).
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検索、インデックス作成、およびスペルチェックなどの目的のために•テキスト処理

文書構造と基本的なスタイル情報を持つ（HTML、XML、RTFなど）他の一般的なファイル形式への変換•は維持します

•視覚障害を持つユーザーにコンテンツにアクセスを作る（14.9を参照してください、「アクセシビリティサポート」）

•ページコンテンツ（14.8.2、「タグ付きPDFとページコンテンツ」）。タグ付きPDFは、文字、単語、及びテキストの順序を確実に判断することができるように、ページ内容のテキストを表現するための一連の規則を定義します。すべてのテキストはUnicodeに変換できる形式で表現されなければなりません。単語の区切りを明示的に表現されなければなりません。実際のコンテンツは、レイアウトやページネーションの成果物とは区別されなければなりません。準拠作家によって決定されたコンテンツは、ページ上のその外観に関連するためにbegivenばなりません。

•基本的なレイアウトモデル（14.8.3、「基本的なレイアウト・モデル」）。ページ上の構造要素の配置を説明するための規則のセット。

•構造タイプ（14.8.4、「標準構造タイプ」）。標準構造タイプのセットは、段落、見出し、記事、およびテーブルなどの構造要素の意味を定義します。

•構造属性（14.8.5、「標準構造属性」）。標準的な構造属性は、ページ上のコンテンツをレイアウトに準拠した作家によって使用される情報をスタイリング保存します。

タグ付きPDF文書もマークされたエントリtrueforの値である（表321を参照してください）マーク情報辞書を含まなければなりません。

注記2タイプおよびタグ付きPDFのために定義された属性は、前述したもののような操作を実行するために適合読者を可能にするために、標準的なフォールバックロールと最低保証属性のセットを提供することを意図しています。準拠した作家は、彼らはまた、最も近い同等の標準的なタイプへの役割のマッピングを提供するよう、14.7.3で説明したように、限り、追加の構造タイプを定義するのは自由です「構造タイプを。」同様に、適合する作家は、利用可能な拡張メカニズムのいずれかを使用して、追加の構造属性を定義することができます。

14.8.2タグ付きPDFやページの内容

14.8.2.1一般的な

すべてのPDFドキュメントと同様に、タグ付きPDF文書は、一つ以上のページのコンテンツストリームによって記述されなければならないそれぞれが自己完結型のページの順序、（任意の子会社を含むが、このようなフォームXObjectsと注釈外観としてストリーム）から構成されています。タグ付きPDFを整理し、その付加情報がそれらに由来することができるので、コンテンツのストリームをマーキングするためのいくつかの更なるルールを定義しています。

•著者のオリジナルコンテンツやレイアウトプロセスの成果物との区別（14.8.2.2、「実際のコンテンツとアーティファクト」を参照）。

•準拠したリーダー・リフローは、ページの内容があれば、レイアウトプロセスを案内するコンテンツの順序を指定する（14.8.2.3を参照し、「ページコンテンツの順序」）。

•フォント特性に関するUnicode表現及び情報を明確に誘導することができる形でテキストを表現（14.8.2.4、「文字プロパティの抽出」を参照）。

•明確に単語の区切りを表す（14.8.2.5、「特定単語分割」を参照）。

•視覚障害を持つユーザーにそれがアクセスできるための情報を含むテキストをマーキング（14.9を参照してください、「アクセシビリティサポート」）。
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14.8.2.2 Real Content and Artifacts

14.8.2.2.1 General

The graphics objects in a document can be divided into two classes: 

• The real content of a document comprises objects representing material originally introduced by the 
document’s author.

• Artifacts are graphics objects that are not part of the author’s original content but rather are generated by 
the conforming writer in the course of pagination, layout, or other strictly mechanical processes. 

NOTE Artifacts may also be used to describe areas of the document where the author uses a graphical background, 
with the goal of enhancing the visual experience. In such a case, the background is not required for 
understanding the content.

The document’s logical structure encompasses all graphics objects making up the real content and describes 
how those objects relate to one another. It does not include graphics objects that are mere artifacts of the 
layout and production process.

A document’s real content includes not only the page content stream and subsidiary form XObjects but also 
associated annotations that meet all of the following conditions: 

• The annotation has an appearance stream (see 12.5.5, “Appearance Streams”) containing a normal (N) 
appearance. 

• The annotation’s Hidden flag (see 12.5.3, “Annotation Flags”) is not set. 

• The annotation is included in the document’s logical structure (see 14.7, “Logical Structure”). 

14.8.2.2.2 Specification of Artifacts

An artifact shall be explicitly distinguished from real content by enclosing it in a marked-content sequence with 
the tag Artifact: 

/Artifact /Artifact propertyList 
BMC BDC 

… or … 
EMC EMC 

The first form shall be used to identify a generic artifact; the second shall be used for those that have an 
associated property list. Table 330 shows the properties that can be included in such a property list. 

NOTE 1 To aid in text reflow, artifacts should be defined with property lists whenever possible. Artifacts lacking a 
specified bounding box are likely to be discarded during reflow. 

Table 330 –  Property list entries for artifacts  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of artifact that this property list describes; if present, 
shall be one of the names Pagination, Layout, Page, or (PDF 1.7)
Background. 

BBox rectangle (Optional; required for background artifacts) An array of four numbers in 
default user space units giving the coordinates of the left, bottom, right, 
and top edges, respectively, of the artifact’s bounding box (the rectangle 
that completely encloses its visible extent). 
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14.8.2.2実際のコンテンツとアーティファクト

14.8.2.2.1一般

•もともと、ドキュメントの作成者により導入された材料を表す文書含むオブジェクトの実際の内容に。

•アーティファクトは著者のオリジナルコンテンツの一部ではなく、むしろ、改ページ、レイアウト、または他の厳密に機械的プロセスの過程で合致作家によって生成されたグラフィックスオブジェクトです。

NOTEアーティファクトもビジュアル体験を向上させる目的で、著者はグラフィカルな背景を使用して、ドキュメントの領域を記述するために使用することができます。こうしたAの場合には、背景がコンテンツを理解する必要はありません。

文書の論理構造は、実際のコンテンツを構成するすべてのグラフィックスオブジェクトを包含し、それらのオブジェクトが互いにどのように関係するかを説明します。これは、レイアウトや製造プロセスの単なるアーティファクトあるグラフィックスオブジェクトが含まれていません。

•注釈は、正常（N）の外観を含む（12.5.5、「外観ストリーム」を参照）の外観ストリームを持っています。

•注釈の非表示フラグ設定されていない（12.5.3、「注釈フラグ」を参照）。

•注釈は、文書の論理構造（14.7を参照してください、「論理構造」）に含まれています。

アーティファクトの14.8.2.2.2仕様

注1テキストのリフローを支援するために、アーティファクトは、可能な限りプロパティリストで定義する必要があります。指定されたバウンディングボックスを欠いたアーティファクトは、リフロー中に破棄される可能性があります。

キータイプ値

型名（オプション）このプロパティリストが記述するアーティファクトのタイプ。存在する場合、名前の改ページ、レイアウト、ページ、または（PDF 1.7）背景のいずれかでなければなりません。

BBoxrectangle（オプション、背景アーチファクトのために必要な）完全に目に見える範囲を囲むことアーティファクトのバウンディングボックスのそれぞれ（矩形を左、下、右、及び上端の座標を与えるデフォルトのユーザ空間単位で4つの数字の配列）。
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The following types of artifacts can be specified by the Type entry:

• Pagination artifacts. Ancillary page features such as running heads and folios (page numbers). 

• Layout artifacts. Purely cosmetic typographical or design elements such as footnote rules or background 
screens. 

• Page artifacts. Production aids extraneous to the document itself, such as cut marks and colour bars. 

• Background artifacts. Images, patterns or coloured blocks that either run the entire length and/or width of 
the page or the entire dimensions of a structural element. Background artifacts typically serve as a 
background for content shown either on top of or placed adjacent to that background.

A background artifact can further be classified as visual content that serves to enhance the user experience, 
that lies under the actual content, and that is not required except to retain visual fidelity. 

NOTE 2 Examples of this include a coloured background, pattern, blend, or image that resides under main body text. In 
the case of white text on a black background, the black background is absolutely necessary to be able to read 
the white text; however, the background itself is merely there to enhance the visual experience. However, a 
draft or other identifying watermark is classified as a pagination artifact because it does not serve to enhance 
the experience; rather, it serves as a running artifact typically used on every page in the document. As a further 
example, a Figure differs from a background artifact in that removal of the graphics objects from a Figure 
would detract from the overall contextual understanding of the Figure as an entity.

• Tagged conforming readers may have their own ideas about what page content to consider relevant. A 
text-to-speech engine, for instance, probably should not speak running heads or page numbers when the 
page is turned. In general, conforming readers can do any of the following: 

• Disregard elements of page content (for example, specific types of artifacts) that are not of interest 

• Treat some page elements as terminals that are not to be examined further (for example, to treat an 
illustration as a unit for reflow purposes) 

• Replace an element with alternate text (see 14.9.3, “Alternate Descriptions”) 

NOTE 3 Depending on their goals, different conforming readers can make different decisions in this regard. The 
purpose of Tagged PDF is not to prescribe what the conforming reader should do, but to provide sufficient 
declarative and descriptive information to allow it to make appropriate choices about how to process the 
content. 

To support conforming readers in providing accessibility to users with disabilities, Tagged PDF documents 
should use the natural language specification (Lang), alternate description (Alt), replacement text 
(ActualText), and abbreviation expansion text (E) facilities described in 14.9, “Accessibility Support.” 

Attached array (Optional; pagination and full-page background artifacts only) An array of 
name objects containing one to four of the names Top, Bottom, Left, and 
Right, specifying the edges of the page, if any, to which the artifact is 
logically attached. Page edges shall be defined by the page’s crop box 
(see 14.11.2, “Page Boundaries”). The ordering of names within the array 
is immaterial. Including both Left and Right or both Top and Bottom 
indicates a full-width or full-height artifact, respectively.
Use of this entry for background artifacts shall be limited to full-page 
artifacts. Background artifacts that are not full-page take their dimensions 
from their parent structural element. 

Subtype name (Optional; PDF 1.7) The subtype of the artifact. This entry should appear 
only when the Type entry has a value of Pagination. Standard values are 
Header, Footer, and  
Watermark. Additional values may be specified for this entry, provided 
they comply with the naming conventions described in Annex E.

Table 330 –  Property list entries for artifacts  (continued)

Key Type Value
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成果物の種類は次のタイプのエントリで指定することができます。

•ページのアーティファクト。生産は、このようなカットマークとカラーバーとして、文書自体に余分な助けとなります。

•背景のアーティファクト。画像、パターンまたはいずれかのページまたは構造要素の全体の寸法の全長及び/又は幅を実行する色のブロック。コンテンツの背景の上のいずれかで示されるか、その背景に隣接して配置されるよう背景アーチファクトは、典型的に働きます。

背景アーチファクトはさらに以外は必要としない、実際のコンテンツの下に位置し、は、視覚的な忠実度を保持するため、ユーザの利便性を高めるのに役立つ視覚的なコンテンツとして分類することができます。

この注記2としては、例えば、色付きの背景、パターン、ブレンド、又は画像を含む本体テキスト下に存在すること。黒の背景に白のテキストの場合には、黒の背景に白のテキストを読むことができるように絶対的に必要です。しかし、背景自体はビジュアル体験を向上させるためだけに存在しています。しかし、ドラフトやその他の識別ウォーターマークは、それが経験を強化するのに役立つていないため、ページネーションアーティファクトとして分類されています。むしろ、それは通常、文書内のすべてのページで使用されて実行されている成果物として機能します。さらなる例として、図からグラフィックスオブジェクトの除去における背景アーチファクトから図異なるエンティティとして図の全体的な文脈の理解を損なうことになります。

•タグ付き準拠の読者は、ページの内容が関連を検討するかについて、独自のアイデアを持っていることがあります。ページが投入されたときにテキスト音声変換エンジンは、例えば、おそらくランニングヘッドやページ番号を話すべきではありません。一般的に、準拠の読者は、次のいずれかの操作を行うことができます。

•関心のない（例えば、成果物の特定の種類）ページ内容の無視要素は、

さらに検討すべきではない端末などのいくつかのページ要素を扱います（例えば、リフロー目的のための手段としてイラストを治療するため）

•代替テキストを持つ要素を交換してください（14.9.3、「代替の説明」を参照してください）

自分の目標に応じNOTE 3は、異なる準拠した読者は、この点で異なる決定を下すことができます。タグ付きPDFの目的は、適合する読者が何をすべきかを規定するが、それはコンテンツを処理する方法についての適切な選択を行うことができるように十分な宣言型と記述情報を提供することではありません。

障害を持つユーザーにアクセスを提供するに準拠した読者をサポートし、タグ付きPDF文書は自然言語仕様（ラング）を使用する必要があり、別の説明（アルト）、置換テキスト（ActualText）、および略語の拡張テキスト（E）施設「、14.9で説明するにはアクセシビリティのサポート。」

Attachedarray（オプション;ページネーションのみフルページの背景アーティファクト）アーティファクトが論理的にされている名前の配列があれば、名称上、下、左、右の四から一を含むページの端を指定するオブジェクト、添付。ページの縁がページのクロップボックスで定義されなければならない（14.11.2、「ページ境界」を参照してください）。アレイ内の名前の順序は重要ではありません。左と右または上下両方の全角またはフルハイトのアーティファクトを示して両方を含む、バックグラウンドのアーティファクトのために、このエントリのrespectively.Useは、フルページの成果物に限定されなければなりません。フルページではありません背景アーティファクトは、親構造要素からその寸法を取ります。

Subtypename（オプション; PDF 1.7）アーティファクトのサブタイプ。このエントリは、Typeエントリはページネーションの値がある場合にのみ表示されます。標準値は、ヘッダー、フッター、および透かしあります。追加の値は、このエントリに指定することができる、彼らは附属書Eに記載した命名規則に準拠して

表330  - アーティファクトのプロパティリストのエントリ（続き）

キータイプ値
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14.8.2.2.3 Incidental Artifacts

In addition to objects that are explicitly marked as artifacts and excluded from the document’s logical structure, 
the running text of a page may contain other elements and relationships that are not logically part of the 
document’s real content, but merely incidental results of the process of laying out that content into a document. 
They may include the following elements:

• Hyphenation. Among the artifacts introduced by text layout is the hyphen marking the incidental division of 
a word at the end of a line. In Tagged PDF, such an incidental word division shall be represented by a soft 
hyphen character, which the Unicode mapping algorithm (see “Unicode Mapping in Tagged PDF” in 
14.8.2.4, “Extraction of Character Properties”) translates to the Unicode value U+00AD. (This character is 
distinct from an ordinary hard hyphen, whose Unicode value is U+002D.) The producer of a Tagged PDF 
document shall distinguish explicitly between soft and hard hyphens so that the consumer does not have 
to guess which type a given character represents.

NOTE 1 In some languages, the situation is more complicated: there may be multiple hyphen characters, and 
hyphenation may change the spelling of words. See the Example in 14.9.4, “Replacement Text.”

• Text discontinuities. The running text of a page, as expressed in page content order (see 14.8.2.3, “Page 
Content Order”), may contain places where the normal progression of text suffers a discontinuity. 
Conforming readers may recognize such discontinuities by examining the document’s logical structure. 

NOTE 2 For example, the page may contain the beginnings of two separate articles (see 12.4.3, “Articles”), each of 
which is continued onto a later page of the document. The last words of the first article appearing on the page 
should not be run together with the first words of the second article.

• Hidden page elements. For a variety of reasons, elements of a document’s logical content may be invisible 
on the page: they may be clipped, their colour may match the background, or they may be obscured by 
other, overlapping objects. For the purposes of Tagged PDF, page content shall be considered to include 
all text and illustrations in their entirety, regardless of whether they are visible when the document is 
displayed or printed. 

NOTE 3 For example, formerly invisible elements may become visible when a page is reflowed, or a text-to-speech 
engine may choose to speak text that is not visible to a sighted reader.

14.8.2.3 Page Content Order

14.8.2.3.1 General

When dealing with material on a page-by-page basis, some Tagged PDF conforming readers may choose to 
process elements in page content order, determined by the sequencing of graphics objects within a page’s 
content stream and of characters within a text object, rather than in the logical structure order defined by a 
depth-first traversal of the page’s logical structure hierarchy. The two orderings are logically distinct and may or 
may not coincide. In particular, any artifacts the page may contain shall be included in the page content order 
but not in the logical structure order, since they are not considered part of the document’s logical structure. The
conforming writer is responsible for establishing both an appropriate page content order for each page and an 
appropriate logical structure hierarchy for the entire document. 

Because the primary requirement for page content order is to enable reflow to maintain elements in proper 
reading sequence, it should normally (for Western writing systems) proceed from top to bottom (and, in a 
multiple-column layout, from column to column), with artifacts in their correct relative places. In general, all 
parts of an article that appear on a given page should be kept together, even if the article flows to scattered 
locations on the page. Illustrations or footnotes may be interspersed with the text of the associated article or 
may appear at the end of its content (or, in the case of footnotes, at the end of the entire page’s logical content). 

In some situations, conforming writer may be unable to determine correct page content order for part of a 
document’s contents. In such cases, tag suspects (PDF 1.6) can be used. The conforming writer shall identify 
suspect content by using marked content (see 14.6, “Marked Content”) with a tag of TagSuspect, as shown in 
next Example. The marked content shall have a properties dictionary with an entry whose name is TagSuspect
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14.8.2.2.3付帯アーティファクト

明示的にアーティファクトとしてマークされ、文書の論理構造から除外されたオブジェクトに加えて、ページの実行中のテキストは、論理的には、文書の実際のコンテンツの一部ではない他の要素との関係を含んでいてもよいが、敷設の過程の単なる偶発結果ドキュメントにそのコンテンツアウト。彼らは、以下の要素を含むことができます。

•ハイフネーション。テキストレイアウトによって導入されたアーチファクトのうち、行の末尾の単語の偶発的分割をマーキングハイフンです。タグ付きPDFでは、このような偶発的単語分割がUnicodeマッピングアルゴリズムソフトハイフン文字で表されなければならない（14.8.2.4に「タグ付きPDFのUnicodeマッピング」を参照し、「文字プロパティの抽出」）のUnicode値Uに変換します+ 00AD。消費者は、指定された文字を表す入力どの推測する必要がないように（この文字は、そのユニコード値U + 002Dで通常ハードハイフン、区別される。）タグ付きPDF文書の生産者は、ソフトおよびハードハイフンの間に明示的に区別しなければなりません。

いくつかの言語で注1、状況はより複雑である。そこに複数のハイフン文字であってもよく、ハイフネーションは、単語のスペルを変更することがあります。 、14.9.4で「置換テキストを。」の例を参照してください

•テキスト不連続。ページの実行中のテキストは、ページコンテンツの順序（14.8.2.3、「ページコンテンツの順序」を参照）で表されるように、テキストの正常な進行が不連続を受けた場所が含まれていてもよいです。準拠した読者は、文書の論理構造を調べることによって、このような不連続性を認識することができます。

注2たとえば、ページには、ドキュメントの後のページに継続され、それぞれが2回の別々の記事（12.4.3、「記事」を参照）、の始まりを含んでいてもよいです。ページに表示されて最初の記事の最後の言葉は、第二の記事の最初の言葉と一緒に実行すべきではありません。

•非表示のページ要素。様々な理由から、文書の論理コンテンツの要素は、ページ上で目に見えないことがあります彼らは色が背景に合わせて、クリッピングすることができる、またはそれらを他の、重複したオブジェクトによって隠されることがあります。文書が表示または印刷されている場合、タグ付きPDFの目的のために、ページの内容にかかわらず、彼らが表示されているかどうかの、その全体がすべてのテキストやイラストを含めるように考慮しなければなりません。

注3ページをリフローされたときにたとえば、以前は目に見えない要素が目立つことがあり、またはテキスト音声変換エンジンは、晴眼読者に表示されていない発言テキストに選択することができます。

14.8.2.3ページコンテンツの順序

14.8.2.3.1一般

ページ単位で材料を扱う場合、読者に準拠した、いくつかのタグ付きPDFは、ページのコンテンツストリーム内およびテキストオブジェクト内の文字のグラフィックスオブジェクトの配列決定により決定ページコンテンツの順序でプロセス要素に選ぶのではなくてページの論理構造の階層の深さ優先探索で定義された論理構造のためです。 2つの順序は、論理的に別個であり、又は一致しなくてもよいです。彼らは、文書の論理構造の一部と見なされていないので、具体的には、ページが含まれている可能性のあるアーティファクトは、ページコンテンツの順序ではなく、論理的な構造のために含めなければなりません。ライターをTheconformingは、各ページに適切なページコンテンツの順序やドキュメント全体のための適切な論理構造の階層の両方を確立する責任があります。

ページコンテンツの順序のための主要な要件は、適切な読み出しシーケンスの要素を維持するためにリフローを可能にすることであるので、それは通常（西洋書き込みシステムの場合）（カラムからカラムに、そして、複数列のレイアウトに）上から下に進む必要があり、正しい相対場所でアーティファクトと。一般的には、特定のページに表示される記事のすべての部分は、記事がページ上の散乱場所に流れても、一緒に保たれるべきです。イラストや脚注は、（ページ全体の論理的な内容の最後に、脚注の場合、または）関連する記事のテキストが点在してもよいし、その内容の最後に表示されることがあります。

いくつかの状況では、準拠したライターは、文書の内容の一部の正しいページコンテンツの順序を決定できない場合があります。このような場合には、タグ容疑者（PDF 1.6）を使用することができます。 TagSuspectのタグで（14.6、「マーク内容」を参照）、次の例に示すように準拠したライターは、マークされたコンテンツを使用することにより、疑わしいコンテンツを識別しなければなりません。マークされたコンテンツは、名前TagSuspectあるエントリを持つプロパティの辞書を持たなければなりません
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and whose value is Ordering, which indicates that the ordering of the enclosed marked content does not meet 
Tagged PDF specifications.

NOTE This can occur, for example, if content was extracted from another application, or if there are ambiguities or 
missing information in text output.

EXAMPLE /TagSuspect <</TagSuspect /Ordering>>  
BDC 

.... % Problem page contents 
EMC

Documents containing tag suspects shall contain a Suspects entry with a value of true in the mark information 
dictionary (see Table 321). 

14.8.2.3.2 Sequencing of Annotations

Annotations associated with a page are not interleaved within the page’s content stream but shall be placed in 
the Annots array in its page object (see 7.7.3.3, “Page Objects”). Consequently, the correct position of an 
annotation in the page content order is not readily apparent but shall be determined from the document’s logical 
structure. 

Both page content (marked-content sequences) and annotations may be treated as content items that are 
referenced from structure elements (see 14.7.4, “Structure Content”). Structure elements of type Annot (PDF 
1.5), Link, or Form (see 14.8.4.4, “Inline-Level Structure Elements,” and 14.8.4.5, “Illustration Elements”) 
explicitly specify the association between a marked-content sequence and a corresponding annotation. In other 
cases, if the structure element corresponding to an annotation immediately precedes or follows (in the logical 
structure order) a structure element corresponding to a marked-content sequence, the annotation is considered 
to precede or follow the marked-content sequence, respectively, in the page content order. 

NOTE If necessary, a conforming writer may introduce an empty marked-content sequence solely to serve as a 
structure element for the purpose of positioning adjacent annotations in the page content order. 

14.8.2.3.3 Reverse-Order Show Strings

NOTE 1 In writing systems that are read from right to left (such as Arabic or Hebrew), one might expect that the glyphs 
in a font would have their origins at the lower right and their widths (rightward horizontal displacements) 
specified as negative. For various technical and historical reasons, however, many such fonts follow the same 
conventions as those designed for Western writing systems, with glyph origins at the lower left and positive 
widths, as shown in Figure 39. Consequently, showing text in such right-to-left writing systems requires either 
positioning each glyph individually (which is tedious and costly) or representing text with show strings (see 9.2, 
“Organization and Use of Fonts”) whose character codes are given in reverse order. When the latter method is 
used, the character codes’ correct page content order is the reverse of their order within the show string. 

The marked-content tag ReversedChars informs the conforming reader that show strings within a marked-
content sequence contain characters in the reverse of page content order. If the sequence encompasses 
multiple show strings, only the individual characters within each string shall be reversed; the strings themselves 
shall be in natural reading order. 

EXAMPLE The sequence 
 
/ReversedChars 

BMC 
( olleH ) Tj 
−200 0 Td 
( . dlrow ) Tj 

EMC 
 
 
represents the text 
 
Hello world .
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そして、その値囲まれたマーク付きコンテンツの順序は、タグ付きPDFの仕様を満たしていないことを示して注文、です。

コンテンツは、別のアプリケーションから抽出された場合NOTEこれは、例えば、発生する可能性があり、または曖昧またはテキスト出力の不足している情報があるかどうか。

例/ TagSuspect << / TagSuspect /ご注文>> BDC ....％問題のページの内容EMC

注釈の14.8.2.3.2シーケンシング

ページに関連付けられている注釈がページのコンテンツストリーム内にインターリーブされていませんが、そのページオブジェクトにAnnots配列に置かなければならない（「ページがオブジェクト」7.7.3.3を参照してください）。そのため、ページコンテンツの順序で注釈の正確な位置は容易に明らかではないが、文書の論理構造から決定されなければなりません。

ページコンテンツ（マーク・コンテンツシーケンス）と注釈の両方が構造要素（14.7.4、「構造含有率」を参照）から参照されるコンテンツアイテムとして扱うことができます。型Annotの（PDF 1.5）、リンク、またはフォームが明示的にマークされ、コンテンツのシーケンスとAとの間の関連付けを指定します（14.8.4.4、「インラインレベル構造要素、」および14.8.4.5、「イラストの要素」を参照してください）の構造要素対応する注釈。他の場合には、（論理構造の順序で）すぐに先行または次の注釈にマークされたコンテンツシーケンスに対応する構成要素に対応する構成要素と、注釈は、それぞれ、先行すると考えられ、またはマークコンテンツシーケンスに従っており、ページコンテンツのためです。

注必要に応じて、適合するライターはページコンテンツの順に隣接する注釈を配置するために、構造要素として機能するように、単に空のマーク・コンテンツのシーケンスを導入することができます。

14.8.2.3.3逆順表示文字列

注1（アラビア語やヘブライ語など）右から左へ読まされているシステムを書くには、一つは、フォント内のグリフは、右下およびそれらの幅（右方向の水平変位）にその起源を持っているであろうと予想される負として指定。その結果、図39に示すように、様々な技術と歴史的な理由のために、しかし、多くのそのようなフォントは、右へのテキストを示す、左下正幅でグリフの起源と、ウエスタン書き込みシステム用に設計されたものと同じ規則に従います-left書記体系のいずれか（面倒かつ高価である）個々のグリフの位置決めまたはshow文字列のテキストを表す必要その文字コードを逆の順序で示されている（9.2、「組織とフォントの使用」を参照）。後者の方法を使用する場合、文字コード正しいページコンテンツの順序は、ショーの文字列内の順序の逆です。

マーク・コンテンツのタグReversedCharsを知らせるマーク・コンテンツシーケンス内のショーの文字列はページコンテンツの順序を逆に文字が含まれていることを準拠したリーダー。シーケンスは、複数のショーの文字列を含む場合は、各文字列内の唯一の個々の文字を逆にしなければなりません。文字列自体は自然な読み順にしなければなりません。

例では、シーケンス/ ReversedChars BMC（olleH）Tjを-200 0 Tdの（。dlrow）TjのEMCは、テキストこんにちは、世界を表します。
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The show strings may have a SPACE (U+0020) character at the beginning or end to indicate a word break (see 
14.8.2.5, “Identifying Word Breaks”) but shall not contain interior SPACEs. 

NOTE 2 This limitation is not serious, since a SPACE provides an opportunity to realign the typography without visible 
effect, and it serves the valuable purpose of limiting the scope of reversals for word-processing conforming 
readers. 

14.8.2.4 Extraction of Character Properties

14.8.2.4.1 General

Tagged PDF enables character codes to be unambiguously converted to Unicode values representing the 
information content of the text. There are several methods for doing this; a Tagged PDF document shall
conform to at least one of them (see “Unicode Mapping in Tagged PDF” in 14.8.2.4, “Extraction of Character 
Properties”). In addition, Tagged PDF enables some characteristics of the associated fonts to be deduced (see 
“Font Characteristics” in 14.8.2.4, “Extraction of Character Properties”). 

NOTE These Unicode values and font characteristics can then be used for such operations as cut-and-paste editing, 
searching, text-to-speech conversion, and exporting to other applications or file formats. 

14.8.2.4.2 Unicode Mapping in Tagged PDF

Tagged PDF requires that every character code in a document can be mapped to a corresponding Unicode 
value. 

NOTE 1 Unicode defines scalar values for most of the characters used in the world’s languages and writing systems, as 
well as providing a private use area for application-specific characters. Information about Unicode can be 
found in the Unicode Standard, by the Unicode Consortium (see the Bibliography). 

The methods for mapping a character code to a Unicode value are described in 9.10.2, “Mapping Character 
Codes to Unicode Values.” A conforming writer shall ensure that the PDF file contains enough information to 
map all character codes to Unicode by one of the methods described there. 

NOTE 2 An Alt, ActualText, or E entry specified in a structure element dictionary or a marked-content property list (see 
14.9.3, “Alternate Descriptions,” 14.9.4, “Replacement Text,” and 14.9.5, “Expansion of Abbreviations and 
Acronyms”) may affect the character stream that some conforming readers actually use. For example, some 
conforming readers may choose to use the Alt or ActualText value and ignore all text and other content 
associated with the structure element and its descendants. 

NOTE 3 Some uses of Tagged PDF require characters that may not be available in all fonts, such as the soft hyphen 
(see 14.8.2.2.3, “Incidental Artifacts”). Such characters may be represented either by adding them to the font’s 
encoding or CMap and using ToUnicode to map them to appropriate Unicode values, or by using an 
ActualText entry in the associated structure element to provide substitute characters. 

14.8.2.4.3 Font Characteristics

In addition to a Unicode value, each character code in a content stream has an associated set of font 
characteristics. These characteristics are not specified explicitly in the PDF file. Instead, the conforming reader 
derives the characteristics from the font descriptor for the font that is set in the text state at the time the 
character is shown.

NOTE These characteristics are useful when exporting text to another application or file format that has a limited 
repertoire of available fonts. 

Table 331 lists a common set of font characteristics corresponding to those used in CSS and XSL; the W3C 
document Extensible Stylesheet Language (XSL) 1.0 provides more information (see the Bibliography). Each 
of the characteristics shall be derived from information available in the font descriptor’s Flags entry (see 9.8.2, 
“Font Descriptor Flags”). 
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ショーの文字列は、単語の区切りを示すために、最初と最後にSPACE（U + 0020）文字を（14.8.2.5は、「単語分割の識別」を参照してください）持っているかもしれませんが、内部空間を含んではなりません。

注記2空間は目に見える効果なしタイポグラフィを再調整する機会を提供するので、この制限は、深刻ではない、それは、ワードプロセッシング適合リーダーの反転の範囲を限定するの貴重な目的を果たします。

文字プロパティの14.8.2.4抽出

14.8.2.4.1一般

タグ付きPDFは文字コードが明確にテキストの情報内容を表すUnicode値に変換することができます。これを行うためのいくつかの方法があります。それらのうちの少なくとも一つのタグ付きPDF文書のshallconform（「文字のプロパティの抽出」、14.8.2.4に「タグ付きPDFでのUnicodeマッピング」を参照）。また、タグ付きPDFは、（「文字のプロパティの抽出」、14.8.2.4に見る「フォントの特性を」）に関連するフォントのいくつかの特性を推定することができます。

注これらのUnicode値とフォント特性は、次いで、カットアンドペースト編集、検索、テキスト - 音声変換などの操作のために使用され、他のアプリケーションまたはファイル形式にエクスポートすることができます。

タグ付きPDFで14.8.2.4.2 Unicodeのマッピング

注1 Unicodeは、アプリケーション固有の文字のプライベート使用領域を提供するだけでなく、世界の言語と書いシステムで使用される文字のほとんどのスカラー値を定義します。ユニコードについての情報は、Unicodeコンソーシアム（参考文献を参照）によって、Unicode標準で見つけることができます。

Unicode値に文字コードをマッピングするための方法は、「Unicode値にマッピング文字コード」を、9.10.2に記述されています準拠したライターは、PDFファイルがそこに記載のいずれかの方法でUnicodeにすべての文字コードをマッピングするのに十分な情報が含まれていることを確認しなければなりません。

注2アンAltキー、ActualText、またはE構造の要素辞書やマーク・コンテンツプロパティリスト（14.9.3を参照して指定されたエントリ、「代替の説明、」14.9.4、「置換テキスト」および14.9.5、「拡張略語一覧」）の一部準拠した読者が実際に使用していることを文字ストリームに影響を与える可能性があります。例えば、いくつかの適合読者はAltキーまたはActualText値を使用して、すべてのテキストおよび構造要素とその子孫に関連する他のコンテンツを無視することを選択することができます。

タグ付きPDFのNOTE 3Someの使用は、ソフトハイフンなどすべてのフォント、（14.8.2.2.3、「偶発アーティファクト」を参照）には使用できない場合があります文字が必要です。そのような文字は、フォントのエンコーディングに追加またはCMapのとUnicode値を適切にマップするためのToUnicodeを使用することによって、または代替文字を提供するために、関連する構造要素でActualTextエントリを使用してのいずれかで表すことができます。

14.8.2.4.3フォントの特性

Unicode値に加えて、コンテンツストリーム内の各文字コードは、フォント特性の関連するセットを有します。これらの特性は、PDFファイルで明示的に指定されていません。代わりに、適合する読者は、文字が表示された時点で、テキスト状態に設定されているフォントのフォント記述子からの特性を導出します。

テーブル331のリストCSSとXSLに使用されるものに対応するフォントの特性の共通セット。 W3Cの文書Extensible Stylesheet Language（XSL）は1.0より多くの情報（参考文献を参照）を提供します。特性のそれぞれは（9.8.2、「フォント記述子フラグ」を参照）、フォント記述子の旗エントリで入手可能な情報から得られなければなりません。
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The characteristics shown in the table apply only to character codes contained in show strings within content 
streams. They do not exist for alternate description text (Alt), replacement text (ActualText), or abbreviation 
expansion text (E). 

For the standard 14 Type 1 fonts, the font descriptor may be missing; the well-known values for those fonts 
shall be used. 

Tagged PDF in PDF 1.5 defines a wider set of font characteristics, which provide information needed when 
converting PDF to other files formats such as RTF, HTML, XML, and OEB, and also improve accessibility and 
reflow of tables. Table 332 lists these font selector attributes and shows how their values shall be derived. 

If the FontFamily, FontWeight and FontStretch fields are not present in the font descriptor, these values shall be 
derived from the font name in a manner of the conforming reader’s choosing.

Table 331 –  Derivation of font characteristics  

Characteristic Type Derivation

Serifed boolean The value of the Serif flag in the font descriptor’s Flags entry 

Proportional boolean The complement of the FixedPitch flag in the font descriptor’s Flags
entry 

Italic boolean The value of the Italic flag in the font descriptor’s Flags entry 

Smallcap boolean The value of the SmallCap flag in the font descriptor’s Flags entry 

Table 332 –  Font selector attributes  

Attribute Description 

FontFamily A string specifying the preferred font family name. Derived from the FontFamily
entry in the font descriptor (see Table 122).

GenericFontFamily A general font classification, used if FontFamily is not found. Derived from the 
font descriptor’s Flags entry as follows:
Serif Chosen if the Serif flag is set and the FixedPitch and Script flags 

are not set
SansSerif Chosen if the FixedPitch, Script and Serif flags are all not set
Cursive Chosen if the Script flag is set and the FixedPitch flag is not set
Monospace Chosen if the FixedPitch flag is set
NOTE The values Decorative and Symbol cannot be derived

FontSize The size of the font: a positive number specifying the height of the typeface in 
points. Derived from the a, b, c, and d fields of the current text matrix.

FontStretch The stretch value of the font. Derived from FontStretch in the font descriptor 
(see Table 122).

FontStyle The italicization value of the font. It shall be Italic if the Italic flag is set in the 
Flags field of the font descriptor; otherwise, it shall be Normal.

FontVariant The small-caps value of the font. It shall be SmallCaps if the SmallCap flag is set 
in the Flags field of the font descriptor; otherwise, it shall be Normal.

FontWeight The weight (thickness) value of the font. Derived from FontWeight in the font 
descriptor (see Table 122).
The ForceBold flag and the StemV field should not be used to set this attribute.
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表に示す特性は、コンテンツストリーム内の表示文字列に含まれる文字コードにのみ適用されます。彼らは別の説明テキスト（ALT）、置換テキスト（ActualText）、または略語の拡張テキスト（E）には存在しません。

標準の14のType 1フォントの場合、フォント記述子が見つからない可能性があります。これらのフォントのためのよく知られた値を使用しなければなりません。

PDF 1.5定義でタグ付きPDFのテーブルのアクセシビリティとリフロー性を向上また、RTF、HTML、XML、およびOEBなどの他のファイル形式にPDFを変換する際に必要な情報を提供し、フォント特性、より広いセット。表332のリストこれらのフォントセレクタ属性とその値が導出されなければならない方法を示しています。

fontFamily、たfontWeightおよびFontStretchのフィールドは、フォント記述子に存在しない場合、これらの値は準拠し、読者が選択した方法で、フォント名から導出されなければなりません。

特性種別導出

優先フォントファミリ名を指定してのfontFamily A列。フォント記述子内FontFamilyentryに由来する（表122を参照のこと）。

fontFamilyが見つからない場合に使用GenericFontFamily A一般的なフォントの分類、。次のようにフォント記述子の国旗エントリ由来：セリフ選ばれたセリフフラグがセットされている場合とFixedPitchとスクリプトのフラグはsetSansSerif選ばれたがFixedPitch、スクリプトやセリフフラグは、すべてのsetCursive選ばれたスクリプトフラグがセットされていないされていない場合場合とFixedPitch FixedPitchフラグが装飾シンボルを導出することができないsetNOTE値である場合にフラグがsetMonospace選択されていません

フォントのサイズをフォントサイズ：点における書体の高さを指定する正の数。現在のテキストマトリックスのA、B、C、及びDフィールドから導出しました。

フォントのFontStretchTheストレッチ値。フォント記述子にFontStretchに由来する（表122を参照のこと）。

フォントの斜体値のfontStyle。斜体フラグは、フォント記述子のFlagsフィールドに設定されている場合は、斜体でなければなりません。そうでない場合、それは通常のものでなければなりません。

フォントのスモールキャップ値をFontVariant。小型株フラグはフォント記述子のFlagsフィールドに設定されている場合はスモールキャピタルでなければなりません。そうでない場合、それは通常のものでなければなりません。

FontWeightThe重量フォントの（厚さ）値。フォント記述子内たfontWeightに由来する（表122を参照のこと）【選択ForceBoldフラグとStemVフィールドは、この属性を設定するために使用すべきではありません。
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14.8.2.5 Identifying Word Breaks

NOTE 1 A document’s text stream defines not only the characters in a page’s text but also the words. Unlike a 
character, the notion of a word is not precisely defined but depends on the purpose for which the text is being 
processed. A reflow tool needs to determine where it can break the running text into lines; a text-to-speech 
engine needs to identify the words to be vocalized; spelling checkers and other applications all have their own 
ideas of what constitutes a word. It is not important for a Tagged PDF document to identify the words within the 
text stream according to a single, unambiguous definition that satisfies all of these clients. What is important is 
that there be enough information available for each client to make that determination for itself. 

A conforming reader of a Tagged PDF document may find words by sequentially examining the Unicode 
character stream, perhaps augmented by replacement text specified with ActualText (see 14.9.4, 
“Replacement Text”). For this purpose the spacing characters that would be present to separate words in a 
pure text representation shall be present in the Tagged PDF representation of the text. 

NOTE 2 The conforming reader does not need to guess about word breaks based on information such as glyph 
positioning on the page, font changes, or glyph sizes.

NOTE 3 The identification of what constitutes a word is unrelated to how the text happens to be grouped into show 
strings. The division into show strings has no semantic significance. In particular, a SPACE (U+0020) or other 
word-breaking character is still needed even if a word break happens to fall at the end of a show string. 

NOTE 4 Some conforming readers may identify words by simply separating them at every SPACE character. Others 
may be slightly more sophisticated and treat punctuation marks such as hyphens or em dashes as word 
separators as well. Still others may identify possible line-break opportunities by using an algorithm similar to 
the one in Unicode Standard Annex #29, Text Boundaries, available from the Unicode Consortium (see the 
Bibliography). 

14.8.3 Basic Layout Model

The basic layout model begins with the notion of a reference area. This is a rectangular region used as a frame 
or guide in which to place the document’s content. Some of the standard structure attributes, such as 
StartIndent and EndIndent (see 14.8.5.4.3, “Layout Attributes for BLSEs”), shall be measured from the 
boundaries of the reference area. Reference areas are not specified explicitly but are inferred from context. 
Those of interest are generally the column area or areas in a general text layout, the outer bounding box of a 
table and those of its component cells, and the bounding box of an illustration or other floating element. 

NOTE 1 Tagged PDF’s standard structure types and attributes shall be interpreted in the context of a basic layout 
model that describes the arrangement of structure elements on the page. This model is designed to capture 
the general intent of the document’s underlying structure and does not necessarily correspond to the one 
actually used for page layout by the application creating the document. (The PDF content stream specifies the 
exact appearance.) The goal is to provide sufficient information for conforming readers to make their own 
layout decisions while preserving the authoring application’s intent as closely as their own layout models allow. 

NOTE 2 The Tagged PDF layout model resembles the ones used in markup languages such as HTML, CSS, XSL, and 
RTF, but does not correspond exactly to any of them. The model is deliberately defined loosely to allow 
reasonable latitude in the interpretation of structure elements and attributes when converting to other 
document formats. Some degree of variation in the resulting layout from one format to another is to be 
expected. 

The standard structure types are divided into four main categories according to the roles they play in page 
layout: 

• Grouping elements (see 14.8.4.2, “Grouping Elements”) group other elements into sequences or 
hierarchies but hold no content directly and have no direct effect on layout. 

• Block-level structure elements (BLSEs) (see 14.8.4.3, “Block-Level Structure Elements”) describe the 
overall layout of content on the page, proceeding in the block-progression direction. 

• Inline-level structure elements (ILSEs) (see 14.8.4.4, “Inline-Level Structure Elements”) describe the layout 
of content within a BLSE, proceeding in the inline-progression direction. 
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14.8.2.5特定単語分割

注1 Aドキュメントのテキストストリームは、ページのテキスト内の文字だけでなく、言葉だけでなく、定義されています。文字とは異なり、単語の概念は、正確に定義されていないが、テキストが処理されている目的に依存しています。リフローツールは、それが行に実行されているテキストを破ることができる場所を決定する必要があります。テキスト音声変換エンジンが発声する単語を識別するために必要です。スペルチェッカーおよびその他のアプリケーションは、すべての単語を構成するものの自分のアイデアを持っています。タグ付きPDF文書は満たすが、これらすべてのクライアントの単一、明確な定義に従ってテキストストリーム内の単語を識別することは重要ではありません。重要なのは、自分自身のためにその決意を作るために、各クライアントのために利用できる十分な情報が存在することがあります。

タグ付きPDF文書の準拠読者は、おそらく置換テキストによって増大、順次Unicode文字ストリームを調べることにより、単語を見つけること（14.9.4、「置換テキスト」を参照）ActualTextで指定されました。この目的のために純粋なテキスト表現で別々の単語に存在するであろうスペーシング文字は、テキストのタグ付きPDFの表示中に存在しなければなりません。

注2準拠の読者は、このようなグリフページ上の位置、フォントの変更、またはグリフのサイズなどの情報に基づいて単語分割について推測する必要はありません。

単語を構成するもののNOTE 3The識別は、テキストが表示文字列にグループ化することを起こるかとは無関係です。ショーの文字列への分割には意味的な重要性を持っていません。具体的には、SPACE（U + 0020）または他の単語破り文字はまだ単語の切れ目がショーの文字列の末尾に落ちてしまった場合でも必要とされています。

単純にすべての空白文字で区切った単語を識別することができる4Some準拠読者に注意してください。その他には、ハイフンなどもう少し洗練された御馳走句読点であってもよいし、EMは、同様に単語の区切り文字としてダッシュ。さらに他には、ユニコードコンソーシアム（参考文献を参照）から入手可能な、Unicode規格付属書＃29、テキストの境界におけるものと同様のアルゴリズムを用いて可能改行の機会を識別することができます。

14.8.3基本的なレイアウト・モデル

基本レイアウトモデルは、参照領域の概念で始まります。これは、文書のコンテンツを配置するフレームまたはガイドとして使用矩形領域です。例えばStartIndentとEndIndent（「レイアウトBLSEsの属性」14.8.5.4.3を参照）などの標準的な構造の属性のいくつかは、基準領域の境界から測定しなければなりません。参照領域は明示的に指定されていないが、文脈から推測されています。関心のあるものは、一般的に、列領域または領域の一般的なテキストレイアウトで、テーブルの外側の境界ボックスとその構成細胞のもの、及び説明のバウンディングボックスまたは他の浮動要素です。

注2ザ・タグ付きPDFのレイアウトモデルは、HTML、CSS、XSL、およびRTFなどのマークアップ言語で使用されるものに似ているが、それらのいずれかに正確に対応していません。モデルは、意図的に他の文書フォーマットに変換する際に構造要素と属性の解釈に合理的な自由度を可能にするために緩く定義されています。もう1つの形式から得られたレイアウトの変化ある程度は予想されます。

•配列または階層に要素（「グループ化要素」、14.8.4.2を参照してください）グループの他の要素をグループ化するが、直接何のコンテンツを保持していないし、レイアウトには直接影響しません。

•ブロックレベルの構造要素（BLSEs）（14.8.4.3、「ブロックレベル構造要素」を参照）ページ上のコンテンツの全体的なレイアウトを記述する、ブロック進行方向に進みます。

•インラインレベル構造要素（ILSEs）（14.8.4.4、「インラインレベル構造要素」を参照）行内進行方向で進行、BLSE内のコンテンツのレイアウトを記述する。
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• Illustration elements (see 14.8.4.5, “Illustration Elements”) are compact sequences of content, in page 
content order, that are considered to be unitary objects with respect to page layout. An illustration can be 
treated as either a BLSE or an ILSE. 

The meaning of the terms block-progression direction and inline-progression direction depends on the writing 
system in use, as specified by the standard attribute WritingMode (see 14.8.5.4.2, “General Layout 
Attributes”). In Western writing systems, the block direction is from top to bottom and the inline direction is from 
left to right. Other writing systems use different directions for laying out content. 

Because the progression directions can vary depending on the writing system, edges of areas and directions 
on the page are identified by terms that are neutral with respect to the progression order rather than by familiar 
terms such as up, down, left, and right. Block layout proceeds from before to after, inline from start to end. 
Thus, for example, in Western writing systems, the before and after edges of a reference area are at the top 
and bottom, respectively, and the start and end edges are at the left and right. Another term, shift direction (the 
direction of shift for a superscript), refers to the direction opposite that for block progression—that is, from after 
to before (in Western writing systems, from bottom to top). 

BLSEs shall be stacked within a reference area in block-progression order. In general, the first BLSE shall be
placed against the before edge of the reference area. Subsequent BLSEs shall be stacked against preceding 
ones, progressing toward the after edge, until no more BLSEs fit in the reference area. If the overflowing BLSE 
allows itself to be split—such as a paragraph that can be split between lines of text—a portion of it may be 
included in the current reference area and the remainder carried over to a subsequent reference area (either 
elsewhere on the same page or on another page of the document). Once the amount of content that fits in a 
reference area is determined, the placements of the individual BLSEs may be adjusted to bias the placement 
toward the before edge, the middle, or the after edge of the reference area, or the spacing within or between 
BLSEs may be adjusted to fill the full extent of the reference area. 

BLSEs may be nested, with child BLSEs stacked within a parent BLSE in the same manner as BLSEs within a 
reference area. Except in a few instances noted (the BlockAlign and InlineAlign elements), such nesting of 
BLSEs does not result in the nesting of reference areas; a single reference area prevails for all levels of nested 
BLSEs. 

Within a BLSE, child ILSEs shall be packed into lines. Direct content items—those that are immediate children 
of a BLSE rather than contained within a child ILSE—shall be implicitly treated as ILSEs for packing purposes. 
Each line shall be treated as a synthesized BLSE and shall be stacked within the parent BLSE. Lines may be 
intermingled with other BLSEs within the parent area. This line-building process is analogous to the stacking of 
BLSEs within a reference area, except that it proceeds in the inline-progression rather than the block-
progression direction: a line shall be packed with ILSEs beginning at the start edge of the containing BLSE and 
continuing until the end edge shall be reached and the line is full. The overflowing ILSE may allow itself to be 
broken at linguistically determined or explicitly marked break points (such as hyphenation points within a word), 
and the remaining fragment shall be carried over to the next line. 

Certain values of an element’s Placement attribute remove the element from the normal stacking or packing 
process and allow it instead to float to a specified edge of the enclosing reference area or parent BLSE; see 
“General Layout Attributes” in 14.8.5.4, “Layout Attributes,” for further discussion. 

Two enclosing rectangles shall be associated with each BLSE and ILSE (including direct content items that are
treated implicitly as ILSEs): 

• The content rectangle shall be derived from the shape of the enclosed content and defines the bounds 
used for the layout of any included child elements. 

• The allocation rectangle includes any additional borders or spacing surrounding the element, affecting how 
it shall be positioned with respect to adjacent elements and the enclosing content rectangle or reference 
area. 

The definitions of these rectangles shall be determined by layout attributes associated with the structure 
element; see 14.8.5.4.5, “Content and Allocation Rectangles” for further discussion.
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•イラスト要素は、（14.8.4.5、「イラスト要素」を参照）ページレイアウトに対して単一のオブジェクトであると考えられているページコンテンツ順に、コンテンツのコンパクトな配列です。図はBLSE又はILSEのいずれかとして処理することができます。

標準の属性WritingModeで指定された条件のブロック進行方向と行内進行方向の意味は、使用中の書き込みシステムに依存（「一般的なレイアウト属性」14.8.5.4.2を参照してください）。西書き込みシステムでは、ブロックの方向が上から下までで、インライン方向は左から右にあります。他の書き込みシステムは、コンテンツをレイアウトするために異なる方向を使用しています。

進行方向は、書き込みシステムに応じて変えることができるので、ページ上の領域と方向の縁部は、プログレッション順序ではなく、例えば上下、左右のようなお馴染みの用語によってに関して中性である用語によって識別されます。ブロックはインライン開始から終了まで、前から後への進行をレイアウト。したがって、例えば、ウェスタン書き込みシステムにおいて、基準領域の前後縁は、それぞれ、上部及び底部であり、開始と終了エッジが左右にあります。別の用語、シフト方向（上付き文字のためのシフトの方向）が、そのブロックの進行後から前へ、である（西書き込みシステムにおいて、底部から上部へ）のための方向と反対のことをいいます。

BLSEsはブロック進行のために、参照領域内に積み重ねられなければなりません。一般に、第一BLSEは、基準領域の前縁に対してbeplacedなければなりません。もうBLSEsが基準領域に収まらなくなるまで後続BLSEsは、後縁に向かって進行し、前のものに対して積層されなければなりません。オーバーフローBLSE自体は分割、テキスト-ITの部分は現在の参照領域に含まれてもよく、残りはいずれかの他の箇所に後続の基準領域（に持ち越さの行に分割することができる段落ようにすることができる場合同じページまたは文書の別のページにあります）。基準領域に収まると判定されたことをコンテンツの量と、個々BLSEsの配置は、バイアスを調整することができる前縁に向かって配置、中央、または基準領域のエッジ、または間隔の後に内または間BLSEsは、基準領域の全範囲を満たすように調整することができます。

BLSEsは基準領域内BLSEsと同様に、親BLSE内に積み重ね子BLSEsと、ネストされてもよいです。 （BlockAlignとInlineAlign要素）注目少数の例を除いて、BLSEsのこのようなネスティングは、基準領域のネスティングをもたらしません。単一の基準領域は、ネストされたBLSEsのすべてのレベルの優勢。

BLSE内では、子ILSEsはラインにパックされなければなりません。直接コンテンツ項目、それらの直接のBLSEの子供ではなく、子供の中に含まれていることをILSEは-ものと暗黙のうちに目的を梱包するILSEsとして扱われます。各行は、合成BLSEとして扱われなければならない親BLSE内に積み重ねなければなりません。行は、親エリア内の他のBLSEsと混在することができます。それは行内進行ではなくブロック進行方向に進むことを除いて、このライン構築プロセスは、参照領域内BLSEsの積層に類似している：線が含有BLSEの始端から始まるILSEsを充填しなければなりません端縁に到達するものとし、ラインがいっぱいになるまで続けます。オーバーフローはILSEは、それ自体が（例えばワード内ハイフネーションポイントなど）言語学的に明示的に決定またはマークされたブレークポイントで破壊することを可能にすることができる、そして、残りの断片は次の行に引き継がなければなりません。

要素の配置属性の特定の値は、通常、積層又は充填プロセスから要素を削除して、代わりに包囲基準領域または親BLSEの指定されたエッジに浮遊することを可能にします。さらなる議論のために「レイアウトの属性」、14.8.5.4に「一般的なレイアウトの属性」を参照してください。

•割り当て矩形は、隣接する素子と包囲コンテンツ矩形又は基準領域に対して位置決めされなければならないどのように影響を与える、任意の追加の境界線または要素の周囲の間隔を含みます。

これらの長方形の定義は、構造要素に関連付けられたレイアウト属性によって決定されなければなりません。さらなる議論のため14.8.5.4.5、「コンテンツと割り当て四角形」を参照してください。
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14.8.4 Standard Structure Types

14.8.4.1 General

Tagged PDF’s standard structure types characterize the role of a content element within the document and, in 
conjunction with the standard structure attributes (described in 14.8.5, “Standard Structure Attributes”), how 
that content is laid out on the page. As discussed in 14.7.3, “Structure Types,” the structure type of a logical 
structure element shall be specified by the S entry in its structure element dictionary. To be considered a 
standard structure type, this value shall be either:

• One of the standard structure type names described in 14.8.4.2, “Grouping Elements.” 

• An arbitrary name that shall be mapped to one of the standard names by the document’s role map (see 
14.7.3, “Structure Types”), possibly through multiple levels of mapping.

NOTE 1 Beginning with PDF 1.5, an element name is always mapped to its corresponding name in the role map, if 
there is one, even if the original name is one of the standard types. This is done to allow the element, for 
example, to represent a tag with the same name as a standard role, even though its use differs from the 
standard role.

Ordinarily, structure elements having standard structure types shall be processed the same way whether the 
type is expressed directly or is determined indirectly from the role map. However, some conforming readers
may ascribe additional semantics to nonstandard structure types, even though the role map associates them 
with standard ones. 

NOTE 2 For instance, the actual values of the S entries may be used when exporting to a tagged representation such 
as XML, and the corresponding role-mapped values shall be used when converting to presentation formats 
such as HTML or RTF, or for purposes such as reflow or accessibility to users with disabilities. 

NOTE 3 Most of the standard element types are designed primarily for laying out text; the terminology reflects this 
usage. However, a layout may in fact include any type of content, such as path or image objects. 

The content items associated with a structure element shall be laid out on the page as if they were blocks of 
text (for a BLSE) or characters within a line of text (for an ILSE). 

14.8.4.2 Grouping Elements

Grouping elements shall be used solely to group other structure elements; they are not directly associated with 
content items. Table 333 describes the standard structure types for elements in this category. H.8, “Structured 
Elements That Describe Hierarchical Lists” provides an example of nested table of content items.

In a tagged PDF document, the structure tree shall contain a single top-level element; that is, the structure tree 
root (identified by the StructTreeRoot entry in the document catalogue) shall have only one child in its K (kids) 
array. If the PDF file contains a complete document, the structure type Document should be used for this top-
level element in the logical structure hierarchy. If the file contains a well-formed document fragment, one of the 
structure types Part, Art, Sect, or Div may be used instead. 

Table 333 –  Standard structure types for grouping elements  

Structure type Description

Document (Document) A complete document. This is the root element of any structure tree 
containing multiple parts or multiple articles. 

Part (Part) A large-scale division of a document. This type of element is appropriate for 
grouping articles or sections. 

Art (Article) A relatively self-contained body of text constituting a single narrative or 
exposition. Articles should be disjoint; that is, they should not contain other articles as 
constituent elements. 
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14.8.4標準的な構造タイプ

14.8.4.1一般的な

タグ付きPDFの標準構造タイプは、標準的な構造属性と連動して、文書内のコンテンツ要素の役割を特徴付け、（14.8.5で説明した、「標準構造属性」）は、そのコンテンツをページに配置する方法。 14.7.3で説明されているように、「構造タイプは、」論理構造要素の構造式は、その構造要素辞書におけるS・エントリで指定されなければなりません。標準構造タイプと見なされるためには、この値は、のいずれかでなければなりません。

•標準構造タイプ名のうちの1つは、「グループ化要素。」、14.8.4.2で説明しました

•文書のロールマップによって標準名のいずれかにマッピングされなければならない任意の名前はおそらくマッピングの複数のレベルを介して、（14.7.3、「構造型」を参照してください）。

1がある場合注1 PDF 1.5以降では、要素名は必ず元の名前は、標準タイプのいずれであっても、ロールマップに対応する名前にマッピングされています。これは、その使用は、標準的な役割は異なっていても、素子は、例えば、標準的な役割と同じ名前のタグを表現することを可能にするために行われます。

通常、標準的な構造タイプを有する構造要素は、タイプを直接発現されるまたはロールマップから間接的に決定されているかどうかを同じように処理されなければなりません。しかし、いくつかの役割マップは標準的なものでそれらを関連付けていても、非標準の構造型にreadersmay帰し追加のセマンティクスを適合する。

注記2例えば、XMLなどのタグ付き表現にエクスポートするときにS項目の実際の値を使用することができ、例えばHTMLやRTFなどのプレゼンテーション・フォーマットに、またはそのような目的のために変換するとき、対応するロールマップされた値を使用しなければなりません障害を持つユーザーにリフローやアクセスなど。

標準の要素タイプのNOTE 3Mostは、主にテキストを配置するために設計されています。用語はこの用法を反映しています。しかし、レイアウトは、実際にそのようなパスや画像オブジェクトなどのコンテンツの任意のタイプを含むことができます。

14.8.4.2グループ化要素

グループ化要素は、単にグループの他の構成要素に使用されなければなりません。彼らは直接コンテンツアイテムに関連付けられていません。表333は、このカテゴリ内の要素のための標準的な構造の種類を説明しています。 H.8、「階層リストを記述する構造化要素」とは、コンテンツアイテムのネストした表の例を提供します。

タグ付きPDF文書で、構造ツリーは、単一のトップレベル要素を含まなければなりません。それは、（文書カタログ内StructTreeRootエントリによって識別される）構造ツリーのルートは、そのK（子供）の配列に一つだけの子供を持つものとされます。 PDFファイルは、完全な文書が含まれている場合は、構造型文書は、論理構造の階層におけるこのトップレベルの要素のために使用すべきです。ファイルが整形文書フラグメントが含まれている場合、構造タイプの一部、アート、セクト、または本部を用いてもよいです。

構造タイプ説明

アート（記事）は、単一の物語または展示を構成するテキストのA比較的自己完結型ボディ。記事は互いに素でなければなりません。それは、彼らが構成要素と他の記事を含むべきではない、です。
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14.8.4.3 Block-Level Structure Elements

14.8.4.3.1 General

A block-level structure element (BLSE) is any region of text or other content that is laid out in the block-
progression direction, such as a paragraph, heading, list item, or footnote. A structure element is a BLSE if its 
structure type (after role mapping, if any) is one of those listed in Table 334. All other standard structure types 
shall be treated as ILSEs, with the following exceptions: 

Sect (Section) A container for grouping related content elements. 
NOTE 1 For example, a section might contain a heading, several introductory 

paragraphs, and two or more other sections nested within it as 
subsections. 

Div (Division) A generic block-level element or group of elements. 

BlockQuote (Block quotation) A portion of text consisting of one or more paragraphs attributed to 
someone other than the author of the surrounding text. 

Caption (Caption) A brief portion of text describing a table or figure. 

TOC (Table of contents) A list made up of table of contents item entries (structure type 
TOCI) and/or other nested table of contents entries (TOC). 
A TOC entry that includes only TOCI entries represents a flat hierarchy. A TOC entry 
that includes other nested TOC entries (and possibly TOCI entries) represents a 
more complex hierarchy. Ideally, the hierarchy of a top level TOC entry reflects the 
structure of the main body of the document. 
NOTE 2 Lists of figures and tables, as well as bibliographies, can be treated as 

tables of contents for purposes of the standard structure types. 

TOCI (Table of contents item) An individual member of a table of contents. This entry’s 
children may be any of the following structure types:
Lbl A label (see “List Elements” in 14.8.4.3, “Block-Level Structure 

Elements”)
Reference A reference to the title and the page number (see “Inline-Level 

Structure Elements” in 14.8.4.4, “Inline-Level Structure Elements”)
NonStruct Non-structure elements for wrapping a leader artifact (see “Grouping 

Elements” in 14.8.4.2, “Grouping Elements”).
P Descriptive text (see “Paragraphlike Elements” 14.8.4.3, “Block-Level 

Structure Elements”)
TOC Table of content elements for hierarchical tables of content, as 

described for the TOC entry

Index (Index) A sequence of entries containing identifying text accompanied by reference 
elements (structure type Reference; see 14.8.4.4, “Inline-Level Structure Elements”) 
that point out occurrences of the specified text in the main body of a document. 

NonStruct (Nonstructural element) A grouping element having no inherent structural 
significance; it serves solely for grouping purposes. This type of element differs from 
a division (structure type Div) in that it shall not be interpreted or exported to other 
document formats; however, its descendants shall be processed normally. 

Private (Private element) A grouping element containing private content belonging to the 
application producing it. The structural significance of this type of element is 
unspecified and shall be determined entirely by the conforming writer. Neither the 
Private element nor any of its descendants shall be interpreted or exported to other 
document formats. 

Table 333 –  Standard structure types for grouping elements  (continued)

Structure type Description
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14.8.4.3ブロックレベルの構造要素

14.8.4.3.1一般

ブロックレベル構造要素（BLSE）は、段落、見出し、リスト項目、または脚注として、ブロック進行方向にレイアウトされたテキストまたは他のコンテンツの任意の領域です。構造要素はBLSEである場合、その構造式（ロールマッピングの後、もしあれば）次の例外を除いて他のすべての標準的な構造タイプはILSEsとして扱われなければならない、表334に列挙されたものの一つです。

宗派（セクション）関連コンテンツ要素をグループ化するためのコンテナ。注1例えば、セクションはサブセクションとして、その中にネストされた見出し、いくつかの入門段落、二つ以上の他のセクションが含まれる場合があります。

TOC（コンテンツのテーブル）リストは、コンテンツアイテムエントリ（構造型TOCI）および/またはコンテンツ項目（TOC）の他のネストされたテーブルのテーブルから構成される。のみTOCIエントリを含むTOCエントリは、フラット階層を表しています。他のネストされたTOCエントリ（及びおそらくはTOCIエントリ）を含むTOCエントリは、より複雑な階層を表します。理想的には、トップレベルのTOCエントリの階層は、文書の本体の構造を反映しています。 NOTE図表の2Lists、ならびに参考文献は、標準的な構造タイプの目的のための内容のテーブルとして扱うことができます。

TOCI（コンテンツアイテムの表）の内容のテーブルの個々のメンバー。このエントリの子には、以下の構造タイプのいずれであってもよい：LBL Aラベルは、タイトルやページ番号への参照A参照（14.8.4.3で「リスト要素」、「ブロックレベルの構造要素」を参照してください）（「インラインレベルを参照してください「14.8.4.4で、 『構造要素インラインレベルの構造要素』）リーダーアーティファクトを包むためのNonStruct非構造要素（参照 『グループ化要素』、14.8.4.2に 『グループ化要素』）。P記述テキストが（参照「Paragraphlikeをコンテンツの階層的なテーブルのコンテンツ要素の要素」14.8.4.3 『ブロックレベル構造要素』）TOCTableは、TOCエントリについて説明したように

索引（インデックス）参照要素を伴うテキスト識別含むエントリの配列（構造型リファレンス; 14.8.4.4、「インラインレベル構造要素」を参照）文書の本体に指定されたテキストの出現アウトポイントという。

NonStruct（非構造要素）は、固有の構造的意味を持たないグループ化要素。それは目的をグループ化するためだけに機能します。それは解釈または他の文書フォーマットにエクスポートされるものではないことに分割（構造型DIV）からの要素が異なるこのタイプ。しかし、その子孫は正常に処理されなければなりません。

表333  - 要素をグループ化するための標準的な構造タイプ（続き）

構造タイプ説明
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• TR (Table row), TH (Table header), TD (Table data), THead (Table head), TBody (Table body), and TFoot 
(Table footer), which shall be used to group elements within a table and shall be considered neither BLSEs 
nor ILSEs

• Elements with a Placement attribute (see “General Layout Attributes” in 14.8.5.4, “Layout Attributes”) 
other than the default value of Inline 

In many cases, a BLSE may appear as one compact, contiguous piece of page content; in other cases, it may 
be discontiguous. 

NOTE Examples of the latter include a BLSE that extends across a page boundary or is interrupted in the page 
content order by another, nested BLSE or a directly included footnote. When necessary, Tagged conforming 
readers can recognize such fragmented BLSEs from the logical structure and use this information to 
reassemble them and properly lay them out. 

14.8.4.3.2 Paragraphlike Elements

Table 335 describes structure types for paragraphlike elements that consist of running text and other content 
laid out in the form of conventional paragraphs (as opposed to more specialized layouts such as lists and 
tables). 

14.8.4.3.3 List Elements

Table 336 describes structure types for organizing the content of lists. H.8, “Structured Elements That Describe 
Hierarchical Lists” provides an example of nested list entries.

Table 334 –  Block-level structure elements  

Category Structure types

Paragraphlike elements P H1 H4 
H H2 H5 

H3 H6

List elements L Lbl 
LI LBody

Table element Table

Table 335 –  Standard structure types for paragraphlike elements  

Structure Type Description

H (Heading) A label for a subdivision of a document’s content. It should be the first 
child of the division that it heads. 

H1–H6 Headings with specific levels, for use in conforming writers that cannot 
hierarchically nest their sections and thus cannot determine the level of a heading 
from its level of nesting. 

P (Paragraph) A low-level division of text. 

Table 336 –  Standard structure types for list elements  

Structure Type Description

L (List) A sequence of items of like meaning and importance. Its immediate children 
should be an optional caption (structure type Caption; see 14.8.4.2, “Grouping 
Elements”) followed by one or more list items (structure type LI). 

LI (List item) An individual member of a list. Its children may be one or more labels, 
list bodies, or both (structure types Lbl or LBody). 
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テーブル内のグループ要素に使用するものとしなければならない•TR（テーブルの行）、TH（表ヘッダ）、TD（表データ）、THEAD（表頭）、TBODY（テーブル本体）、及びTFOOT（表フッタ） BLSEsもILSEsでもないと見なされます

•インラインのデフォルト値よりも配置属性を持つ要素は、（14.8.5.4に「一般的なレイアウト属性」、「レイアウトの属性」を参照してください）他

多くの場合、BLSE一のコンパクト、ページコンテンツの連続片として現れ得ます。他の例では、それが不連続になることがあります。

後者の注記としては、ページの境界を越えて延び、または別によってページコンテンツのために中断されBLSE、ネストBLSE直接含ま脚注を含みます。必要な場合には、タグ付き準拠した読者は論理構造から、このような断片化BLSEsを認識し、それらを再構築し、それらを適切にレイアウトするために、この情報を使用することができます。

14.8.4.3.2 Paragraphlike要素

14.8.4.3.3リスト要素

表336は、リストの内容を整理するための構造の種類を説明しています。 H.8、「階層リストを説明して構造化要素は、」ネストされたリストのエントリの例を提供します。

カテゴリ構造の種類

Paragraphlike要素P H1 H4 H H2 H5 H3 H6

リスト要素L LBL LI LBody

表要素表

構造タイプ説明

このように階層的に入れ子それらのセクションとは、入れ子のそのレベルから見出しのレベルを決定することができないことができないライターを適合に使用するための特定のレベルとH1-H6見出し。

構造タイプ説明

L（リスト）の意味と重要性などの項目のシーケンス。そのすぐ下の子は、オプションのキャプションでなければなりません（構造タイプキャプション、14.8.4.2を参照してください、「グループ化要素」）は、1つまたは複数のリスト項目（構造式LI）が続きます。

LI（リストアイテム）リストの個々のメンバー。その子は、一枚の以上のラベル、リスト本体、またはその両方（構造タイプLBLまたはLBody）であってもよいです。
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14.8.4.3.4 Table Elements

The structure types described in Table 337 shall be used for organizing the content of tables. 

NOTE 1 Strictly speaking, the Table element is a BLSE; the others in this table are neither BLSEs or ILSEs.

NOTE 2 The association of headers with rows and columns of data is typically determined heuristically by applications. 
Such heuristics may fail for complex tables; the standard attributes for tables shown in Table 348 can be used 
to make the association explicit. 

14.8.4.3.5 Usage Guidelines for Block-Level Structure

Because different conforming readers use PDF’s logical structure facilities in different ways, Tagged PDF does 
not enforce any strict rules regarding the order and nesting of elements using the standard structure types. 
Furthermore, each export format has its own conventions for logical structure. However, adhering to certain 
general guidelines helps to achieve the most consistent and predictable interpretation among different Tagged 
PDF consumers. 

Lbl (Label) A name or number that distinguishes a given item from others in the same 
list or other group of like items. 
NOTE In a dictionary list, for example, it contains the term being defined; in a 

bulleted or numbered list, it contains the bullet character or the 
number of the list item and associated punctuation. 

LBody (List body) The descriptive content of a list item. In a dictionary list, for example, it 
contains the definition of the term. It may either contain the content directly or have 
other BLSEs, perhaps including nested lists, as children. 

Table 337 –  Standard structure types for table elements  

Structure Type Description

Table (Table) A two-dimensional layout of rectangular data cells, possibly having a 
complex substructure. It contains either one or more table rows (structure type TR) 
as children; or an optional table head (structure type THead) followed by one or 
more table body elements (structure type TBody) and an optional table footer 
(structure type TFoot). In addition, a table may have a caption (structure type 
Caption; see 14.8.4.2, “Grouping Elements”) as its first or last child. 

TR (Table row) A row of headings or data in a table. It may contain table header cells 
and table data cells (structure types TH and TD). 

TH (Table header cell) A table cell containing header text describing one or more rows 
or columns of the table. 

TD (Table data cell) A table cell containing data that is part of the table’s content. 

THead (Table header row group; PDF 1.5) A group of rows that constitute the header of a 
table. If the table is split across multiple pages, these rows may be redrawn at the 
top of each table fragment (although there is only one THead element).

TBody (Table body row group; PDF 1.5) A group of rows that constitute the main body 
portion of a table. If the table is split across multiple pages, the body area may be 
broken apart on a row boundary. A table may have multiple TBody elements to 
allow for the drawing of a border or background for a set of rows.

TFoot (Table footer row group; PDF 1.5) A group of rows that constitute the footer of a 
table. If the table is split across multiple pages, these rows may be redrawn at the 
bottom of each table fragment (although there is only one TFoot element.)

Table 336 –  Standard structure types for list elements  (continued)

Structure Type Description
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14.8.4.3.4表の要素

注1は、厳密に言えば、表要素がBLSEです。この表の他の人がBLSEsまたはILSEsでもありません。

ブロックレベルの構造用14.8.4.3.5使用上の注意事項

異なる準拠読者がさまざまな方法でPDFの論理構造の施設を使用しているため、タグ付きPDFは、標準的な構造タイプを使用して要素の順序とネスティングに関するいかなる厳密なルールを強制することはありません。さらに、各エクスポート形式は論理構造のために、独自の規則を持っています。しかし、特定の一般的なガイドラインに付着することは、異なるタグ付きPDFの消費者の間で最も一貫性のある予測可能な解釈を達成するのに役立ちます。

LBL（ラベル）同じリストやアイテム等の他の群では他から与えられたアイテムを識別する名前または番号。辞書リストNOTEIn、例えば、それが定義されている用語が含まれています。箇条書きまたは番号付きリストでは、箇条書き文字やリスト項目と関連する句読点の数が含まれています。

LBody（リスト本体）リスト項目の記述内容。辞書リストでは、例えば、それは用語の定義が含まれています。これは、いずれかの子として、直接コンテンツが含まれているか、おそらくネストされたリストを含む他のBLSEsを有していてもよいです。

構造タイプ説明

おそらく複雑な下部構造を有するテーブル（表）は、矩形のデータセルの2次元レイアウト。それは子供のようにいずれか一つ以上のテーブル行（構造型TR）が含まれています。またはオプションのテーブルヘッド（構造型THEAD）は、1つ以上のテーブル本体要素（構造型TBODY）および任意の表フッタ（構造型TFOOT）が続きます。また、テーブルは、（構造タイプキャプション; 14.8.4.2、「グループ化要素」を参照）キャプションを有していてもよく、その最初または最後の子として。

THEAD（表ヘッダー行基; PDF 1.5）テーブルのヘッダを構成する行のグループ。テーブルが複数のページにまたがって分割されている場合（一方のみTHEAD要素があるが）、これらの行は、各テーブルの断片の上部に再描画することができます。

TBODY（表本体の行グループ、PDF 1.5）テーブルの本体部を構成する行のグループ。テーブルが複数のページにまたがって分割されている場合、本体領域は、行境界上にばらばらにされてもよいです。テーブルは、行のセットの境界線や背景の描画を可能にするために、複数のTBODY要素を有していてもよいです。

TFOOT（表フッタ行グループ、PDF 1.5）テーブルのフッターを構成する行のグループ。テーブルが複数のページにまたがって分割されている場合（一方のみTFOOT要素が存在しない。）、これらの行は、各テーブルフラグメントの底部に再描画することができます

表336  - リストの要素のための標準的な構造タイプ（続き）

構造タイプ説明
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As described under 14.8.4.2, “Grouping Elements,” a Tagged PDF document may have one or more levels of 
grouping elements, such as Document, Part, Art (Article), Sect (Section), and Div (Division). The descendants 
of these should be BLSEs, such as H (Heading), P (Paragraph), and L (List), that hold the actual content. Their 
descendants, in turn, should be either content items or ILSEs that further describe the content. 

NOTE 1 As noted earlier, elements with structure types that would ordinarily be treated as ILSEs may have a 
Placement attribute (see “General Layout Attributes” in 14.8.5.4, “Layout Attributes”) that causes them to be 
treated as BLSEs instead. Such elements may be included as BLSEs in the same manner as headings and 
paragraphs. 

The block-level structure may follow one of two principal paradigms: 

• Strongly structured. The grouping elements nest to as many levels as necessary to reflect the organization 
of the material into articles, sections, subsections, and so on. At each level, the children of the grouping 
element should consist of a heading (H), one or more paragraphs (P) for content at that level, and perhaps 
one or more additional grouping elements for nested subsections. 

• Weakly structured. The document is relatively flat, having perhaps only one or two levels of grouping 
elements, with all the headings, paragraphs, and other BLSEs as their immediate children. In this case, the 
organization of the material is not reflected in the logical structure; however, it may be expressed by the 
use of headings with specific levels (H1–H6). 

NOTE 2 The strongly structured paradigm is used by some rich document models based on XML. The weakly 
structured paradigm is typical of documents represented in HTML.

Lists and tables should be organized using the specific structure types described under “List Elements” in 
14.8.4.3, “Block-Level Structure Elements,” and “Table Elements” in 14.8.4.3, “Block-Level Structure Elements”. 
Likewise, tables of contents and indexes should be structured as described for the TOC and Index structure 
types under “Grouping Elements” in 14.8.4.2, “Grouping Elements.” 

14.8.4.4 Inline-Level Structure Elements

14.8.4.4.1 General

An inline-level structure element (ILSE) contains a portion of text or other content having specific styling 
characteristics or playing a specific role in the document. Within a paragraph or other block defined by a 
containing BLSE, consecutive ILSEs—possibly intermixed with other content items that are direct children of 
the parent BLSE—are laid out consecutively in the inline-progression direction (left to right in Western writing 
systems). The resulting content may be broken into multiple lines, which in turn shall be stacked in the block-
progression direction. An ILSE may in turn contain a BLSE, which shall be treated as a unitary item of layout in 
the inline direction. Table 338 lists the standard structure types for ILSEs.
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14.8.4.2の下で説明したように、「グループ化要素は、」タグ付きPDFドキュメントは、ドキュメント、パート、アート（条）、セクト（セクション）、および本部（部門）として、グループ化要素の1つ以上のレベルを有することができます。これらの子孫は、実際のコンテンツを保持するようなH（見出し）、P（パラグラフ）、およびL（リスト）としてBLSEs、、であるべきです。彼らの子孫は、順番に、さらに内容を記述したコンテンツ項目またはILSEsのいずれかでなければなりません。

1としては、先に述べNOTE、彼らは代わりにBLSEsとして扱われることになりILSEsが配置属性を有することができるよう、通常扱われる構造型を持つ要素（14.8.5.4に「一般的なレイアウト属性」、「レイアウトの属性」を参照してください）。このような要素は、見出しと段落と同様にBLSEsとして含めることができます。

•強い構造。そう記事、セクション、サブセクション、およびへの材料の組織化を反映するために必要な限り多くのレベルにグループ化する要素の巣。各レベルでは、グループ化要素の子は、そのレベルのコンテンツの見出し（H）、一つ以上の段落（P）で構成する必要があり、およびネストされたサブセクションのために、おそらく1つ以上の追加のグループ化要素。

•弱い構造化。文書は、すべての見出し、段落、およびそれらの直接の子として他のBLSEsと、おそらくグループ化要素の1つまたは2つのレベルを有する、比較的平坦です。この場合には、材料の組織は論理構造に反映されません。しかし、特定のレベル（H1-H6）と見出しを使用することによって表現することができます。

注2強構造のパラダイムは、XMLに基づいて、いくつかの豊かな文書モデルで使用されています。弱い構造化パラダイムは、HTMLで表現文書の典型的なものです。

リストとテーブルは、特定の構造タイプを使用して整理しなければならない「ブロックレベルの構造要素」、14.8.4.3に「ブロックレベルの構造要素」、14.8.4.3に「リスト要素」で説明し、「表の要素」。同様に、「グループ要素」の下のTOCとインデックス構造タイプについて説明したように、コンテンツとインデックスのテーブルは14.8.4.2で構造化されなければならない、「グループ化要素は。」

14.8.4.4Inlineレベルの構造要素

14.8.4.4.1一般

インラインレベル構造要素（ILSE）は、テキストまたは他のコンテンツは、特定のスタイル特性を有するか、文書内の特定の役割を果たしの部分を含みます。含むBLSEによって定義された段落または他のブロック内で、連続したILSEs-おそらく親の直接の子である他のコンテンツアイテムと混合（西書き込みシステムに左から右へ）行内進行方向に連続して配置BLSEが-されています。得られたコンテンツは、次に、ブロック進行方向に積層されなければならない複数のラインに分割されてもよいです。 AN ILSEは、順番に、インライン方向にレイアウトの単一アイテムとして扱われなければならないBLSEを含んでもよいです。表338のリストILSEsのための標準的な構造タイプ。
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Table 338 –  Standard structure types for inline-level structure elements  

Structure Type Description

Span (Span) A generic inline portion of text having no particular inherent characteristics. 
It can be used, for example, to delimit a range of text with a given set of styling 
attributes. 
NOTE 1 Not all inline style changes need to be identified as a span. Text colour 

and font changes (including modifiers such as bold, italic, and small 
caps) need not be so marked, since these can be derived from the 
PDF content (see “Font Characteristics” in 14.8.2.4, “Extraction of 
Character Properties”). However, it is necessary to use a span to 
apply explicit layout attributes such as LineHeight, BaselineShift, or 
TextDecorationType (see “Layout Attributes for ILSEs” in 14.8.5.4, 
“Layout Attributes”).

NOTE 2 Marked-content sequences having the tag Span are also used to 
carry certain accessibility properties (Alt, ActualText, Lang, and E; 
see 14.9, “Accessibility Support”). Such sequences lack an MCID
property and are not associated with any structure element. This use 
of the Span marked-content tag is distinct from its use as a structure 
type. 

Quote (Quotation) An inline portion of text attributed to someone other than the author of 
the surrounding text. 
The quoted text should be contained inline within a single paragraph. This differs 
from the block-level element BlockQuote (see 14.8.4.2, “Grouping Elements”), 
which consists of one or more complete paragraphs (or other elements presented 
as if they were complete paragraphs). 

Note (Note) An item of explanatory text, such as a footnote or an endnote, that is 
referred to from within the body of the document. It may have a label (structure type 
Lbl; see “List Elements” in 14.8.4.3, “Block-Level Structure Elements”) as a child. 
The note may be included as a child of the structure element in the body text that 
refers to it, or it may be included elsewhere (such as in an endnotes section) and 
accessed by means of a reference (structure type Reference). 
Tagged PDF does not prescribe the placement of footnotes in the page content 
order. They may be either inline or at the end of the page, at the discretion of the
conforming writer. 

Reference (Reference) A citation to content elsewhere in the document. 

BibEntry (Bibliography entry) A reference identifying the external source of some cited 
content. It may contain a label (structure type Lbl; see “List Elements” in 14.8.4.3, 
“Block-Level Structure Elements”) as a child. 
Although a bibliography entry is likely to include component parts identifying the 
cited content’s author, work, publisher, and so forth, no standard structure types 
are defined at this level of detail. 

Code (Code) A fragment of computer program text. 

Link (Link) An association between a portion of the ILSE’s content and a corresponding 
link annotation or annotations (see 12.5.6.5, “Link Annotations”). Its children should 
be one or more content items or child ILSEs and one or more object references 
(see 14.7.4.3, “PDF Objects as Content Items”) identifying the associated link 
annotations. See “Link Elements” in 14.8.4.3, “Block-Level Structure Elements,” for 
further discussion. 

Annot (Annotation; PDF 1.5) An association between a portion of the ILSE’s content and 
a corresponding PDF annotation (see 12.5, “Annotations”). Annot shall be used for 
all PDF annotations except link annotations (see the Link element) and widget 
annotations (see the Form element in Table 340). See “Annotation Elements”
14.8.4.4, “Inline-Level Structure Elements,” for further discussion.

PDF 32000-1：2008

588©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

構造タイプ説明

スパン（SPAN）は、特に固有の特性を有していないテキストの一般的なインライン部分。スタイリング属性のセットとテキストの範囲を区切るために、例えば、使用することができます。 NOTE 1Notすべてのインラインスタイルの変化は、スパンとして識別される必要があります。テキストの色と（例えば、太字、斜体、およびスモールキャップなどの修飾子を含む）、フォントの変更の必要性これらは、PDFコンテンツから派生させることができるのでそう、マークされていない（「文字のプロパティの抽出」、14.8.2.4の「フォントの特性」を参照してください。 ）。しかし、明示的なレイアウト（「レイアウト属性」、14.8.5.4に「レイアウトILSEsの属性」を参照）、このようなLineHeight、BaselineShift、又はTextDecorationTypeなどの属性適用するスパンを使用する必要がある。タグスパンを有する注2Markedコンテンツ配列（Altキー、ActualText、ラング、およびE; 14.9、「アクセシビリティサポート」を参照してください）特定のアクセシビリティプロパティを運ぶためにも使用されています。このような配列はMCIDpropertyを欠き、任意の構造要素に関連付けられていません。スパンのこの使用は、マークされたコンテンツタグは、構造型としてのその使用と区別されます。

引用のテキスト（引用）インライン部分は、周囲のテキストの作成者以外の人に起因します。引用されたテキストは、単一の段落内のインラインに含まれるべきです。ブロックレベル要素BLOCKQUOTEからこの異なりは、1つ以上の完全な段落（またはそれらが完全な段落であるかのように提示される他の要素）から構成され、（14.8.4.2、「グループ化要素」を参照します）。

音符（ノート）文書の本文内から参照されているような脚注または文末として説明文の項目、、。これは、（構造タイプLBLを、「ブロックレベルの構造要素」、14.8.4.3に「リスト要素」を参照してください）ラベルを有することができる子として。メモは、それを参照本文における構造要素の子として含まれることができる、またはそれは他の場所（例えば文末部のように）含まれており、参照（構造式参照）を用いてアクセスすることができます。タグ付きPDFは、ページコンテンツの順序で脚注の配置を規定していません。彼らは、作家をtheconformingの裁量で、インラインまたはページの最後にいずれであってもよいです。

BibEntry（参考文献エントリー）一部引用したコンテンツの外部ソースを識別する参照。子として、それはラベル（「ブロック・レベルの構造要素」、14.8.4.3に「リスト要素」を参照してください構造タイプLBL）を含有してもよいです。参考文献エントリがあるが、そうで引用コンテンツの作成者、仕事、パブリッシャの識別構成部品を含むように、など、標準的な構造タイプは、このレベルの詳細で定義されていません。

リンク（リンク）ILSEのコンテンツの部分と対応するリンク注釈または注釈（12.5.6.5、「リンク注釈」を参照）との間の関連付け。その子は、1つ以上のコンテンツアイテムまたは子ILSEsと1つまたは複数のオブジェクト参照でなければなりません（「コンテンツアイテムとして、PDFのオブジェクト」を、14.7.4.3を参照してください）関連するリンク注釈を特定します。さらなる議論のための「ブロックレベルの構造要素、」14.8.4.3に「リンク要素」を参照してください。

ANNOT（注釈、PDF 1.5）ILSEのコンテンツの部分と対応するPDF注釈との間の関連（12.5、「注釈」を参照）。 Annotのは（表340でフォーム要素を参照してください）リンク注釈（リンク要素を参照してください）し、ウィジェットの注釈を除くすべてのPDF注釈のために使用しなければなりません。さらなる議論のための「注釈要素」14.8.4.4、「インラインレベル構造要素」を参照してください。
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14.8.4.4.2 Link Elements

NOTE 1 Link annotations (like all PDF annotations) are associated with a geometric region of the page rather than with 
a particular object in its content stream. Any connection between the link and the content is based solely on 
visual appearance rather than on an explicitly specified association. For this reason, link annotations alone are 
not useful to users with visual impairments or to applications needing to determine which content can be 
activated to invoke a hypertext link. 

Tagged PDF link elements (structure type Link) use PDF’s logical structure facilities to establish the association 
between content items and link annotations, providing functionality comparable to HTML hypertext links. The 
following items may be children of a link element: 

• One or more content items or other ILSEs (except other links) 

• Object references (see 14.7.4.3, “PDF Objects as Content Items”) to one or more link annotations 
associated with the content 

When a Link structure element describes a span of text to be associated with a link annotation and that span 
wraps from the end of one line to the beginning of another, the Link structure element shall include a single 
object reference that associates the span with the associated link annotation. Further, the link annotation shall
use the QuadPoint entry to denote the active areas on the page. 

EXAMPLE 1 The Link structure element references a link annotation that includes a QuadPoint entry that boxes the 
strings “with a” and “link”. That is, the QuadPoint entry contains 16 numbers: the first 8 numbers describe 
a quadrilateral for “with a”, and the next 8 describe a quadrilateral for “link.” 

NOTE 2 Beginning with PDF 1.7, use of the Link structure element to enclose multiple link annotations is deprecated. 

EXAMPLE 2 Consider the following fragment of HTML code, which produces a line of text containing a hypertext link:  
 
< html > 

< body > 
< p > 
Here is some text < a href = http : / / www . adobe . com >with a link< /a > inside . 

< /body > 
< /html > 
 
This code sample shows an equivalent fragment of PDF using a link element, whose text it displays in 
blue and underlined.  
 

/P << /MCID 0 >> % Marked-content sequence 0 (paragraph) 
BDC % Begin marked-content sequence 

Ruby (Ruby; PDF 1.5) A side-note (annotation) written in a smaller text size and placed 
adjacent to the base text to which it refers. A Ruby element may also contain the 
RB, RT, and RP elements. See “Ruby and Warichu Elements” in14.8.4.4, “Inline-
Level Structure Elements,” for more details.

Warichu (Warichu; PDF 1.5) A comment or annotation in a smaller text size and formatted 
onto two smaller lines within the height of the containing text line and placed 
following (inline) the base text to which it refers. A Warichu element may also 
contain the WT and WP elements. See “Ruby and Warichu Elements” in14.8.4.4, 
“Inline-Level Structure Elements,” for more details.

Table 338 –  Standard structure types for inline-level structure elements  (continued)

Structure Type Description

Here is some text with a 
link ins ide.
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14.8.4.4.2リンク要素

NOTE（すべてのPDF注釈のような）1つのリンクの注釈は、ページの幾何学的領域というよりそのコンテンツストリーム内の特定のオブジェクトに関連付けられています。リンクとコンテンツの間の任意の接続は、単に外観上ではなく、明示的に指定される連想に基づいています。このため、リンク注釈だけでは視覚障害またはハイパーテキストリンクを起動するために活性化することのできるコンテンツを決定するために必要とするアプリケーションにユーザーに有用ではありません。

タグ付きPDFのリンク要素（構造式リンク）を使用PDFの論理構造の施設をHTMLのハイパーテキストリンクに匹敵する機能を提供する、コンテンツ項目とリンク注釈との関連付けを確立します。以下の項目は、リンク要素の子となることがあります。

•オブジェクト参照（「コンテンツアイテムとしてPDFオブジェクト」14.7.4.3を参照）コンテンツに関連する1つまたは複数のリンクの注釈へ

リンク構成要素が他の先頭にリンク注釈1つのラインの端部からそのスパンラップと関連するテキストの範囲を説明する際、リンク構成要素は、関連してスパンを関連付ける単一のオブジェクト参照を含むものリンク注釈。さらに、リンクアノテーションはページ上のアクティブ領域を示すためにQuadPointエントリをshalluse。

【実施例1ザ・リンク構造要素参照QuadPointエントリーことと「リンク」「と」のボックスの文字列を含んリンク注釈。すなわち、QuadPointエントリは16の番号が含まれています最初の8つの数字は、「と」の四辺形を記述し、次の8は、四角形のため説明「リンク」。

PDF 1.7に2Beginning NOTEは、複数のリンクの注釈を囲むリンク構造要素の使用が推奨されていません。

実施例2は、ハイパーリンクを含むテキストの行を生成するHTMLコードの次の断片を考慮します。<html> <body>は<P>はここにいくつかのテキストである<A HREF = HTTP：/ / WWW。日干し。コム>リンク</ A>の内側と。 </ BODY> </ HTML>このコードサンプルが示すテキストが青と下線付きで表示されるリンク要素を使用してPDFの等価断片。 / P << / MCID 0 >>％マーク・コンテンツシーケンス0（段落）BDC％のマーク・コンテンツのシーケンスを開始します

ルビー（ルビー; PDF 1.5）サイドノート（注釈）小さい文字サイズで書かれており、それが参照するベーステキストに隣接して配置。 Rubyの要素もRB、RT、およびRPの要素を含んでいてもよいです。詳細については、「Rubyと割注要素」in14.8.4.4、「インラインレベル構造要素」を参照してください。

割注（割注、PDF 1.5）（インライン）、それが参照するベーステキストの次のコメントまたは注釈小さい文字サイズおよび含むテキスト行の高さ内に2つの小さな行にフォーマットされ、配置されました。割注要素は、WT及びWPの要素を含んでいてもよいです。詳細については、「Rubyと割注要素」in14.8.4.4、「インラインレベル構造要素」を参照してください。

表338  - インラインレベル構造要素のための標準的な構造タイプ（続き）

構造タイプ説明

ここでは、リンクの内部でいくつかのテキストがあります。
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BT % Begin text object 
/T1_0 1 Tf % Set text font and size 
14 0 0 14 10.000 753.976 Tm % Set text matrix 
0.0 0.0 0.0 rg % Set nonstroking colour to black 
( Here is some text  ) Tj % Show text preceding link 

ET % End text object 
EMC % End marked-content sequence 

 
/Link << /MCID 1 >> % Marked-content sequence 1 (link) 

BDC % Begin marked-content sequence 
0.7 w % Set line width 
[ ] 0 d % Solid dash pattern 

 
111.094 751.8587 m % Move to beginning of underline 
174.486 751.8587 l % Draw underline 
0.0 0.0 1.0 RG % Set stroking colour to blue 
S % Stroke underline 

 
BT % Begin text object 

14 0 0 14 111.094 753.976 Tm % Set text matrix 
0.0 0.0 1.0 rg % Set nonstroking colour to blue 
( with a link ) Tj % Show text of link 

ET % End text object 
EMC % End marked-content sequence 

 
/P << /MCID 2 >> % Marked-content sequence 2 (paragraph) 

BDC % Begin marked-content sequence 
BT % Begin text object 

14 0 0 14 174.486 753.976 Tm % Set text matrix 
0.0 0.0 0.0 rg % Set nonstroking colour to black 
(  inside . ) Tj % Show text following link 

ET % End text object 
EMC % End marked-content sequence

EXAMPLE 3 This example shows an excerpt from the associated logical structure hierarchy. 
 
501 0 obj % Structure element for paragraph 

<< /Type /StructElem 
 /S /P 
 . . . 
 /K [ 0 % Three children: marked-content sequence 0 

   502 0 R %     Link 
   2 %     Marked-content sequence 2 

 ] 
>> 

endobj 
 
502 0 obj % Structure element for link 

<< /Type /StructElem 
 /S /Link 
 . . . 
 /K [ 1 % Two children: marked-content sequence 1 

   503 0 R %     Object reference to link annotation 
 ] 

>> 
endobj 
 
503 0 obj % Object reference to link annotation 

<< /Type /OBJR 
 /Obj 600 0 R % Link annotation (not shown) 
>> 

endobj
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BT％が黒色に色をnonstrokingテキストオブジェクト/ T1_0 1のTf％セットのテキストのフォントやサイズ14 0 0 14 10.000 753.976のTm％セットテキストマトリックスは0.0 0.0 0.0 RG％のセット（ここではいくつかのテキストである）のTJ％表示テキスト先行リンクET％で開始します端テキストオブジェクトのEMC％のエンドマークコンテンツシーケンス/リンク<< / MCID 1 >>％マークコンテンツシーケンス1（リンク）BDC％マークコンテンツ開始シーケンス0.7ワット％設定線幅[] 0 Dの％固体ダッシュパターン111.094 751.8587メートル％ムーブ14 0 0 14 111.094 753.976のTm％セットテキストマトリクス0.0 0.0 1.0 RG％のセットテキストオブジェクト開始BT％の下線青色S％のストロークに下線0.0 0.0 1.0 RG％の設定ストロークの色を描画下線174.486 751.8587 1％の先頭にブルー（リンク付き）Tjを％表示するテキストリンクのET％のエンドテキストオブジェクトのEMC％のエンドマーク・コンテンツシーケンス/ P << / MCID 2 >>％マーク・コンテンツシーケンス2（段落）に色をnonstroking BDC％がmarked-を開始コンテンツシーケンスBT％の開始テキスト・オブジェクト14 0 0 14 174.486 753.976のTm％セットテキストマトリクス0.0 0.0 0.0 RG％のセット黒に色をnonstroking（内部。リンクET％のエンドテキストオブジェクトのEMC％のエンドマーク・コンテンツシーケンス以下）のTJ％の表示テキスト

実施例3この例は、関連する論理構造の階層からの抜粋を示しています。パラグラフ<< /タイプ/ StructElem / S / P 501 0 OBJ％の構造要素。 。 。 / K [0％三人の子供：マーク・コンテンツシーケンス0 502 0 R％をリンク2％マーク含量配列2] >> << /タイプ/ StructElem / S /リンクリンクに対して502 0 OBJ％の構造要素をendobj。 。 。 / K [1％二人の子供：リンク注釈にマークされたコンテンツシーケンス1 503 0 R％をオブジェクト参照] >>リンク注釈<< /タイプ/ OBJR / OBJの600 0 R％をリンク注釈（503 0 OBJ％オブジェクト参照をendobj ）>> endobjを示していません
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14.8.4.4.3 Annotation Elements

Tagged PDF annotation elements (structure type Annot; PDF 1.5) use PDF’s logical structure facilities to 
establish the association between content items and PDF annotations. Annotation elements shall be used for 
all types of annotations other than links (see “Link Elements” in 14.8.4.3, “Block-Level Structure Elements”) and 
forms (see Table 340).

The following items may be children of an annotation element: 

• Object references (see 14.7.4.3, “PDF Objects as Content Items”) to one or more annotation dictionaries

• Optionally, one or more content items (such as marked-content sequences) or other ILSEs (except other 
annotations) associated with the annotations

If an Annot element has no children other than object references, its rendering shall be defined by the 
appearance of the referenced annotations, and its text content shall be treated as if it were a Span element. It 
may have an optional BBox attribute; if supplied, this attribute overrides the rectangle specified by the 
annotation dictionary’s Rect entry.

If the Annot element has children that are content items, those children represent the displayed form of the 
annotation, and the appearance of the associated annotation may also be applied (for example, with a 
Highlight annotation).

There may be multiple children that are object references to different annotations, subject to the constraint that 
the annotations shall be the same except for their Rect entry. This is much the same as is done for the Link 
element; it allows an annotation to be associated with discontiguous pieces of content, such as line-wrapped 
text.

14.8.4.4.4 Ruby and Warichu Elements

Ruby text is a side note, written in a smaller text size and placed adjacent to the base text to which it refers. It is 
used in Japanese and Chinese to describe the pronunciation of unusual words or to describe such items as 
abbreviations and logos.

Warichu text is a comment or annotation, written in a smaller text size and formatted onto two smaller lines 
within the height of the containing text line and placed following (inline) the base text to which it refers. It is used 
in Japanese for descriptive comments and for ruby annotation text that is too long to be aesthetically formatted 
as a ruby.

Table 339 –  Standard structure types for Ruby and Warichu elements (PDF 1.5)  

Structure Type Description

Ruby (Ruby) The wrapper around the entire ruby assembly. It shall contain one RB 
element followed by either an RT element or a three-element group consisting of 
RP, RT, and RP. Ruby elements and their content elements shall not break across 
multiple lines.

RB (Ruby base text) The full-size text to which the ruby annotation is applied. RB may 
contain text, other inline elements, or a mixture of both. It may have the RubyAlign
attribute.

RT (Ruby annotation text) The smaller-size text that shall be placed adjacent to the 
ruby base text. It may contain text, other inline elements, or a mixture of both. It 
may have the RubyAlign and RubyPosition attributes.
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14.8.4.4.3注釈要素

タグ付きPDFの注釈要素（構造型Annotの、PDF 1.5）コンテンツ項目とPDFの注釈との関連性を確立するために使用するPDFの論理構造施設。注釈要素は、すべてのリンク以外の注釈の種類（「ブロックレベルの構造要素」、14.8.4.3に「リンク要素」を参照してください）とフォーム（表340を参照）のために使用しなければなりません。

•オブジェクト参照（「コンテンツアイテムとしてPDFオブジェクト」14.7.4.3を参照）は、1つのまたは複数の注釈辞書に

•必要に応じて、一つまたは注釈に関連付けられている（他の注釈を除く）、または他のILSEs（例えば、マーク・コンテンツのシーケンスのような）複数のコンテンツアイテム

Annotの要素がオブジェクト参照以外の子を持たない場合は、そのレンダリングは、参照注釈の出現によって定義されなければならない、そしてそれはspan要素であるかのようにそのテキストコンテンツは、処理されなければなりません。これはオプションにBBox属性を有していてもよいです。提供されている場合、この属性は、注釈辞書ののRectエントリで指定された矩形を上書きします。

Annotの要素がコンテンツアイテムである子を持つ場合、それらの子供は、注釈の表示形態を表し、および関連する注釈の外観は、（ハイライトアノテーションで、例えば）を適用することができます。

別の注釈へのオブジェクト参照、注釈が自分のRectエントリを除いて同じものでなければならないという制約を受けている複数の子があるかもしれません。これは、多くのリンク要素のために行われていると同じです。その注釈が、このようなラインラップテキストなどのコンテンツの不連続片に関連することが可能となります。

14.8.4.4.4 Rubyと割注の要素

ルビテキストは、サイドノート、小さい文字サイズで書かれており、それが参照するベーステキストに隣接して配置されます。異例の単語の発音を記述するか、略語やロゴなどの項目を記述するために、日本と中国で使用されています。

割注テキストコメントまたは注釈、（インライン）以下の小さい文字サイズで書かれており含むテキスト行の高さ内に2つの小さな行にフォーマットされ配置され、それが参照するベーステキストです。これは、記述的なコメントのために、あまりにも長い審美的にルビーのようにフォーマットされるルビー注釈テキストのために、日本で使用されています。

構造タイプ説明

ルビー（ルビー）アセンブリ全体ルビーのラッパー。これは、RT要素またはRP、RT、およびRPからなる3要素群のいずれかに続いて1つのRB要素を含まなければなりません。 Rubyの要素とその内容の要素は、複数行にわたって壊れてはなりません。

RB（ルビーベーステキスト）ルビ注釈が適用されたフルサイズのテキスト。 RBは、テキスト、他のインライン要素、または両方の混合物を含んでいてもよいです。それはRubyAlignattributeを有することができます。

RT（ルビ注釈テキスト）ルビベーステキストに隣接して配置されなければならない小さなサイズのテキスト。これは、テキスト、他のインライン要素、または両方の混合物を含んでいてもよいです。それはRubyAlignとRubyPosition属性を有することができます。
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14.8.4.5 Illustration Elements

Tagged PDF defines an illustration element as any structure element whose structure type (after role mapping, 
if any) is one of those listed in Table 340. The illustration’s content shall consist of one or more complete 
graphics objects. It shall not appear between the BT and ET operators delimiting a text object (see 9.4, “Text 
Objects”). It may include clipping only in the form of a contained marked clipping sequence, as defined in 
14.6.3, “Marked Content and Clipping.” In Tagged PDF, all such marked clipping sequences shall carry the 
marked-content tag Clip. 

An illustration may have logical substructure, including other illustrations. For purposes of reflow, however, it 
shall be moved (and perhaps resized) as a unit, without examining its internal contents. To be useful for reflow, 
it shall have a BBox attribute. It may also have Placement, Width, Height, and BaselineShift attributes (see 
14.8.5.4, “Layout Attributes”). 

RP (Ruby punctuation) Punctuation surrounding the ruby annotation text. It is used 
only when a ruby annotation cannot be properly formatted in a ruby style and 
instead is formatted as a normal comment, or when it is formatted as a warichu. It 
contains text (usually a single LEFT or RIGHT PARENTHESIS or similar 
bracketing character).

Warichu (Warichu) The wrapper around the entire warichu assembly. It may contain a three-
element group consisting of WP, WT, and WP. Warichu elements (and their content 
elements) may wrap across multiple lines, according to the warichu breaking rules 
described in the Japanese Industrial Standard (JIS) X 4051-1995.

WT (Warichu text) The smaller-size text of a warichu comment that is formatted into 
two lines and placed between surrounding WP elements. 

WP (Warichu punctuation) The punctuation that surrounds the WT text. It contains text 
(usually a single LEFT or RIGHT PARENTHESIS or similar bracketing character). 
According to JIS X 4051-1995, the parentheses surrounding a warichu may be 
converted to a SPACE (nominally 1/4 EM in width) at the discretion of the 
formatter.

Table 340 –  Standard structure types for illustration elements  

Structure Type Description

Figure (Figure) An item of graphical content. Its placement may be specified with the 
Placement layout attribute (see “General Layout Attributes” in 14.8.5.4, “Layout 
Attributes”). 

Formula (Formula) A mathematical formula. 
This structure type is useful only for identifying an entire content element as a 
formula. No standard structure types are defined for identifying individual 
components within the formula. From a formatting standpoint, the formula shall be 
treated similarly to a figure (structure type Figure). 

Form (Form) A widget annotation representing an interactive form field (see 12.7, 
“Interactive Forms”). If the element contains a Role attribute, it may contain content 
items that represent the value of the (non-interactive) form field. If the element 
omits a Role attribute (see Table 348), it shall have only one child: an object 
reference (see 14.7.4.3, “PDF Objects as Content Items”) identifying the widget 
annotation. The annotations’ appearance stream (see 12.5.5, “Appearance 
Streams”) shall describe the appearance of the form element. 

Table 339 –  Standard structure types for Ruby and Warichu elements (PDF 1.5)  (continued)

Structure Type Description
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14.8.4.5イラストの要素

タグ付きPDFは構造タイプ（ロールマッピングの後、もしあれば）図のコンテンツは、1つまたは複数の完全なグラフィックスオブジェクトから構成されなければならない、表340に列挙されたものの一つである任意の構造要素として例示の要素を定義します。これは、テキストオブジェクトを区切るBTとETオペレータ（9.4、「テキストオブジェクト」を参照）の間に現れてはなりません。それは、14.6.3で定義された、唯一のマーク含んでいたクリッピング・シーケンスの形でクリッピング含むことができ、「コンテンツやクリッピングをマーク。」タグ付きPDFでは、そのようなすべてのマークされたクリップのシーケンスは、マーク・コンテンツタグのクリップを運ぶものとします。

図は、他のイラストを含む、論理サブ構造を有していてもよいです。リフローの目的のために、しかし、それが移動しなければならない（そしておそらくリサイズ）単位として、その内部の内容物を検査せず。リフローのために有用であるために、それはにBBox属性を持たなければなりません。また、配置、幅、高さを有していてもよく、そしてBaselineShift属性（14.8.5.4を参照してください、「レイアウト属性」）。

RP（Rubyの句読点）句読点は、ルビテキストを囲みます。ルビが正しくルビースタイルでフォーマットすることができず、代わりに通常のコメントとしてフォーマットされている、またはそれは割注としてフォーマットされている場合にのみ使用されます。これは、テキスト（通常、単一の左または右PARENTHESISまたは類似ブラケティングの文字）が含まれています。

割注（割注）アセンブリ全体割注のラッパー。これは、WP、WT、及びWPからなる3元素群を含んでいてもよいです。割注要素（およびそれらのコンテンツ要素）日本工業規格（JIS）X 4051から1995に記載されたルールを破る割注によれば、複数の行を横切って折り返すことができます。

WP（割注の句読点）WTテキストを囲んで句読点。これは、テキスト（通常、単一の左または右PARENTHESISまたは類似ブラケティングの文字）が含まれています。 JIS X 4051-1995によると、割注を囲む括弧は、フォーマッタの裁量SPACE（幅名目1/4 EM）に変換することができます。

構造タイプ説明

図（図）グラフィック・コンテンツのアイテム。その配置は（14.8.5.4に「一般的なレイアウト属性」、「レイアウトの属性」を参照してください）配置レイアウト属性で指定することができます。

式（式）数式。この構造体のタイプは、式として全体コンテンツ要素を同定するために有用です。標準的な構造タイプは、式内の個々のコンポーネントを識別するために定義されていません。フォーマット観点から、一般式図（構造式図）と同様に処理しなければなりません。

フォーム（形式）インタラクティブフォームフィールドを表すウィジェット注釈（12.7、「インタラクティブフォーム」を参照）。要素がrole属性が含まれている場合、それは（非インタラクティブ）フォームフィールドの値を表すコンテンツ項目を含むことができます。ウィジェットの注釈を特定する（「コンテンツアイテムとしてPDFオブジェクト」14.7.4.3を参照）オブジェクト参照：要素は（表348を参照してください）role属性を省略した場合、それだけで一人の子供を持たなければなりません。注釈の外見ストリーム（12.5.5、 『外観ストリーム』を参照）フォーム要素の外観について記述しなければなりません。

表339  -  Rubyと割注要素（PDF 1.5）のための標準的な構造タイプ（続き）

構造タイプ説明
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Often an illustration is logically part of, or at least attached to, a paragraph or other element of a document. Any 
such containment or attachment shall be represented through the use of the Figure structure type. The Figure 
element indicates the point of attachment, and its Placement attribute describes the nature of the attachment. 
An illustration element without a Placement attribute shall be treated as an ILSE and laid out inline.

For accessibility to users with disabilities and other text extraction purposes, an illustration element should 
have an Alt entry or an ActualText entry (or both) in its structure element dictionary (see 14.9.3, “Alternate 
Descriptions,” and 14.9.4, “Replacement Text”). Alt is a description of the illustration, whereas ActualText
gives the exact text equivalent of a graphical illustration that has the appearance of text. 

14.8.5 Standard Structure Attributes

14.8.5.1 General

In addition to the standard structure types, Tagged PDF defines standard layout and styling attributes for 
structure elements of those types. These attributes enable predictable formatting to be applied during 
operations such as reflow and export of PDF content to other document formats. 

As discussed in 14.7.5, “Structure Attributes,” attributes shall be defined in attribute objects, which are 
dictionaries or streams attached to a structure element in either of two ways: 

• The A entry in the structure element dictionary identifies an attribute object or an array of such objects. 

• The C entry in the structure element dictionary gives the name of an attribute class or an array of such 
names. The class name is in turn looked up in the class map, a dictionary identified by the ClassMap entry 
in the structure tree root, yielding an attribute object or array of objects corresponding to the class. 

In addition to the standard structure attributes described in 14.8.5.2, “Standard Attribute Owners,” there are 
several other optional entries—Lang, Alt, ActualText, and E—that are described in 14.9, “Accessibility 
Support,” but are useful to other PDF consumers as well. They appear in the following places in a PDF file 
(rather than in attribute dictionaries):

• As entries in the structure element dictionary (see Table 323)

• As entries in property lists attached to marked-content sequences with a Span tag (see 14.6, “Marked 
Content”)

The Example in 14.7.6, “Example of Logical Structure,” illustrates the use of standard structure attributes.

14.8.5.2 Standard Attribute Owners

Each attribute object has an owner, specified by the object’s O entry, which determines the interpretation of the 
attributes defined in the object’s dictionary. Multiple owners may define like-named attributes with different 
value types or interpretations. Tagged PDF defines a set of standard attribute owners, shown in Table 341.

Table 341 –  Standard attribute owners  

Owner Description

Layout Attributes governing the layout of content 

List Attributes governing the numbering of lists 

PrintField (PDF 1.7) Attributes governing Form structure elements for 
non-interactive form fields

Table Attributes governing the organization of cells in tables 
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多くの場合、図は、論理の一部であり、又は少なくともドキュメントの段落または他の要素に取り付けられます。任意のこのような包含又はアタッチメントは、図構造タイプを使用することによって表現されなければなりません。図形要素は、結合点を示し、そしてその配置属性は、添付の性質を記載しています。広告枠属性を持たない図要素はILSEとして扱われ、インラインでレイアウトされなければなりません。

障害および他のテキスト抽出の目的を持つユーザーへのアクセスのために、図要素「、AltキーエントリまたはActualTextエントリ（または両方）は、その構造要素辞書（14.9.3を参照に、「代替の説明」、および14.9.4を有していなければなりません置換テキスト」）。 ALTは、テキストの外観を有する図解の等価ActualTextgives正確なテキストに対し、図の説明です。

14.8.5標準構造属性

14.8.5.1一般的な

標準構造のタイプに加えて、タグ付きPDFは、標準的なレイアウトを定義し、これらのタイプの構成要素の属性をスタイリング。これらの属性は、予測可能なフォーマットは、このような他の文書フォーマットにリフローおよびPDFコンテンツのエクスポートなどの操作中に適用することを可能にします。

14.7.5で説明されているように、「構造属性は、」属性は辞書であるか、または2つの方法のいずれかにおける構成要素に取り付けられたストリーム属性オブジェクトで定義されなければなりません。

•構造要素辞書のCエントリは、属性クラスの名前や、そのような名前の配列を提供します。クラス名は、順番に属性オブジェクトまたはクラスに対応するオブジェクトの配列を得、クラスマップ、構造ツリーのルートにおけるクラスマップエントリによって識別辞書引きされます。

標準構成に加えて、14.8.5.2で説明する属性、「標準属性の所有者は、」そこ「アクセシビリティサポート」いくつかの他のオプションのエントリ・ラング、Altキー、ActualText、およびE-14.9に記載されているだけに便利ですだけでなく、他のPDFの消費者。彼らは、（むしろ属性の辞書に比べて）PDFファイル内の次の場所に表示されます。

•構造要素辞書内のエントリとして（表323を参照のこと）

•spanタグでマークされたコンテンツ配列に結合プロパティリストにエントリとして（14.6、「マーク付きコンテンツ」を参照してください）

14.7.6での例、「論理構造の例は、」標準構造属性の使用例を示します。

14.8.5.2標準属性オーナー

各属性のオブジェクトは、オブジェクトの辞書に定義された属性の解釈を決定し、オブジェクトのOエントリで指定された所有者を持っています。複数の所有者が異なる値の型や解釈と同じ名前の属性を定義することができます。タグ付きPDFは、表341に示した標準属性の所有者、のセットを定義します。

所有者説明

PrintField（PDF 1.7）は、非インタラクティブフォームフィールドのためのフォーム構造要素を支配する属性
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An attribute object owned by a specific export format, such as XML-1.00, shall be applied only when exporting 
PDF content to that format. Such format-specific attributes shall override any corresponding attributes owned 
by Layout, List, PrintField, or Table. There may also be additional format-specific attributes; the set of 
possible attributes is open-ended and is not explicitly specified or limited by Tagged PDF. 

14.8.5.3 Attribute Values and Inheritance

Some attributes are defined as inheritable. Inheritable attributes propagate down the structure tree; that is, an 
attribute that is specified for an element shall apply to all the descendants of the element in the structure tree 
unless a descendent element specifies an explicit value for the attribute.

NOTE 1 The description of each of the standard attributes in this sub-clause specifies whether their values are 
inheritable.

An inheritable attribute may be specified for an element for the purpose of propagating its value to child 
elements, even if the attribute is not meaningful for the parent element. Non-inheritable attributes may be 
specified only for elements on which they would be meaningful.

The following list shows the priority for determining attribute values. A conforming reader determines an 
attribute’s value to be the first item in the following list that applies:

a) The value of the attribute specified in the element’s A entry, owned by one of the export formats (such as 
XML, HTML-3.20, HTML-4.01, OEB-1.0, CSS-1.00, CSS-2.0, and RTF), if present, and if outputting to that 
format

b) The value of the attribute specified in the element’s A entry, owned by Layout, PrintField, Table or List, if 
present

c) The value of the attribute specified in a class map associated with the element’s C entry, if there is one

d) The resolved value of the parent structure element, if the attribute is inheritable

e) The default value for the attribute, if there is one

NOTE 2 The attributes Lang, Alt, ActualText, and E do not appear in attribute dictionaries. The rules governing their 
application are discussed in 14.9, “Accessibility Support.”

XML-1.00 Additional attributes governing translation to XML, version 
1.00 

HTML-3.20 Additional attributes governing translation to HTML, version 
3.20 

HTML-4.01 Additional attributes governing translation to HTML, version 
4.01 

OEB-1.00 Additional attributes governing translation to OEB, version 
1.0 

RTF-1.05 Additional attributes governing translation to Microsoft Rich 
Text Format, version 1.05 

CSS-1.00 Additional attributes governing translation to a format using 
CSS, version 1.00 

CSS-2.00 Additional attributes governing translation to a format using 
CSS, version 2.00 

Table 341 –  Standard attribute owners  (continued)

Owner Description
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そのフォーマットにPDFのコンテンツをエクスポートする場合にのみ、このようなXML-1.00などの特定のエクスポート形式によって所有属性オブジェクトには、適用しなければなりません。このような形式の固有の属性は、レイアウト、リスト、PrintField、または表が所有する任意の対応する属性を上書きするものとします。また、追加の形式固有の属性があるかもしれません。可能な属性の集合は、オープンエンドであると明示的に指定またはタグ付きPDFに限定されるものではありません。

14.8.5.3属性値と継承

一部の属性は継承のように定義されています。継承可能な属性は、構造ツリーを下に伝播します。子孫要素は、属性の明示的な値を指定しない限りである、要素に指定された属性は、構造ツリー内の要素のすべての子孫に適用されるものとします。

注1それらの値が継承されているかどうかをこのサブ句を指定で標準属性のそれぞれの説明。

継承属性は、属性は、親要素の意味がない場合でも、子要素に値を伝搬するために、要素のために指定することができます。非継承の属性は、彼らだけが意味を持つだろうどの要素に対して指定することができます。

以下のリストは、属性値を決定するための優先順位を示します。準拠した読者には、属性の値が適用され、以下のリストの最初の項目であることを決定します。

a）は、XMLなどのエクスポート形式（の1が所有する要素のAエントリで指定された属性の値、HTML-3.20、HTML-4.01、OEB-1.0、CSS-1.00、CSS-2.0、およびRTF）、存在する場合、その形式に出力する場合

存在する場合b）は属性の値は、レイアウト、PrintField、表やリストが所有する要素のAエントリで指定しました

c）に示すように、要素のCエントリに関連付けられたクラスマップで指定された属性の値が存在する場合

d）の親構造要素の解決された値は、属性が継承されている場合

e）の属性のデフォルト値は、存在する場合

注2ラング、Altキー、ActualText、およびEは、属性辞書には表示されません属性。彼らのアプリケーションを制御するルールは14.9で議論されている「アクセシビリティのサポート。」

XML、バージョン1.00への翻訳を管理するXML-1.00Additional属性

HTML、バージョン3.20への翻訳を支配するHTML-3.20Additional属性

HTML、バージョン4.01への翻訳を支配するHTML-4.01Additional属性

OEB、バージョン1.0への翻訳を支配OEB-1.00Additional属性

Microsoftリッチテキスト形式への変換、バージョン1.05を支配RTF-1.05Additional属性

CSSを使用したフォーマットへの変換、バージョン1.00を支配CSS-1.00Additional属性

CSSを使用したフォーマットへの変換、バージョン2.00を支配CSS-2.00Additional属性

表341  - 標準属性の所有者（続き）

所有者説明
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There is no semantic distinction between attributes that are specified explicitly and ones that are inherited. 
Logically, the structure tree has attributes fully bound to each element, even though some may be inherited 
from an ancestor element. This is consistent with the behaviour of properties (such as font characteristics) that 
are not specified by structure attributes but shall be derived from the content. 

14.8.5.4 Layout Attributes

14.8.5.4.1 General

Layout attributes specify parameters of the layout process used to produce the appearance described by a 
document’s PDF content. Attributes in this category shall be defined in attribute objects whose O (owner) entry 
has the value Layout (or is one of the format-specific owner names listed in Table 341).

NOTE The intent is that these parameters can be used to reflow the content or export it to some other document 
format with at least basic styling preserved.

Table 342 summarizes the standard layout attributes and the structure elements to which they apply. The 
following sub-clauses describe the meaning and usage of these attributes.

As described in 14.8.5.3, “Attribute Values and Inheritance,” an inheritable attribute may be specified for any 
element to propagate it to descendants, regardless of whether it is meaningful for that element.

Table 342 –  Standard layout attributes  

Structure Elements Attributes Inheritable

Any structure element Placement
WritingMode
BackgroundColor
BorderColor
BorderStyle
BorderThickness
Color
Padding

No
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
No

Any BLSE
ILSEs with Placement other 
than Inline

SpaceBefore
SpaceAfter
StartIndent
EndIndent

No
No
Yes
Yes

BLSEs containing text TextIndent
TextAlign

Yes
Yes

Illustration elements (Figure, 
Formula, Form)
Table

BBox
Width
Height

No
No
No

TH (Table header)
TD (Table data)

Width
Height
BlockAlign
InlineAlign
TBorderStyle
TPadding

No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
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明示的に指定された属性と継承されたものとの間には意味的な区別はありません。論理的には、構造ツリーは、いくつかの先祖要素から継承することができるにもかかわらず、完全に各要素にバインドされた属性を持っています。これは、構造の属性によって指定されていないが、コンテンツから導出されなければならない（例えばフォント特性など）の性質の挙動と一致しています。

14.8.5.4レイアウト属性

14.8.5.4.1一般

レイアウトは、文書のPDFの内容によって記述外観を生成するために使用されるレイアウト処理のパラメータを指定する属性。このカテゴリの属性は、そのO（所有者）のエントリ値レイアウトを有する属性オブジェクトで定義された（又は表341に列挙されたフォーマットに固有の所有者名のいずれかである）されなければなりません。

NOTE意図は、これらのパラメータは、コンテンツをリフローするか、保存、少なくとも基本的なスタイリングを持つ他のドキュメント形式にエクスポートするために使用することができるということです。

表342は、標準的なレイアウト属性と、それらが適用される構造要素をまとめたもの。以下のサブ節は、これらの属性の意味と使い方を説明します。

14.8.5.3に記載されているように、「属性値と継承は、」継承属性に関係なく、それがその要素の意味があるかどうかの、子孫にそれを伝播する任意の要素に指定されてもよいです。

構造要素は継承属性

任意の構造elementPlacementWritingModeBackgroundColorBorderColorBorderStyleBorderThicknessColorPadding

NoYesNoYesNoYesYesNo

どれBLSE

インライン以外の配置とILSEs

SpaceBefore

SpaceAfterStartIndentEndIndent

番号

NoYesYes

textTextIndentTextAlignYesYesを含むBLSEs

イラスト要素（図、式、フォーム）表

BBoxWidthHeight

ダメダメダメ

TH（表ヘッダ）TD（表データ）WidthHeightBlockAlignInlineAlignTBorderStyleTPadding

NoNoYesYesYesYes
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14.8.5.4.2 General Layout Attributes

The layout attributes described in Table 343 may apply to structure elements of any of the standard types at the 
block level (BLSEs) or the inline level (ILSEs). 

Any ILSE
BLSEs containing ILSEs or 
containing direct or nested 
content items

LineHeight
BaselineShift
TextDecorationType
TextDecorationColor
TextDecorationThickness

Yes
No
No
Yes
Yes

Grouping elements Art, Sect, 
and Div

ColumnCount
ColumnWidths
ColumnGap

No
No
No

Vertical text GlyphOrientationVertical Yes

Ruby text RubyAlign
RubyPosition

Yes
Yes

Table 342 –  Standard layout attributes  (continued)

Structure Elements Attributes Inheritable
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14.8.5.4.2一般的なレイアウト属性

どれILSEBLSEs ILSEsを含むか、直接またはネストされたコンテンツ項目を含みます

LineHeightBaselineShiftTextDecorationTypeTextDecorationColorTextDecorationThickness

YesNoNoYesYes

グループ化の要素技術、セクト、およびDivColumnCountColumnWidthsColumnGap

ダメダメダメ

垂直textGlyphOrientationVerticalYes

ルビーtextRubyAlignRubyPositionYesYes

表342  - 標準レイアウト属性（続き）

構造要素は継承属性
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Table 343 –  Standard layout attributes common to all standard structure types  

Key Type Value

Placement name (Optional; not inheritable) The positioning of the element with respect 
to the enclosing reference area and other content: 
Block Stacked in the block-progression direction within an 

enclosing reference area or parent BLSE. 
Inline Packed in the inline-progression direction within an enclosing 

BLSE. 
Before Placed so that the before edge of the element’s allocation 

rectangle (see “Content and Allocation Rectangles” in 
14.8.5.4, “Layout Attributes”) coincides with that of the 
nearest enclosing reference area. The element may float, if 
necessary, to achieve the specified placement. The element 
shall be treated as a block occupying the full extent of the 
enclosing reference area in the inline direction. Other content 
shall be stacked so as to begin at the after edge of the 
element’s allocation rectangle. 

Start Placed so that the start edge of the element’s allocation 
rectangle (see “Content and Allocation Rectangles” in 
14.8.5.4, “Layout Attributes”) coincides with that of the 
nearest enclosing reference area. The element may float, if 
necessary, to achieve the specified placement. Other content 
that would intrude into the element’s allocation rectangle shall 
be laid out as a runaround. 

End Placed so that the end edge of the element’s allocation 
rectangle (see “Content and Allocation Rectangles” in 
14.8.5.4, “Layout Attributes”) coincides with that of the 
nearest enclosing reference area. The element may float, if 
necessary, to achieve the specified placement. Other content 
that would intrude into the element’s allocation rectangle shall 
be laid out as a runaround. 

When applied to an ILSE, any value except Inline shall cause the 
element to be treated as a BLSE instead. Default value: Inline. 
Elements with Placement values of Before, Start, or End shall be 
removed from the normal stacking or packing process and allowed to 
float to the specified edge of the enclosing reference area or parent 
BLSE. Multiple such floating elements may be positioned adjacent to 
one another against the specified edge of the reference area or placed 
serially against the edge, in the order encountered. Complex cases 
such as floating elements that interfere with each other or do not fit on 
the same page may be handled differently by different conforming 
readers. Tagged PDF merely identifies the elements as floating and 
indicates their desired placement. 
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キータイプ値

Placementname（オプション、継承しない）封入基準領域と他のコンテンツに対する要素の位置決め：囲む参照領域または親BLSE内のブロック進行方向のブロック積み上げ。インライン囲みBLSE内行内進行方向に詰め。要素の割付け長方形のエッジの前になるように配置する前に、最寄り囲む参照領域のそれと一致する（14.8.5.4の「コンテンツおよび割り当て四角形」を参照し、「レイアウト属性」）。必要に応じて、要素が指定された配置を達成するために、浮くことがあります。要素は、インライン方向に囲む参照領域の全範囲を占めるブロックとして扱われなければなりません。要素の割付け長方形の後縁で開始するように他のコンテンツを積層しなければなりません。要素の割付け長方形の開始エッジがほどStartPlaced最寄り包囲参照領域のそれと一致する（14.8.5.4の「コンテンツおよび割り当て四角形」を参照し、「レイアウト属性」）。必要に応じて、要素が指定された配置を達成するために、浮くことがあります。要素の割付け長方形に侵入うその他のコンテンツは言い逃れとしてレイアウトされなければなりません。要素の割り当て矩形の端縁になるように配置エンド最寄り包囲参照領域のそれと一致する（14.8.5.4の「コンテンツおよび割り当て四角形」を参照し、「レイアウト属性」）。必要に応じて、要素が指定された配置を達成するために、浮くことがあります。要素の割付け長方形に侵入うその他のコンテンツは言い逃れとしてレイアウトされなければなりません。 ILSEに適用した場合、インライン以外の任意の値は、要素が代わりBLSEとして処理させるものとします。デフォルト値：インライン。前の配置値を持つ要素は、[スタート]、または終了は通常のスタッキングや梱包プロセスから除去し、外側の参照領域または親BLSEの指定されたエッジにフロートさせなければなりません。複数のそのようなフローティング要素は、基準領域の指定されたエッジに対して互いに隣接して配置又は遭遇するために、エッジに対して直列に配置されてもよいです。そのような互いに干渉または同じページに収まらない要素を浮動などの複雑な場合は、異なる適合読者によって異なる方法で処理することができます。タグ付きPDFは、単に浮動としての要素を識別し、その所望の配置を示しています。
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WritingMode name (Optional; inheritable) The directions of layout progression for packing 
of ILSEs (inline progression) and stacking of BLSEs (block 
progression): 
LrTb Inline progression from left to right; block progression from top 

to bottom. This is the typical writing mode for Western writing 
systems. 

RlTb Inline progression from right to left; block progression from top 
to bottom. This is the typical writing mode for Arabic and 
Hebrew writing systems. 

TbRl Inline progression from top to bottom; block progression from 
right to left. This is the typical writing mode for Chinese and 
Japanese writing systems. 

The specified layout directions shall apply to the given structure 
element and all of its descendants to any level of nesting. Default 
value: LrTb. 
For elements that produce multiple columns, the writing mode defines 
the direction of column progression within the reference area: the 
inline direction determines the stacking direction for columns and the 
default flow order of text from column to column. For tables, the writing 
mode controls the layout of rows and columns: table rows (structure 
type TR) shall be stacked in the block direction, cells within a row 
(structure type TD) in the inline direction. 
The inline-progression direction specified by the writing mode is 
subject to local override within the text being laid out, as described in 
Unicode Standard Annex #9, The Bidirectional Algorithm, available 
from the Unicode Consortium (see the Bibliography). 

BackgroundColor array (Optional; not inheritable; PDF 1.5) The colour to be used to fill the 
background of a table cell or any element’s content rectangle (possibly 
adjusted by the Padding attribute). The value shall be an array of 
three numbers in the range 0.0 to 1.0, representing the red, green, and 
blue values, respectively, of an RGB colour space. If this attribute is 
not specified, the element shall be treated as if it were transparent.

BorderColor array (Optional; inheritable; PDF 1.5) The colour of the border drawn on the 
edges of a table cell or any element’s content rectangle (possibly 
adjusted by the Padding attribute). The value of each edge shall be an 
array of three numbers in the range 0.0 to 1.0, representing the red, 
green, and blue values, respectively, of an RGB colour space. There 
are two forms:
A single array of three numbers representing the RGB values to apply 
to all four edges.
An array of four arrays, each specifying the RGB values for one edge 
of the border, in the order of the before, after, start, and end edges. A 
value of null for any of the edges means that it shall not be drawn.
If this attribute is not specified, the border colour for this element shall 
be the current text fill colour in effect at the start of its associated 
content.

Table 343 –  Standard layout attributes common to all standard structure types  (continued)

Key Type Value
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WritingModename（オプション、継承）（インライン進行）ILSEsの充填及びBLSEs（ブロック進行）を積層するためのレイアウトの進行方向：LrTbインライン進行左から右へ。上から下への進行を阻止します。これは西洋書き込みシステムの典型的な書き込みモードです。右から左へRLTBインライン進行。上から下への進行を阻止します。これは、アラビア語とヘブライ語の筆記システムの典型的な書き込みモードです。 TbRlインライン上から下へ進行。右から左へのブロック進行。これは、中国と日本書記体系のための典型的な書き込みモードです。指定されたレイアウトの方向は、入れ子の任意のレベルに与える構造要素とその子孫のすべてに適用されなければなりません。デフォルト値：LrTb。複数の列を生成する要素に対して、書き込みモードでは基準領域内の列の進行方向を定義：インライン方向は、列の積層方向とカラムからカラムへのテキストのデフォルトのフロー順序を決定します。テーブルに対して、書き込みモードは、行と列のレイアウトを制御する：ブロック方向に積層されなければならないテーブルの行（構造型TR）を、インライン方向の行（構造型TD）内のセル。行内進行方向は、書き込みモードで指定されたユニコードコンソーシアム（参考文献を参照）から入手可能なUnicode規格付属書＃9、双方向アルゴリズムで説明したように、レイアウトされたテキスト内のローカルオーバーライドを受けます。

BackgroundColorarray（オプション、継承しない、PDF 1.5）色表のセルまたは任意の要素の内容長方形の背景を埋めるために使用される（おそらくパディング属性によって調整）。値は、RGB色空間の、それぞれ赤、緑、青の値を表し、0.0から1.0の範囲で3つの数の配列でなければなりません。この属性が指定されていない場合、それは透明であるかのように、要素は、処理されなければなりません。

BorderColorarray（オプション、継承、PDF 1.5）テーブルセルまたは任意の要素の内容長方形の縁に描かれた境界線の色（おそらくパディング属性によって調整）。各エッジの値は、RGB色空間の、それぞれ赤、緑、青の値を表し、0.0から1.0の範囲で3つの数の配列でなければなりません。 4つのアレイのすべての4つのedges.Anアレイに適用するRGB値を表す3つの数字の単一のアレイ、それぞれが境界の一方の縁部のためのRGB値を指定し、前の順に、後に、開始：2つの形式があります。 、及び端縁。それは、この属性をdrawn.Ifあってはならないこと縁手段のいずれかについてヌルの値が指定されていない場合、この要素の境界線の色は、その関連コンテンツの開始時に有効な現在のテキストの塗りつぶしの色でなければなりません。

表343  - 標準レイアウトは、すべての標準的な構造のタイプに共通の属性（続き）

キータイプ値
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BorderStyle array or 
name

(Optional; not inheritable; PDF 1.5) The style of an element’s border. 
Specifies the stroke pattern of each edge of a table cell or any 
element’s content rectangle (possibly adjusted by the Padding
attribute). There are two forms:
• A name from the list below representing the border style to apply 

to all four edges.

• An array of four entries, each entry specifying the style for one 
edge of the border in the order of the before, after, start, and end 
edges. A value of null for any of the edges means that it shall not 
be drawn.

None No border. Forces the computed value of BorderThickness
to be 0.

Hidden Same as None, except in terms of border conflict resolution 
for table elements.

Dotted The border is a series of dots.
Dashed The border is a series of short line segments.
Solid The border is a single line segment.
Double The border is two solid lines. The sum of the two lines and 

the space between them equals the value of 
BorderThickness.

Groove The border looks as though it were carved into the canvas.
Ridge The border looks as though it were coming out of the canvas 

(the opposite of Groove).
Inset The border makes the entire box look as though it were 

embedded in the canvas.
Outset The border makes the entire box look as though it were 

coming out of the canvas (the opposite of Inset).
Default value: None
All borders shall be drawn on top of the box’s background. The colour 
of borders drawn for values of Groove, Ridge, Inset, and Outset shall 
depend on the structure element’s BorderColor attribute and the 
colour of the background over which the border is being drawn.

NOTE Conforming HTML applications may interpret Dotted, 
Dashed, Double, Groove, Ridge, Inset, and Outset to be 
Solid.

BorderThickness number or 
array 

(Optional; inheritable; PDF 1.5) The thickness of the border drawn on 
the edges of a table cell or any element’s content rectangle (possibly 
adjusted by the Padding attribute). The value of each edge shall be a 
positive number in default user space units representing the border’s 
thickness (a value of 0 indicates that the border shall not be drawn). 
There are two forms:
A number representing the border thickness for all four edges.
An array of four entries, each entry specifying the thickness for one 
edge of the border, in the order of the before, after, start, and end 
edges. A value of null for any of the edges means that it shall not be 
drawn.

Table 343 –  Standard layout attributes common to all standard structure types  (continued)

Key Type Value
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BorderStylearrayまたは名前（オプション;継承できません。PDF 1.5）要素の境界線のスタイル。表のセルまたは（おそらくはPaddingattributeにより調整）任意の要素の内容長方形の各辺のストロークパターンを指定します。 2つの形式があります。•すべての4つのエッジに適用する境界線のスタイルを表現する以下のリストから名前が。

•4つのエントリのアレイ、前の順序に境界の一方の縁のスタイルを指定する各エントリの後、開始、及び端縁。いずれかのためのヌルの値は、それが描かれてはならないことを意味するエッジ。

なしいいえボーダー。境界は、境界が短いラインの一連の境界が単一であるsegments.Solidあるdots.Dashedの系列であるelements.Dotted力がBorderThicknesstoの計算値は、テーブルの境界の競合解決の点を除いて、Noneに0.HiddenSameであることラインはsegment.Double境界線は2本の実線です。それはキャンバス（溝の反対側）から出てきたかのようにそれはcanvas.Ridgeボーダールックスに刻まれたかのように、2本の線とそれらの間のスペースの合計がBorderThickness.Grooveザ・ボーダールックスの値に等しいです。 NoneAll国境を上に描画されなければならない。それはそれは.DEFAULT値キャンバス（挿入図の反対側）から出てきたかのように境界線がボックス全体の外観を作るcanvas.Outsetに埋め込まれているかのようはめ込み枠は、ボックス全体の外観を作りますボックスの背景の上。溝、リッジ、インセット、および最初の値のために描かれたボーダーの色は、構造要素のはBorderColor属性との境界線が描画されている上、背景の色に依存するものとします。

NOTE準拠のHTMLアプリケーションはソリッドであることを点線、破線、ダブル、溝、リッジ、インセット、および最初の解釈があります。

BorderThicknessnumberまたはアレイ（オプション、継承、PDF 1.5）テーブルセルまたは任意の要素の内容長方形の縁に描かれた境界線の太さ（おそらくパディング属性によって調整）。各エッジの値は、境界線の太さを表すデフォルトユーザ空間単位の正の数でなければならない（0の値は、境界線が描かれてはならないことを示します）。 4つのエントリのすべての4つのedges.Anアレイの境界線の太さを表す数値、境界の一方の縁部のための厚さを指定し、各エントリの前の順番に、後に、開始、及び端縁：2つの形式があります。いずれかのためのヌルの値は、それが描かれてはならないことを意味するエッジ。

表343  - 標準レイアウトは、すべての標準的な構造のタイプに共通の属性（続き）

キータイプ値
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14.8.5.4.3 Layout Attributes for BLSEs

Table 344 describes layout attributes that shall apply only to block-level structure elements (BLSEs). 

Inline-level structure elements (ILSEs) with a Placement attribute other than the default value of Inline shall be 
treated as BLSEs and shall also be subject to the attributes described here. 

Padding number or 
array 

(Optional; not inheritable; PDF 1.5) Specifies an offset to account for 
the separation between the element’s content rectangle and the 
surrounding border (see “Content and Allocation Rectangles” in 
14.8.5.4, “Layout Attributes”). A positive value enlarges the 
background area; a negative value trims it, possibly allowing the 
border to overlap the element’s text or graphic.
The value shall be either a single number representing the width of the 
padding, in default user space units, that applies to all four sides or a 
4-element array of numbers representing the padding width for the 
before, after, start, and end edge, respectively, of the content 
rectangle. Default value: 0.

Color array (Optional; inheritable; PDF 1.5) The colour to be used for drawing text 
and the default value for the colour of table borders and text 
decorations. The value shall be an array of three numbers in the range 
0.0 to 1.0, representing the red, green, and blue values, respectively, 
of an RGB colour space. If this attribute is not specified, the border 
colour for this element shall be the current text fill colour in effect at the 
start of its associated content.

Table 344 –  Additional standard layout attributes specific to 
block-level structure elements  

Key Type Value

SpaceBefore number (Optional; not inheritable) The amount of extra space preceding the 
before edge of the BLSE, measured in default user space units in the 
block-progression direction. This value shall be added to any 
adjustments induced by the LineHeight attributes of ILSEs within the 
first line of the BLSE (see “Layout Attributes for ILSEs” in 14.8.5.4, 
“Layout Attributes”). If the preceding BLSE has a SpaceAfter attribute, 
the greater of the two attribute values shall be used. Default value: 0. 
This attribute shall be disregarded for the first BLSE placed in a given 
reference area. 

SpaceAfter number (Optional; not inheritable) The amount of extra space following the 
after edge of the BLSE, measured in default user space units in the 
block-progression direction. This value shall be added to any 
adjustments induced by the LineHeight attributes of ILSEs within the 
last line of the BLSE (see 14.8.5.4, “Layout Attributes”). If the following 
BLSE has a SpaceBefore attribute, the greater of the two attribute 
values shall be used. Default value: 0. 
This attribute shall be disregarded for the last BLSE placed in a given 
reference area. 

Table 343 –  Standard layout attributes common to all standard structure types  (continued)

Key Type Value
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14.8.5.4.3レイアウトBLSEsの属性

Paddingnumberまたは配列（オプション;継承できません。PDF 1.5）要素の内容長方形と周囲の国境間の分離のためのアカウントへのオフセット（「レイアウトの属性」14.8.5.4に「コンテンツと割り当て四角形」を参照）を指定します。正の値は、背景エリアを拡大します。負の値は、おそらく要素のテキストまたはgraphic.The値はすべての4つの側面に適用されるデフォルトのユーザ空間単位のパディングの幅を表す単一の数、または4要素のいずれかでなければならない重複する境界を許す、それをトリムコンテンツ矩形のそれぞれの前に、後に、開始するためのパディング幅を表す数値の配列、及び端縁、、。デフォルト値：0。

Colorarray（オプション;継承; PDF 1.5）テキストと表の罫線と文字装飾の色のデフォルト値を描画するために使用する色。値は、RGB色空間の、それぞれ赤、緑、青の値を表し、0.0から1.0の範囲で3つの数の配列でなければなりません。この属性が指定されていない場合は、この要素の境界線の色は、その関連コンテンツの開始時に有効で、現在のテキストの塗りつぶしの色でなければなりません。

キータイプ値

SpaceBeforenumber（オプション、継承しない）ブロック進行方向にデフォルトのユーザ空間単位で測定BLSEの前縁を、前の余分なスペースの量。この値は（「レイアウト属性」、14.8.5.4に「レイアウトILSEsの属性」を参照）BLSEの最初のライン内ILSEsの属性LineHeightによって誘導される任意の調整に加えなければなりません。先行BLSEはSpaceAfter属性を持っている場合、2つの属性値の大きい方を使用しなければなりません。デフォルト値：0この属性は、所与の基準領域内に配置された第1 BLSEために無視されなければなりません。

SpaceAfternumber（オプション、継承しない）ブロック進行方向にデフォルトユーザ空間単位で測定BLSEのエッジの後に次の余分なスペースの量、。この値は、BLSEの最後の行の中にILSEsの属性（14.8.5.4を参照してください、「レイアウトの属性」）LineHeightによって誘導された任意の調整に追加されなければなりません。次BLSEがSpaceBefore属性を持っている場合、2つの属性値の大きいを使用しなければなりません。デフォルト値：0。この属性は、指定された参照領域に配置された最後のBLSEのために無視されなければなりません。

表343  - 標準レイアウトは、すべての標準的な構造のタイプに共通の属性（続き）

キータイプ値
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StartIndent number (Optional; inheritable) The distance from the start edge of the 
reference area to that of the BLSE, measured in default user space 
units in the inline-progression direction. This attribute shall apply only 
to structure elements with a Placement attribute of Block or Start (see 
“General Layout Attributes” in 14.8.5.4, “Layout Attributes”). The 
attribute shall be disregarded for elements with other Placement
values. Default value: 0. 
A negative value for this attribute places the start edge of the BLSE 
outside that of the reference area. The results are implementation-
dependent and may not be supported by all conforming products that 
process Tagged PDF or by particular export formats. 
If a structure element with a StartIndent attribute is placed adjacent to 
a floating element with a Placement attribute of Start, the actual value 
used for the element’s starting indent shall be its own StartIndent
attribute or the inline extent of the adjacent floating element, whichever 
is greater. This value may be further adjusted by the element’s 
TextIndent attribute, if any. 

EndIndent number (Optional; inheritable) The distance from the end edge of the BLSE to 
that of the reference area, measured in default user space units in the 
inline-progression direction. This attribute shall apply only to structure 
elements with a Placement attribute of Block or End (see “General 
Layout Attributes” in 14.8.5.4, “Layout Attributes”). The attribute shall 
be disregarded for elements with other Placement values. Default 
value: 0. 
A negative value for this attribute places the end edge of the BLSE 
outside that of the reference area. The results are implementation-
dependent and may not be supported by all conforming products that 
process Tagged PDF or by particular export formats. 
If a structure element with an EndIndent attribute is placed adjacent to 
a floating element with a Placement attribute of End, the actual value 
used for the element’s ending indent shall be its own EndIndent
attribute or the inline extent of the adjacent floating element, whichever 
is greater. 

TextIndent number (Optional; inheritable; applies only to some BLSEs) The additional 
distance, measured in default user space units in the inline-
progression direction, from the start edge of the BLSE, as specified by 
StartIndent, to that of the first line of text. A negative value shall 
indicate a hanging indent. Default value: 0. 
This attribute shall apply only to paragraphlike BLSEs and those of 
structure types Lbl (Label), LBody (List body), TH (Table header), and 
TD (Table data), provided that they contain content other than nested 
BLSEs. 

TextAlign name (Optional; inheritable; applies only to BLSEs containing text) The 
alignment, in the inline-progression direction, of text and other content 
within lines of the BLSE: 
Start Aligned with the start edge. 
Center Centered between the start and end edges. 
End Aligned with the end edge. 
Justify Aligned with both the start and end edges, with internal 

spacing within each line expanded, if necessary, to achieve 
such alignment. The last (or only) line shall be aligned with 
the start edge only. 

Default value: Start. 

Table 344 –  Additional standard layout attributes specific to 
block-level structure elements  (continued)

Key Type Value
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StartIndentnumber（オプション、継承）行内進行方向のデフォルトユーザ空間単位で測定BLSEと参照領域の始端からの距離。この属性は、（14.8.5.4に「一般的なレイアウト属性」、「レイアウトの属性」を参照してください）ブロックまたはスタートの配置属性でのみ構成要素に適用しなければなりません。属性は、他のPlacementvaluesを持つ要素のために無視されなければなりません。デフォルト値：この属性の0 Aの負の値は、基準領域のことBLSE外側の開始エッジを置きます。結果は実装依存であり、プロセスタグ付きPDFことや、特定のエクスポート形式ですべての適合製品でサポートされない場合があります。 StartIndent属性を持つ構造要素がスタートの配置属性を持つ浮動要素に隣接して配置されている場合は、要素の開始インデントのために使用される実際の値は、それ自身のStartIndentattributeまたはいずれか大きい方の隣接するフローティング要素のインライン程度でなければなりません。いずれかの場合、この値はさらに、要素のTextIndent属性によって調整することができます。

EndIndentnumber（オプション、継承）行内進行方向にデフォルトのユーザ空間単位で測定された基準領域とBLSEの端縁からの距離。この属性は、（14.8.5.4に「一般的なレイアウト属性」、「レイアウトの属性」を参照してください）ブロックまたはEndの配置属性でのみ構成要素に適用しなければなりません。属性は、他の配置値を持つ要素のために無視されなければなりません。デフォルト値：この属性の0 Aの負の値は、基準領域のことBLSE外側の端縁を配置します。結果は実装依存であり、プロセスタグ付きPDFことや、特定のエクスポート形式ですべての適合製品でサポートされない場合があります。 EndIndent属性を持つ構造要素が端部の配置属性を持つ浮動要素に隣接して配置されている場合は、要素の終了インデントのために使用される実際の値は、それ自身のEndIndentattributeまたはいずれか大きい方の隣接するフローティング要素のインライン程度でなければなりません。

TextIndent番号（オプション、継承、一部のみBLSEsに適用される）追加の距離、BLSEの始端から、StartIndentによって指定されるように、の最初の行のものに、行内進行方向にデフォルトユーザ空間単位で測定テキスト。負の値は、ぶら下げインデントを示さなければなりません。デフォルト値：0この属性は、それらがネストされた以外のコンテンツ含むことを条件とする、唯一paragraphlike BLSEsと構造型LBL（ラベル）、LBody（リスト体）、TH（表ヘッダ）、およびTD（表データ）のものに適用しなければなりませんBLSEs。

スタート配向始端と：TextAlignname BLSEのライン内のテキストおよび他のコンテンツの、行内進行方向に、位置合わせ（任意;継承は、テキストを含むBLSEsにのみ適用します）。センターでは、開始と終了のエッジ間の中心。端縁に揃え終了します。そのようなアラインメントを達成するために、必要に応じて、拡張各行内の内部間隔で、開始と終了の両エッジと整列を正当化します。最後の（または唯一の）行は、開始エッジと位置合わせされなければなりません。デフォルト値：スタート。

表344  - その他の標準レイアウトは、ブロック・レベルの構造要素に特定の属性（続き）

キータイプ値
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BBox rectangle (Optional for Annot; required for any figure or table appearing in its 
entirety on a single page; not inheritable) An array of four numbers in 
default user space units that shall give the coordinates of the left, 
bottom, right, and top edges, respectively, of the element’s bounding 
box (the rectangle that completely encloses its visible content). This 
attribute shall apply to any element that lies on a single page and 
occupies a single rectangle. 

Width number 
or name

(Optional; not inheritable; illustrations, tables, table headers, and table 
cells only; should be used for table cells) The width of the element’s 
content rectangle (see “Content and Allocation Rectangles” in 
14.8.5.4, “Layout Attributes”), measured in default user space units in 
the inline-progression direction. This attribute shall apply only to 
elements of structure type Figure, Formula, Form, Table, TH (Table 
header), or TD (Table data).
The name Auto in place of a numeric value shall indicate that no 
specific width constraint is to be imposed; the element’s width shall be 
determined by the intrinsic width of its content. Default value: Auto. 

Height number 
or name

(Optional; not inheritable; illustrations, tables, table headers, and table 
cells only) The height of the element’s content rectangle (see “Content 
and Allocation Rectangles” in 14.8.5.4, “Layout Attributes”), measured 
in default user space units in the block-progression direction. This 
attribute shall apply only to elements of structure type Figure, Formula, 
Form, Table, TH (Table header), or TD (Table data).
The name Auto in place of a numeric value shall indicate that no 
specific height constraint is to be imposed; the element’s height shall 
be determined by the intrinsic height of its content. Default value: Auto. 

BlockAlign name (Optional; inheritable; table cells only) The alignment, in the block-
progression direction, of content within the table cell: 
Before Before edge of the first child’s allocation rectangle aligned 

with that of the table cell’s content rectangle. 
Middle Children centered within the table cell. The distance 

between the before edge of the first child’s allocation 
rectangle and that of the table cell’s content rectangle 
shall be the same as the distance between the after edge 
of the last child’s allocation rectangle and that of the table 
cell’s content rectangle. 

After After edge of the last child’s allocation rectangle aligned 
with that of the table cell’s content rectangle. 

Justify Children aligned with both the before and after edges of 
the table cell’s content rectangle. The first child shall be 
placed as described for Before and the last child as 
described for After, with equal spacing between the 
children. If there is only one child, it shall be aligned with 
the before edge only, as for Before. 

This attribute shall apply only to elements of structure type TH (Table 
header) or TD (Table data) and shall control the placement of all 
BLSEs that are children of the given element. The table cell’s content 
rectangle (see “Content and Allocation Rectangles” in 14.8.5.4, 
“Layout Attributes”) shall become the reference area for all of its 
descendants. Default value: Before. 

Table 344 –  Additional standard layout attributes specific to 
block-level structure elements  (continued)

Key Type Value
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BBoxrectangle（Annotのためのオプション、単一のページ上でその全体が出現する任意の図または表のために必要な、継承しない）左の座標を与えなければならないデフォルトユーザ空間単位で4つの数字の配列、下、右、及び上縁、それぞれ、要素の境界ボックスの（完全に目に見えるコンテンツを囲む矩形）。この属性は、単一のページ上の任意の要素にその嘘を適用し、単一の長方形を占めているものとします。

Widthnumberまたは名前（オプション;継承できません;イラスト、テーブル、テーブルヘッダ、およびテーブルセルのみ、表のセルに使用されなければならない）要素のコンテンツ矩形の幅（レイアウト」、14.8.5.4に「コンテンツと割り当て四角形」を参照してください。行内進行方向のデフォルトユーザ空間単位で測定された属性」）。特別幅制約されるべきではないことを示さなければならないこの属性は、数値の代わりに【選択名オートのみ構造式図、式、フォーム、テーブル、TH（表ヘッダ）、またはTD（表データ）の要素に適用されるもの課せられました。要素の幅は、そのコンテンツの固有の幅によって決定されなければなりません。デフォルト値：自動。

デフォルトで測定された要素の内容長方形の高さ（「レイアウト属性」、14.8.5.4に「コンテンツと割り当て四角形」を参照）、Heightnumberまたは名前（イラスト、テーブル、テーブルヘッダ、およびテーブルセルのみオプション;継承できません）ブロック進行方向におけるユーザ空間単位。いかなる特定の高さ制約がされるべきではないことを示さなければならないこの属性は、数値の代わりに【選択名オートのみ構造式図、式、フォーム、テーブル、TH（表ヘッダ）、またはTD（表データ）の要素に適用されるもの課せられました。要素の高さは、そのコンテンツの本来の高さによって決定されなければなりません。デフォルト値：自動。

BlockAlignname（オプション、継承、テーブルセルのみ）表のセル内のコンテンツのブロック進行方向のアライメント、第一子の割付け長方形のエッジの前に表のセルの内容長方形のものと整列する前に。真ん中の子供たちは、テーブルセル内の中心に位置しました。最初の子供の割り当て矩形のエッジと表のセルの内容長方形の前との間の距離は、最後の子の割付け長方形のエッジの後、テーブルのセルの内容長方形のものとの間の距離と同じでなければなりません。最後の子の割付け長方形のエッジは、表のセルの内容長方形のものと一致した後の後。表のセルの内容長方形の前と後の両方のエッジに揃え子供たちを正当化します。後のために説明したように、第1子が子供たちの間に等間隔で、前で説明したように配置され、最後の子されなければなりません。唯一の子がある場合は、前の場合と同様に、唯一の前縁部と整列されなければなりません。この属性は、構造型TH（表ヘッダ）またはTD（表データ）の要素にのみ適用されるものと指定された要素の子であるすべてのBLSEsの配置を制御しなければなりません。表のセルの内容長方形はその子孫のすべてのための参照領域となるもの（「レイアウト属性」、14.8.5.4に「コンテンツと割り当て四角形」を参照します）。デフォルト値：前。

表344  - その他の標準レイアウトは、ブロック・レベルの構造要素に特定の属性（続き）

キータイプ値
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14.8.5.4.4 Layout Attributes for ILSEs

The attributes described in Table 345 apply to inline-level structure elements (ILSEs). They may also be 
specified for a block-level element (BLSE) and may apply to any content items that are its immediate children.

InlineAlign name (Optional; inheritable; table cells only) The alignment, in the inline-
progression direction, of content within the table cell: 
Start Start edge of each child’s allocation rectangle aligned with 

that of the table cell’s content rectangle.
Center Each child centered within the table cell. The distance 

between the start edges of the child’s allocation rectangle 
and the table cell’s content rectangle shall be the same as 
the distance between their end edges. 

End End edge of each child’s allocation rectangle aligned with 
that of the table cell’s content rectangle. 

This attribute shall apply only to elements of structure type TH (Table 
header) or TD (Table data) and controls the placement of all BLSEs 
that are children of the given element. The table cell’s content 
rectangle (see “Content and Allocation Rectangles” in 14.8.5.4, 
“Layout Attributes”) shall become the reference area for all of its 
descendants. Default value: Start. 

TBorderStyle name or 
array

(Optional; inheritable; PDF 1.5) The style of the border drawn on each 
edge of a table cell. Allowed values shall be the same as those 
specified for BorderStyle (see Table 343). If both TBorderStyle and 
BorderStyle apply to a given table cell, BorderStyle shall supersede 
TBorderStyle. Default value: None. 

TPadding integer or 
array

(Optional; inheritable; PDF 1.5) Specifies an offset to account for the 
separation between the table cell’s content rectangle and the 
surrounding border (see “Content and Allocation Rectangles” in 
14.8.5.4, “Layout Attributes”). If both TPadding and Padding apply to 
a given table cell, Padding shall supersede TPadding. A positive 
value shall enlarge the background area; a negative value shall trim it, 
and the border may overlap the element’s text or graphic. The value 
shall be either a single number representing the width of the padding, 
in default user space units, that applies to all four edges of the table 
cell or a 4-entry array representing the padding width for the before 
edge, after edge, start edge, and end edge, respectively, of the content 
rectangle. Default value: 0.

Table 344 –  Additional standard layout attributes specific to 
block-level structure elements  (continued)

Key Type Value
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14.8.5.4.4レイアウトILSEsの属性

表345に記載された属性は、インラインレベル構造要素（ILSEs）に適用されます。彼らはまた、ブロックレベル要素（BLSE）のために指定され、その直接の子であるすべてのコンテンツアイテムに適用される場合があります。

InlineAlignname（オプション、継承、テーブルセルのみ）表のセル内のコンテンツの行内進行方向のアライメント、：それぞれの子は、内の中心に表のセルの内容rectangle.Centerのものと整列それぞれの子の割り当て矩形のスタート始端表のセル。スタートの間の距離は、子供の割付け長方形の端とテーブルセルの内容長方形は彼らの端縁間の距離と同じでなければなりません。それぞれの子の割付け長方形のエンドエンドエッジは表のセルの内容長方形のものと一致します。この属性は構造タイプTH（表ヘッダ）またはTD（表データ）の要素とコントロールに指定された要素の子であるすべてのBLSEsの配置を適用しなければなりません。表のセルの内容長方形はその子孫のすべてのための参照領域となるもの（「レイアウト属性」、14.8.5.4に「コンテンツと割り当て四角形」を参照します）。デフォルト値：スタート。

TBorderStylenameまたはアレイ（オプション、継承、PDF 1.5）テーブルセルの各辺上に描かれた境界線のスタイル。使用できる値は、BorderStyleを（表343を参照）に指定したものと同じでなければなりません。 TBorderStyleとBorderStyleプロパティの両方が指定された表のセルに適用された場合は、BorderStyleをはTBorderStyleに取って代わるものとします。デフォルト値：なし。

TPaddingintegerまたは配列（オプション;継承; PDF 1.5）を指定し、テーブルセルの内容長方形と周囲の国境間の分離のためのアカウントへのオフセット（14.8.5.4に「コンテンツと割り当て四角形」を参照してください、「レイアウト属性」）。 TPaddingとパディングの両方が指定された表のセルに適用される場合、パディングはTPaddingに取って代わるものとします。正の値は、背景領域を拡大しなければなりません。負の値は、それをトリミングするもの、との国境は、要素のテキストやグラフィックをオーバーラップしてもよいです。値はエッジの後、表のセルのすべての4つのエッジまたはエッジの前のためのパディング幅を表す4エントリアレイに適用されるデフォルトのユーザ空間単位のパディングの幅を表す単一の数、のいずれかでなければならない、開始コンテンツ矩形のそれぞれ縁、及び端縁、、。デフォルト値：0。

表344  - その他の標準レイアウトは、ブロック・レベルの構造要素に特定の属性（続き）

キータイプ値
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Table 345 –  Standard layout attributes specific to inline-level structure elements  

Key Type Value

BaselineShift number (Optional; not inheritable) The distance, in default user space units, 
by which the element’s baseline shall be shifted relative to that of its 
parent element. The shift direction shall be the opposite of the 
block-progression direction specified by the prevailing 
WritingMode attribute (see “General Layout Attributes” in 14.8.5.4, 
“Layout Attributes”). Thus, positive values shall shift the baseline 
toward the before edge and negative values toward the after edge 
of the reference area (upward and downward, respectively, in 
Western writing systems). Default value: 0.
The shifted element may be a superscript, a subscript, or an inline 
graphic. The shift shall apply to the element, its content, and all of 
its descendants. Any further baseline shift applied to a child of this 
element shall be measured relative to the shifted baseline of this 
(parent) element. 

LineHeight number 
or name

(Optional; inheritable) The element’s preferred height, measured in 
default user space units in the block-progression direction. The 
height of a line shall be determined by the largest LineHeight value 
for any complete or partial ILSE that it contains. 
The name Normal or Auto in place of a numeric value shall indicate 
that no specific height constraint is to be imposed. The element’s 
height shall be set to a reasonable value based on the content’s font 
size: 
Normal Adjust the line height to include any nonzero value 

specified for BaselineShift.
Auto Adjustment for the value of BaselineShift shall not be 

made.
Default value: Normal. 
This attribute applies to all ILSEs (including implicit ones) that are 
children of this element or of its nested ILSEs, if any. It shall not 
apply to nested BLSEs.
When translating to a specific export format, the values Normal and 
Auto, if specified, shall be used directly if they are available in the 
target format. The meaning of the term “reasonable value” is left to 
the conforming reader to determine. It should be approximately 1.2 
times the font size, but this value can vary depending on the export 
format. 
NOTE 1 In the absence of a numeric value for LineHeight or 

an explicit value for the font size, a reasonable method 
of calculating the line height from the information in a 
Tagged PDF file is to find the difference between the 
associated font’s Ascent and Descent values (see 
9.8, “Font Descriptors”), map it from glyph space to 
default user space (see 9.4.4, “Text Space Details”), 
and use the maximum resulting value for any character 
in the line. 

TextDecorationColor array (Optional; inheritable; PDF 1.5) The colour to be used for drawing 
text decorations. The value shall be an array of three numbers in 
the range 0.0 to 1.0, representing the red, green, and blue values, 
respectively, of an RGB colour space. If this attribute is not 
specified, the border colour for this element shall be the current fill 
colour in effect at the start of its associated content.
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BaselineShiftnumber（オプション、継承しない）距離は、デフォルトユーザ空間単位で、それによって要素のベースラインは、その親要素のそれに対してシフトされなければなりません。シフト方向が優勢WritingMode属性で指定ブロック進行方向の反対でなければならない（14.8.5.4で、「レイアウト属性」「一般的なレイアウト属性」を参照）。したがって、正の値は、（西洋書き込みシステムにおける上下それぞれ）参照領域の後縁に向かって前縁に向かってベースラインと負の値をシフトしなければなりません。デフォルト値：0.The要素をシフトは上付き文字、下付き文字、またはインライングラフィックであってもよいです。シフトは、要素、その内容、及びその子孫のすべてに適用されるものとします。さらなるベースラインシフトは、この（親）要素のシフトベースラインを基準に測定しなければならないこの要素の子に適用されます。

LineHeightnumber又は名称（任意;継承）ブロック進行方向のデフォルトユーザ空間単位で測定された要素の好ましい高さは、。行の高さは、それが含まれている任意の完全または部分的ILSEの最大LineHeight値によって決定されなければなりません。数値の代わりに名前ノーマルまたはオートには、特定の高さの制約が課されるべきでないことを示さなければなりません。要素の高さは、コンテンツのフォントサイズに基づいて適切な値に設定されなければならない：ノーマル：ノーマルmade.Default値をしてはならないBaselineShiftの値をBaselineShift.AutoAdjustmentに指定した任意のゼロ以外の値が含まれるように行の高さを調整します。いずれかの場合、この属性は、この要素のか、そのネストされたILSEsの子である（暗黙のものを含む）すべてのILSEsに適用されます。これは、特定のエクスポート形式に変換するネストされたBLSEs.Whenには適用されない、彼らはターゲット形式で提供されている場合、値はノーマルとオートは、指定された場合、直接使用されなければなりません。用語「合理的な値」の意味を判断するために準拠した読者に任されています。これは、約1.2倍のフォントサイズでなければなりませんが、この値は、エクスポート形式によって異なります。 NOTE 1IN LineHeightのための数値やフォントサイズのための明示的な値が存在しない場合、タグ付きPDFファイル内の情報から、行の高さを計算する合理的な方法は、関連するフォントのアセントとディセント値の差を求めることである（参照してください。 9.8、「フォント記述子」）、（デフォルトのユーザ空間にグリフ空間から、それをマップ9.4.4、「テキストスペースの詳細」を参照）、およびラインの任意の文字のために結果の最大値を使用します。

TextDecorationColorarray（オプション;継承; PDF 1.5）テキスト装飾を描画するために使用される色。値は、RGB色空間の、それぞれ赤、緑、青の値を表し、0.0から1.0の範囲で3つの数の配列でなければなりません。この属性が指定されていない場合は、この要素の境界線の色は、その関連コンテンツの開始時に有効で、現在の塗りつぶしの色でなければなりません。
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TextDecorationThickness number (Optional; inheritable; PDF 1.5) The thickness of each line drawn as 
part of the text decoration. The value shall be a non-negative 
number in default user space units representing the thickness (0 is 
interpreted as the thinnest possible line). If this attribute is not 
specified, it shall be derived from the current stroke thickness in 
effect at the start of the element’s associated content, transformed 
into default user space units.

TextDecorationType name (Optional; not inheritable) The text decoration, if any, to be applied 
to the element’s text. 
None No text decoration
Underline A line below the text
Overline A line above the text
LineThrough A line through the middle of the text
Default value: None. 
This attribute shall apply to all text content items that are children of 
this element or of its nested ILSEs, if any. The attribute shall not 
apply to nested BLSEs or to content items other than text.
The colour, position, and thickness of the decoration shall be 
uniform across all children, regardless of changes in colour, font 
size, or other variations in the content’s text characteristics.

RubyAlign name (Optional; inheritable; PDF 1.5) The justification of the lines within a 
ruby assembly:
Start The content shall be aligned on the start edge in the 

inline-progression direction.
Center The content shall be centered in the inline-progression 

direction.
End The content shall be aligned on the end edge in the 

inline-progression direction.
Justify The content shall be expanded to fill the available width 

in the inline-progression direction.
Distribute The content shall be expanded to fill the available width 

in the inline-progression direction. However, space shall 
also be inserted at the start edge and end edge of the 
text. The spacing shall be distributed using a 1:2:1 
(start:infix:end) ratio. It shall be changed to a 0:1:1 ratio 
if the ruby appears at the start of a text line or to a 1:1:0 
ratio if the ruby appears at the end of the text line.

Default value: Distribute. 
This attribute may be specified on the RB and RT elements. When a 
ruby is formatted, the attribute shall be applied to the shorter line of 
these two elements. (If the RT element has a shorter width than the 
RB element, the RT element shall be aligned as specified in its 
RubyAlign attribute.)

Table 345 –  Standard layout attributes specific to inline-level structure elements  (continued)

Key Type Value
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TextDecorationThicknessnumber（オプション;継承; PDF 1.5）テキストの装飾の一部として描かれた各ラインの太さ。値は、厚さを表すデフォルトユーザ空間単位で非負数（0は最も薄い可能線として解釈される）でなければなりません。この属性が指定されていない場合は、デフォルトのユーザ空間単位に変換し、要素の関連コンテンツの開始時に有効で、現在のストロークの太さから導出されなければなりません。

TextDecorationTypename（オプション;継承しない）テキストの装飾は、もしあれば、要素のテキストに適用されます。 textDefault値の中央を通るtextLineThrough Aライン上のtextOverline Aライン以下なしいいえテキストdecorationUnderline Aライン：なし。この属性は、もしあれば、この要素のか、そのネストされたILSEsの子であるすべてのテキストコンテンツ・アイテムに適用しなければなりません。属性は、ネストされたBLSEsまたはtext.The色、位置以外のコンテンツアイテムには適用されない、と装飾の厚さにかかわらず、コンテンツのテキスト特性の色の変化、フォントサイズ、または他のバリエーションの、すべての子どもたち全体で均一でなければなりません。

RubyAlignname（オプション、継承、PDF 1.5）アセンブリルビ内の行の位置揃え：スタートコンテンツはコンテンツがインライン進行direction.Endの中心になければならない行内進行direction.Centerに開始エッジ上に整列されなければなりませんコンテンツがdirection.JustifyTheコンテンツがdirection.DistributeTheコンテンツが行内進行方向で利用可能な幅を埋めるように拡張されなければならない行内進行に利用できる幅を埋めるように拡張されなければならない行内進行の端縁上に整列されなければなりません。しかし、スペースは、テキストの開始端と終了端に挿入されなければなりません。 2：1（スタート：挿入辞：端部）比の間隔は1を使用して配信されなければなりません。 Rubyはテキストline.Default値の最後に表示される場合は0比：1：Rubyはテキスト行の開始時または1に表示された場合は、1：1の比率：それは0に変更されなければならない配布します。この属性は、RBとRT要素で指定することができます。ルビーがフォーマットされている場合、属性は、これら二つの要素の短い行に適用されなければなりません。 （RT要素はRB要素よりも短い幅を有している場合は、そのRubyAlign属性で指定されているように、RT要素が整列されなければなりません。）

表345  - 標準レイアウトは、インラインレベル構造要素に特定の属性（続き）

キータイプ値
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14.8.5.4.5 Content and Allocation Rectangles

As defined in 14.8.3, “Basic Layout Model,” an element’s content rectangle is an enclosing rectangle derived 
from the shape of the element’s content, which shall define the bounds used for the layout of any included child 
elements. The allocation rectangle includes any additional borders or spacing surrounding the element, 
affecting how it shall be positioned with respect to adjacent elements and the enclosing content rectangle or 
reference area.

The exact definition of the content rectangle shall depend on the element’s structure type:

• For a table cell (structure type TH or TD), the content rectangle shall be determined from the bounding box 
of all graphics objects in the cell’s content, taking into account any explicit bounding boxes (such as the 
BBox entry in a form XObject). This implied size may be explicitly overridden by the cell’s Width and 
Height attributes. The cell’s height shall be adjusted to equal the maximum height of any cell in its row; its 
width shall be adjusted to the maximum width of any cell in its column.

RubyPosition name (Optional; inheritable; PDF 1.5) The placement of the RT structure 
element relative to the RB element in a ruby assembly:
Before The RT content shall be aligned along the before edge of 

the element.
After The RT content shall be aligned along the after edge of 

the element.
Warichu The RT and associated RP elements shall be formatted 

as a warichu, following the RB element.
Inline The RT and associated RP elements shall be formatted 

as a parenthesis comment, following the RB element.
Default value: Before. 

GlyphOrientationVertical name (Optional; inheritable; PDF 1.5) Specifies the orientation of glyphs 
when the inline-progression direction is top to bottom or bottom to 
top.
This attribute may take one of the following values:
angle A number representing the clockwise rotation in degrees of 
the top of the glyphs relative to the top of the reference area. Shall 
be a multiple of 90 degrees between -180 and +360.
AutoSpecifies a default orientation for text, depending on whether it 
is fullwidth (as wide as it is high). Fullwidth Latin and fullwidth 
ideographic text (excluding ideographic punctuation) shall be set 
with an angle of 0. Ideographic punctuation and other ideographic 
characters having alternate horizontal and vertical forms shall use 
the vertical form of the glyph. Non-fullwidth text shall be set with an 
angle of 90.
Default value: Auto. 
NOTE 2 This attribute is used most commonly to differentiate 

between the preferred orientation of alphabetic (non-
ideographic) text in vertically written Japanese 
documents (Auto or 90) and the orientation of the 
ideographic characters and/or alphabetic (non-
ideographic) text in western signage and advertising 
(90).

This attribute shall affect both the alignment and width of the glyphs. 
If a glyph is perpendicular to the vertical baseline, its horizontal 
alignment point shall be aligned with the alignment baseline for the 
script to which the glyph belongs. The width of the glyph area shall 
be determined from the horizontal width font characteristic for the 
glyph.

Table 345 –  Standard layout attributes specific to inline-level structure elements  (continued)

Key Type Value
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14.8.5.4.5コンテンツと割り当て長方形

14.8.3に定義されているように、「基本レイアウトモデルは、」要素の内容矩形は任意含まれる子要素のレイアウトに使用される境界を定義しなければならない要素の内容の形状に由来する外接矩形です。割り当て矩形は、隣接する素子と包囲コンテンツ矩形又は基準領域に対して位置決めされなければならないどのように影響を与える、要素を囲む間隔追加の境界を含みますか。

コンテンツ長方形の正確な定義は、その要素の構造の種類に依存しなければなりません。

•テーブルセル（構造型THまたはTD）について、コンテンツ矩形を考慮に（このような形態のXObject中にBBoxエントリとして）明示的な境界ボックスを取って、セルのコンテンツ内のすべてのグラフィックスオブジェクトのバウンディングボックスから決定されなければなりません。この暗黙のサイズは明示的にセルの幅と高さの属性によって上書きされることがあります。セルの高さは、その行の任意のセルの最大の高さと等しくなるように調整しなければなりません。その幅は、その列内の任意のセルの最大幅に調整されなければなりません。

RubyPositionname（オプション、継承、PDF 1.5）アセンブリルビーにおけるRB素子へRT構成要素の相対的配置は：RTコンテンツがelement.AfterザRTコンテンツのエッジの前に沿って整列されなければならない前に沿って整列されなければなりませんelement.WarichuザRTおよび関連RP要素のエッジの後RB element.InlineザRTを以下、割注としてフォーマットされなければならないと関連RP要素はRB element.Default値以下、括弧コメントとしてフォーマットされなければならない：前。

GlyphOrientationVerticalname（オプション、継承、PDF 1.5）は、行内進行方向がtop.This属性の底部または底部へ戻るには、以下のいずれかの値をとることができる場合にグリフの向きを指定します度に時計回りの回転を表す角度A番号基準領域の上面に対してグリフの頂。 -180と+ 360.AutoSpecifies間テキストのデフォルトの向き、（同じ幅、高されたように）、それは全角であるかどうかに応じて、90度の倍数でなければなりません。全角ラテン（表意句読点を除く）全角表意文字を0表意句読点の角度とグリフの垂直フォームを使用しなければならない代わりの水平方向と垂直な形態を有する他の表意文字で設定しなければなりません。オート：非全角文字は90.Default値の角度に設定されなければなりません。 NOTE 2This属性は、アルファベット（非表意文字）縦書き日本語文書（自動または90）内のテキストと表意文字および/または西部でアルファベット（非表意文字）テキストの向きの好ましい配向を区別するために最も一般的に使用されます看板と広告（90）。

この属性は、グリフの配置と幅の両方に影響を与えるものとします。グリフは、垂直基準線に対して垂直である場合、その水平方向の配置点は、グリフが属するスクリプトのアライメント基準線に整列されなければなりません。グリフ領域の幅は、グリフの横幅フォント特性から決定しなければなりません。

表345  - 標準レイアウトは、インラインレベル構造要素に特定の属性（続き）

キータイプ値
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• For any other BLSE, the height of the content rectangle shall be the sum of the heights of all BLSEs it 
contains, plus any additional spacing adjustments between these elements.

• For an ILSE that contains text, the height of the content rectangle shall be set by the LineHeight attribute. 
The width shall be determined by summing the widths of the contained characters, adjusted for any 
indents, letter spacing, word spacing, or line-end conditions.

• For an ILSE that contains an illustration or table, the content rectangle shall be determined from the 
bounding box of all graphics objects in the content, and shall take into account any explicit bounding boxes 
(such as the BBox entry in a form XObject). This implied size may be explicitly overridden by the element’s 
Width and Height attributes.

• For an ILSE that contains a mixture of elements, the height of the content rectangle shall be determined by 
aligning the child objects relative to one another based on their text baseline (for text ILSEs) or end edge 
(for non-text ILSEs), along with any applicable BaselineShift attribute (for all ILSEs), and finding the 
extreme top and bottom for all elements.

NOTE Some conforming readers may apply this process to all elements within the block; others may apply it on a 
line-by-line basis. 

The allocation rectangle shall be derived from the content rectangle in a way that also depends on the structure 
type: 

• For a BLSE, the allocation rectangle shall be equal to the content rectangle with its before and after edges 
adjusted by the element’s SpaceBefore and SpaceAfter attributes, if any, but with no changes to the start 
and end edges.

• For an ILSE, the allocation rectangle is the same as the content rectangle.

14.8.5.4.6 Illustration Attributes

Particular uses of illustration elements (structure types Figure, Formula, or Form) shall have additional 
restrictions: 

• When an illustration element has a Placement attribute of Block, it shall have a Height attribute with an 
explicitly specified numerical value (not Auto). This value shall be the sole source of information about the 
illustration’s extent in the block-progression direction. 

• When an illustration element has a Placement attribute of Inline, it shall have a Width attribute with an 
explicitly specified numerical value (not Auto). This value shall be the sole source of information about the 
illustration’s extent in the inline-progression direction. 

• When an illustration element has a Placement attribute of Inline, Start, or End, the value of its 
BaselineShift attribute shall be used to determine the position of its after edge relative to the text baseline; 
BaselineShift shall be ignored for all other values of Placement. (An illustration element with a 
Placement value of Start may be used to create a dropped capital; one with a Placement value of Inline 
may be used to create a raised capital.) 

14.8.5.4.7 Column Attributes

The attributes described in Table 346 shall be present for the grouping elements Art, Sect, and Div (see 
14.8.4.2, “Grouping Elements”). They shall be used when the content in the grouping element is divided into 
columns.
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•他のBLSEについては、コンテンツの矩形の高さは、それに含まれるすべてのBLSEsの高さの合計、プラス、これらの要素間の任意の追加の間隔を調整しなければなりません。

•テキストが含まれてILSEするために、コンテンツの長方形の高さはLineHeight属性で設定しなければなりません。幅は、任意のインデント、文字間隔、単語間隔、またはライン終了条件について調整含まれる文字の幅を合計することによって決定されなければなりません。

•図または表を含むILSE、コンテンツ矩形は、コンテンツ内のすべてのグラフィックスオブジェクトのバウンディングボックスから決定されなければならない、と（このような形態のXObject中にBBoxエントリとして）考慮に明示的な境界ボックスを講じなければなりません。この暗黙のサイズが明示的に要素の幅と高さの属性によって上書きされることがあります。

•要素の混合物を含むILSE、コンテンツ矩形の高さは、子を整列させることによって決定されなければならないが、そのテキストのベースラインに基づいて、互いに対してオブジェクト（テキストILSEs）または端縁（非テキストILSEs用） （すべてのILSEs用）の任意適用BaselineShift属性と一緒に、そしてすべての要素の極端な上下を見つけます。

•BLSEために、もしあれば、しかし、開始及び終了エッジに変更せずに、割り当て矩形要素のSpaceBeforeによって調整その前後縁部を有するコンテンツ矩形に等しくなければならないとSpaceAfter属性。

•ILSEのために、割り当て長方形は、コンテンツの長方形と同じです。

14.8.5.4.6イラストの属性

図要素（構造タイプ図、式、またはフォーム）の特定の用途は、追加の制限がなければなりません。

イラスト要素は、ブロックの配置属性を持っている場合•、それが明示的に指定された数値（ないオート）とheight属性を持たなければなりません。この値は、ブロック進行方向の図の程度に関する情報の唯一のソースでなければなりません。

•イラスト要素がインラインの配置属性を持っている場合は、明示的に指定された数値（ないオート）と幅属性を持たなければなりません。この値は、行内進行方向の図の程度に関する情報の唯一のソースでなければなりません。

•図要素がインライン、スタートまたはエンドの配置属性を有する場合、そのBaselineShift属性の値は、テキストのベースラインへの後縁の位置を決定するために使用しなければなりません。 BaselineShiftは、配置の他のすべての値では無視されなければなりません。 （スタートのプレースメント値を持つイラスト要素はドロップ資本を作成するために使用されてもよい;インラインのプレースメント値を有するものは、隆起した資本を作成するために使用されてもよいです。）

14.8.5.4.7Column属性

属性は（「グループ化要素」、14.8.4.2を参照）のグループ化要素アート、セクト、および本部のために存在しなければならない、表346に記載しました。グループ化要素内のコンテンツは列に分割されたとき、彼らが使用しなければなりません。
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14.8.5.5 List Attribute

If present, the ListNumbering attribute, described in Table 347, shall appear in an L (List) element. It controls 
the interpretation of the Lbl (Label) elements within the list’s LI (List item) elements (see “List Elements” in 
14.8.4.3, “Block-Level Structure Elements”). This attribute may only be defined in attribute objects whose O
(owner) entry has the value List or is one of the format-specific owner names listed in Table 341.

Table 346 –  Standard column attributes  

Key Type Value

ColumnCount integer (Optional; not inheritable; PDF 1.6) The number of columns in the content 
of the grouping element. Default value: 1.

ColumnGap number 
or array

(Optional; not inheritable; PDF 1.6) The desired space between adjacent 
columns, measured in default user space units in the inline-progression 
direction. If the value is a number, it specifies the space between all 
columns. If the value is an array, it should contain numbers, the first 
element specifying the space between the first and second columns, the 
second specifying the space between the second and third columns, and 
so on. If there are fewer than ColumnCount - 1 numbers, the last 
element shall specify all remaining spaces; if there are more than 
ColumnCount - 1 numbers, the excess array elements shall be ignored. 

ColumnWidths number 
or array

(Optional; not inheritable; PDF 1.6) The desired width of the columns, 
measured in default user space units in the inline-progression direction. If 
the value is a number, it specifies the width of all columns. If the value is 
an array, it shall contain numbers, representing the width of each column, 
in order. If there are fewer than ColumnCount numbers, the last element 
shall specify all remaining widths; if there are more than ColumnCount 
numbers, the excess array elements shall be ignored.

Table 347 –  Standard list attribute  

Key Type Value

ListNumbering name (Optional; inheritable) The numbering system used to generate the 
content of the Lbl (Label) elements in an autonumbered list, or the symbol 
used to identify each item in an unnumbered list. The value of the 
ListNumbering shall be one of the following, and shall be applied as 
described here.
None No autonumbering; Lbl elements (if present) contain 

arbitrary text not subject to any numbering scheme 
Disc Solid circular bullet 
Circle Open circular bullet 
Square Solid square bullet 
Decimal Decimal arabic numerals (1–9, 10–99, … ) 
UpperRoman Uppercase roman numerals (I, II, III, IV, … ) 
LowerRoman Lowercase roman numerals (i, ii, iii, iv, … ) 
UpperAlpha Uppercase letters (A, B, C, … ) 
LowerAlpha Lowercase letters (a, b, c, … ) 
Default value: None. 
The alphabet used for UpperAlpha and LowerAlpha shall be determined 
by the prevailing Lang entry (see 14.9.2, “Natural Language 
Specification”). 
The set of possible values may be expanded as Unicode identifies 
additional numbering systems. A conforming reader shall ignore any value 
not listed in this table; it shall behave as though the value were None.
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14.8.5.5リスト属性

存在する場合、ListNumbering属性は、表347で説明した、L（リスト）要素に出頭しなければなりません。それはリストのLI（リストアイテム）要素内のLBL（ラベル）の要素の解釈を制御します（「ブロックレベルの構造要素」、14.8.4.3に「リスト要素」を参照してください）。この属性は、そのO（所有者）のエントリ値リストを有するか、または、表341に列挙されたフォーマットに固有の所有者名のいずれかである属性オブジェクトに定義されてもよいです。

キータイプ値

ColumnCountinteger（オプション、継承しない、PDF 1.6）グループ化要素のコンテンツ内の列の数。デフォルト値：1。

ColumnGapnumberまたは配列（任意;継承しない、PDF 1.6）行内進行方向のデフォルトユーザ空間単位で測定された隣接する列の間の所望の空間。値が数値であれば、それはすべての列の間のスペースを指定します。値が配列の場合、それは、第1および第2の列との間の空間を指定する最初の要素、2列目と3列目との間の空間を指定する第二、などの数字を含むべきです。 ColumnCountより少ない場合 -  1つの数字は、最後の要素は、すべての残りのスペースを指定しなければなりません。 ColumnCount以上存在する場合 -  1つの数字、余分な配列要素は無視されなければなりません。

ColumnWidthsnumberまたは配列（任意;継承しない、PDF 1.6）行内進行方向のデフォルトユーザ空間単位で測定された列の所望の幅、。値が数値であれば、それはすべての列の幅を指定します。値が配列である場合、それは順番に、各列の幅を表す数値を含まなければなりません。 ColumnCount数よりも少ない場合、最後の要素は、すべての残りの幅を指定しなければなりません。 ColumnCount数よりも多い場合は、余分な配列要素は無視されなければなりません。

キータイプ値

ListNumberingname; autonumberedリスト内LBL（ラベル）の元素の含有量、又は無数のリスト内の各項目を識別するために使用されるシンボルを生成するために使用される番号付けシステム（オプション継承）。 ListNumberingの値は、次のいずれかでなければならない、と説明しhere.Noneなし自動番号として適用しなければなりません。 LBL要素は、（存在する場合）任意の番号付けスキームディスクに任意のテキストではない被験体を含む固体円形の弾丸サークル開環状弾丸スクエア黒四角弾丸進小数点アラビア数字（1-9、10-99、...）UpperRoman大文字のローマ数字（I、II 、III、IV、...）LowerRoman小文字ローマ数字（I、II、III、IV、...）UpperAlpha大文字の文字（A、B、C、...）LowerAlpha小文字のアルファベット（A、B、C、...）デフォルト値：なし。 UpperAlphaとLowerAlphaに使用するアルファベットは実勢ラングエントリ（「自然言語仕様」、14.9.2を参照）によって決定されなければなりません。可能な値のセットは、Unicodeを識別する追加のナンバリングシステムとして拡張することができます。適合読者は、この表に記載されていない任意の値を無視しなければなりません。値はいずれもなかったかのように、振る舞うものとします。
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NOTE This attribute is used to allow a content extraction tool to autonumber a list. However, the Lbl elements within 
the table should nevertheless contain the resulting numbers explicitly, so that the document can be reflowed or 
printed without the need for autonumbering. 

14.8.5.6 PrintField Attributes

(PDF 1.7) The attributes described in Table 348 identify the role of fields in non-interactive PDF forms. Such 
forms may have originally contained interactive fields such as text fields and radio buttons but were then 
converted into non-interactive PDF files, or they may have been designed to be printed out and filled in 
manually. Since the roles of the fields cannot be determined from interactive elements, the roles are defined 
using PrintField attributes.

NOTE PrintField attributes enable screen readers to identify page content that represents form fields (radio buttons, 
check boxes, push buttons, and text fields). These attributes enable the controls in print form fields to be 
represented in the logical structure tree and to be presented to assistive technology as if they were read-only 
interactive fields.

14.8.5.7 Table Attributes

The value of the O (owner) entry of a Table attributes element shall be Table or one of the format-specific 
owner names listed in Table 341. 

Table 348 –  PrintField attributes  

Key Type Value

Role name (Optional; not inheritable) The type of form field represented by this 
graphic. The value of Role shall be one of the following, and a conforming 
reader shall interpret its meaning as defined herein.
rb Radio button
cb Check box
pb Push button
tv Text-value field
The tv role shall be used for interactive fields whose values have been 
converted to text in the non-interactive document. The text that is the 
value of the field shall be the content of the Form element (see Table 340).
NOTE 1 Examples include text edit fields, numeric fields, password 

fields, digital signatures, and combo boxes.

Default value: None specified. 

checked name (Optional; not inheritable) The state of a radio button or check box field. 
The value shall be one of: on, off (default), or neutral.
NOTE 2 The case (capitalization) used for this key does not conform 

to the same conventions used elsewhere in this standard.

Desc text string (Optional; not inheritable) The alternate name of the field.
NOTE 3 Similar to the value supplied in the TU entry of the field 

dictionary for interactive fields (see Table 220). 
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注この属性は、リストをオートナンバーするコンテンツ抽出ツールを可能にするために使用されます。しかし、テーブル内LBL要素は、それにもかかわらず、文書がリフローまたは自動番号を必要とせずに印刷することができるように、明示的に結果の数字を含める必要があります。

14.8.5.6 PrintField属性

（PDF 1.7）表348で説明した属性は、非インタラクティブPDFフォーム内のフィールドの役割を識別します。このような形態は、もともと、そのようなテキストフィールドやラジオボタンなどのインタラクティブフィールドを含んでいたかもしれないが、非インタラクティブPDFファイルに変換された、またはそれらをプリントアウトし、手動で満たされるように設計されている可能性があります。フィールドの役割はインタラクティブな要素から決定することができないので、ロールはPrintField属性を使用して定義されています。

NOTE PrintField属性は、フォームフィールド（ラジオボタン、チェックボックス、プッシュボタン、およびテキストフィールド）を表しているページのコンテンツを識別するために、スクリーンリーダーを有効にします。これらの属性は、印刷フォームフィールド内のコントロールは、論理構造ツリー内で表現すると、彼らは読み取り専用しているかのようにインタラクティブフィールドを支援技術に提示することを可能にします。

14.8.5.7表の属性

キータイプ値

ROLENAME（オプション;継承できません）このグラフィックによって表されるフォームフィールドの種類。役割の値は、以下のいずれかでなければならない、と規定されherein.rbRadio buttoncbCheck boxpbPush buttontvText値fieldTheテレビの役割は、その値は非対話型でテキストに変換された対話型のフィールドに使用されるものとして準拠読者はその意味を解釈するもの資料。フィールドの値はFORM要素の内容でなければならないでテキスト（表340を参照）。注1例は、テキスト編集フィールド、数字フィールド、パスワードフィールド、デジタル署名、およびコンボボックスを含みます。

checkedname（オプション;継承しない）ラジオボタンやチェックボックスフィールドの状態。この規格の他の場所で使用したのと同じ規則に準拠していないこのキーを使用オフに、（デフォルト）、またはneutral.NOTE 2ケース（総額）：値は、のいずれかでなければなりません。
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14.9 Accessibility Support

14.9.1 General

PDF includes several facilities in support of accessibility of documents to users with disabilities. In particular, 
many visually computer users with visual impairments use screen readers to read documents aloud. To enable 
proper vocalization, either through a screen reader or by some more direct invocation of a text-to-speech 
engine, PDF supports the following features: 

• Specifying the natural language used for text in a PDF document—for example, as English or Spanish, or 
used to hide or reveal optional content (see 14.9.2, “Natural Language Specification”) 

• Providing textual descriptions for images or other items that do not translate naturally into text (14.9.3, 
“Alternate Descriptions”), or replacement text for content that does translate into text but is represented in 
a nonstandard way (such as with a ligature or illuminated character; see 14.9.4, “Replacement Text”) 

• Specifying the expansion of abbreviations or acronyms (Section 14.9.5, “Expansion of Abbreviations and 
Acronyms”) 

Table 349 –  Standard table attributes  

Key Type Value

RowSpan integer (Optional; not inheritable) The number of rows in the enclosing table that 
shall be spanned by the cell. The cell shall expand by adding rows in the 
block-progression direction specified by the table’s WritingMode
attribute. If this entry is absent, a conforming reader shall assume a value 
of 1.
This entry shall only be used when the table cell has a structure type of 
TH or TD or one that is role mapped to structure type TH or TD (see 
Table 337).

ColSpan integer (Optional; not inheritable) The number of columns in the enclosing table 
that shall be spanned by the cell. The cell shall expand by adding 
columns in the inline-progression direction specified by the table’s 
WritingMode attribute. If this entry is absent, a conforming reader shall 
assume a value of 1
This entry shall only be used when the table cell has a structure type of 
TH or TD or one that is role mapped to structure types TH or TD (see 
Table 337).

Headers array (Optional; not inheritable; PDF 1.5) An array of byte strings, where each 
string shall be the element identifier (see the ID entry in Table 323) for a 
TH structure element that shall be used as a header associated with this 
cell. 
This attribute may apply to header cells (TH) as well as data cells (TD) 
(see Table 337). Therefore, the headers associated with any cell shall be 
those in its Headers array plus those in the Headers array of any TH
cells in that array, and so on recursively.

Scope name (Optional; not inheritable; PDF 1.5) A name whose value shall be one of 
the following: Row, Column, or Both. This attribute shall only be used 
when the structure type of the element is TH. (see Table 337). It shall 
reflect whether the header cell applies to the rest of the cells in the row 
that contains it, the column that contains it, or both the row and the 
column that contain it.

Summary text string (Optional; not inheritable; PDF 1.7) A summary of the table’s purpose and 
structure. This entry shall only be used within Table structure elements 
(see Table 337). 
NOTE For use in non-visual rendering such as speech or braille

PDF 32000-1：2008

610©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

14.9アクセシビリティサポート

14.9.1一般的な

PDFは、障害を持つユーザーにドキュメントのアクセスを支援するいくつかの機能が含まれています。具体的には、視覚障害を持つ多くの視覚のコンピュータユーザーは、声を出して文書を読み取るために、スクリーンリーダーを使用します。スクリーンリーダーを介して、またはテキスト音声変換エンジンを直接呼び出したのいずれか、適切な発声を有効にするには、PDFは、次の機能をサポートしています。

•（「自然言語仕様」、14.9.2を参照）、英語やスペイン語など、PDF文書のテキストに使用さ自然言語を指定する、または非表示に使用されるか、またはオプションの内容を明らかに

•（「代替説明」14.9.3）などの合字のように（テキストに翻訳んが、非標準的な方法で表現された、またはコンテンツの代替テキストを画像やテキストの中に自然に翻訳していない他の項目のためのテキスト記述を提供または照らさ文字; 14.9.4、「置換テキスト」を参照してください）

•略語や頭字語の拡張指定（セクション14.9.5を、「略語の展開」）

キータイプ値

RowSpaninteger（オプション、継承しない）細胞で張らなければならない囲むテーブル内の行の数。セルは、テーブルのWritingModeattributeで指定されたブロック進行方向に列を追加することによって拡張するものとします。このエントリが存在しない場合、適合リーダー（表337参照表のセル構造のTHまたはTDの種類や役割は、構造型THまたはTDにマッピングされているものを持っている場合にのみ使用されなければならない1.このエントリの値を負います）。

ColSpaninteger（オプション、継承しない）細胞で張らなければならない囲むテーブル内の列の数。セルは、テーブルのWritingMode属性で指定された行内進行方向に列を追加することによって拡張するものとします。このエントリが存在しない場合、適合リーダは1このエントリの値を想定しなければならない表のセル構造のTHまたはTDの種類または構造タイプTHまたはTDにマッピングされた役割（表337参照）であるものを持っている場合にのみ使用されなければなりません。

Headersarray（オプション、継承しない、PDF 1.5）このセルに関連付けられたヘッダとして使用されるものTH構造要素の各文字列は、要素識別子でなければならないバイト文字列の配列（表323のIDエントリを参照のこと）。この属性はヘッダ細胞（TH）並びにデータセル（TD）に適用することができる（表337を参照のこと）。したがって、任意のセルに関連付けられたヘッダは再帰ように、そのヘッダ配列のものに加えて、そのアレイ内の任意のTHcellsのヘッダ配列のものである、としなければなりません。

Scopename（オプション;継承できません。PDF 1.5）値が、次のいずれかでなければならない名前：行、列、または両方。要素の構造型はTHであるとき、この属性にのみ使用されなければなりません。 （表337を参照のこと）。これは、ヘッダーセルは、それを含む行のセルの残り、それを含むカラム、または両方行及びそれを含むカラムに適用されるかどうかを反映しなければなりません。

Summarytext string（オプション、継承できません。PDF 1.7）テーブルの目的や構造の概要。このエントリは、テーブルの構造要素（表337を参照）内で使用しなければなりません。 、音声や点字などの非視覚的レンダリングで使用する場合NOTE
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The core of this support lies in the ability to determine the logical order of content in a PDF document, 
independently of the content’s appearance or layout, through logical structure and Tagged PDF, as described 
under 14.8.2.3, “Page Content Order.” An accessibility application can extract the content of a document for 
presentation to users with disabilities by traversing the structure hierarchy and presenting the contents of each 
node. For this reason, conforming writers ensure that all information in a document is reachable by means of 
the structure hierarchy, and they should use the facilities described in this sub-clause. 

NOTE 1 Text can be extracted from Tagged PDF documents and examined or reused for purposes other than 
accessibility; see 14.8, “Tagged PDF.” 

NOTE 2 Additional guidelines for accessibility support of content published on the Web can be found in the W3C 
document Web Content Accessibility Guidelines and the documents it points to (see the Bibliography). 

14.9.2 Natural Language Specification

14.9.2.1 General

Natural language may be specified for text in a document or for optional content. 

The natural language used for text in a document shall be determined in a hierarchical fashion, based on 
whether an optional Lang entry (PDF 1.4) is present in any of several possible locations. At the highest level, 
the document’s default language (which applies to both text strings and text within content streams) may be 
specified by a Lang entry in the document catalogue (see 7.7.2, “Document Catalog”). Below this, the 
language may be specified for the following items: 

• Structure elements of any type (see 14.7.2, “Structure Hierarchy”), through a Lang entry in the structure 
element dictionary. 

• Marked-content sequences that are not in the structure hierarchy (see 14.6, “Marked Content”), through a 
Lang entry in a property list attached to the marked-content sequence with a Span tag. 

NOTE 1 Although Span is also a standard structure type, as described under 14.8.4.4, “Inline-Level Structure 
Elements,” its use here is entirely independent of logical structure.

NOTE 2 The natural language used for optional content allows content to be hidden or revealed, based on the Lang
entry (PDF 1.5) in the Language dictionary of an optional content usage dictionary. 

NOTE 3 The following sub-clauses provide details on the value of the Lang entry and the hierarchical manner in which 
the language for text in a document is determined. 

Text strings encoded in Unicode may include an escape sequence or language tag indicating the language of 
the text and overriding the prevailing Lang entry (see 7.9.2.2, “Text String Type”). 

14.9.2.2 Language Identifiers

Certain language-related dictionary entries are text strings that specify language identifiers. Such text strings 
may appear as Lang entries in the following structures or dictionaries:

• Document catalogue, structure element dictionary, or property list

• Optional content usage dictionary’s Language dictionary, the hierarchical issues described in 14.9.2.3, 
“Language Specification Hierarchy,” shall not apply to this entry 

A language identifier shall either be the empty text string, to indicate that the language is unknown, or a 
Language-Tag as defined in RFC 3066, Tags for the Identification of Languages.

Although language codes are commonly represented using lowercase letters and country codes are commonly 
represented using uppercase letters, all tags shall be treated as case insensitive.
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独立14.8.2.3で説明したような論理構造とタグ付きPDFを介してコンテンツの外観やレイアウト、、、の、PDF文書内のコンテンツの論理的な順序を決定する能力で、このサポート嘘のコア「ページコンテンツの順序。」アクセシビリティアプリケーションは、構造の階層を横断し、各ノードの内容を提示することによって、障害を持つユーザーに提示するための文書の内容を抽出することができます。このため、適合する作家は、ドキュメント内のすべての情報は、構造階層によって、到達可能であることを確認してください、そして、彼らはこのサブ節で説明した機能を使用する必要があります。

注1テキストは、タグ付きPDF文書から抽出して調査したり、アクセシビリティ以外の目的のために再利用することができます。 14.8は、「タグ付きPDFを。」

14.9.2自然言語仕様

14.9.2.1一般的な

文書内のテキストに使用される自然言語は、オプションのラングエントリ（PDF 1.4）はいくつかの可能な位置のいずれかに存在するかどうかに基づいて、階層的に決定しなければなりません。最高レベルでは、（テキスト文字列とコンテンツのストリーム内のテキストの両方に適用されます）、ドキュメントのデフォルト言語は、文書カタログ内のラングのエントリ（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照）で指定することができます。この下には、言語は以下の項目について指定することができます。

任意のタイプの•構造要素は、構造要素辞書でラングエントリを介して、（14.7.2、「構造階層」を参照します）。

•マーク・コンテンツ構造の階層でない配列を（14.6、「マーク付きコンテンツ」を参照）、spanタグでマークされたコンテンツ配列に付着プロパティリスト内ラングエントリを通じて。

注1スパンが14.8.4.4の下に説明するように、また標準構造タイプですが、「インラインレベルの構造要素、」ここでその使用は、論理構造から完全に独立しています。

オプションのコンテンツに使用NOTE 2The自然言語は、コンテンツが隠されたり、オプションのコンテンツ利用辞書の言語辞書にLangentry（PDF 1.5）に基づいて、明らかにすることができます。

Unicodeでエンコードされたテキスト文字列は、（「テキスト文字列型」、7.9.2.2を参照）テキストの言語を示すと優勢ラングエントリを上書きエスケープシーケンスまたは言語タグを含むことができます。

14.9.2.2言語識別子

特定の言語関連の辞書のエントリは、言語識別子を指定するテキスト文字列です。ラングは、以下の構造や辞書のエントリとしてこのようなテキスト文字列が表示されることがあります。

•ドキュメントカタログ、構造要素辞書、またはプロパティリスト

•オプションのコンテンツの利用辞書の言語辞書は、階層的な問題が14.9.2.3で説明した、「言語仕様の階層は、」このエントリには適用されません

RFC 3066で定義されている言語識別子は、いずれかの言語の同定のために、タグ言語が不明であることを示すために、空のテキスト文字列、または言語タグでなければなりません。

言語コードは、一般的に小文字と国コードを使用して表現しているが、一般的に大文字を使用して表現されていますが、すべてのタグは大文字小文字を区別しないのとして扱われなければなりません。
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14.9.2.3 Language Specification Hierarchy

The Lang entry in the document catalogue shall specify the default natural language for all text in the 
document. Language specifications may appear within structure elements, and they may appear within 
marked-content sequences that are not in the structure hierarchy. If present, such language specifications 
override the default. 

Language specifications within the structure hierarchy apply in this order: 

• A structure element’s language specification. If a structure element does not have a Lang entry, the 
element shall inherit its language from any parent element that has one.

• Within a structure element, a language specification for a nested structure element or marked-content 
sequence 

If only part of the page content is contained in the structure hierarchy, and the structured content is nested 
within nonstructured content for which a different language specification applies, the structure element’s 
language specification shall take precedence.

A language identifier attached to a marked-content sequence with the Span tag specifies the language for all 
text in the sequence except for nested marked content that is contained in the structure hierarchy (in which 
case the structure element’s language applies) and except where overridden by language specifications for 
other nested marked content. 

NOTE Examples in this sub-clause illustrate the hierarchical manner in which the language for text in a document is 
determined. 

EXAMPLE 1 This example shows how a language specified for the document as a whole could be overridden by one 
specified for a marked-content sequence within a page’s content stream, independent of any logical 
structure. In this case, the Lang entry in the document catalogue (not shown) has the value en-US, 
meaning U.S. English, and it is overridden by the Lang property attached (with the Span tag) to the 
marked-content sequence Hasta la vista. The Lang property identifies the language for this marked 
content sequence with the value es-MX, meaning Mexican Spanish.  
 
2 0 obj % Page object 

<< /Type /Page 
 /Contents 3 0 R % Content stream 
 … 
>> 

endobj 
 
3 0 obj % Page's content stream 

<< /Length … >> 
stream 

BT 
( See you later, or as Arnold would say,  ) Tj 
/Span << /Lang ( es-MX ) >> % Start of marked-content sequence 

BDC 
( Hasta la vista . ) Tj 

EMC % End of marked-content sequence 
ET 

endstream 
endobj

EXAMPLE 2 In the following example, the Lang entry in the structure element dictionary (specifying English) applies to 
the marked-content sequence having an MCID (marked-content identifier) value of 0 within the indicated 
page’s content stream. However, nested within that marked-content sequence is another one in which the 
Lang property attached with the Span tag (specifying Spanish) overrides the structure element’s 
language specification.  
 
This example omits required StructParents entries in the objects used as content items (see 14.7.4.4, 
“Finding Structure Elements from Content Items”).  
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14.9.2.3言語仕様の階層

文書カタログ内のラングのエントリは、ドキュメント内のすべてのテキストのデフォルトの自然言語を指定しなければなりません。言語仕様は、構造要素の中に表示されることがあり、彼らは構造階層に含まれていないとマーク・コンテンツ配列内に表示されることがあります。存在する場合、そのような言語仕様では、デフォルトを上書きします。

•構造要素の言語仕様。構造要素は、ラングのエントリを持っていない場合、要素は、1つを持っている任意の親要素からその言語を継承するものとします。

•構造要素、ネストされた構造要素またはマーク・コンテンツ・シーケンスのための言語仕様の中で

ページコンテンツの一部のみが構造階層に含まれ、かつ構造化コンテンツは、異なる言語仕様が適用される非構造化コンテンツ内でネストされている場合は、構造要素の言語仕様が優先されるものとします。

実施例1この全体として文書に指定した言語は任意の論理構造の独立したページのコンテンツストリーム内のマーク・コンテンツのシーケンスのために指定されたもの、で上書きすることができる方法の例を示しています。この場合、文書のカタログ（図示せず）でのラングエントリは米国英語を意味し、EN-US値を持ち、それは（spanタグで）添付ラングプロパティによって上書きされるマーク・コンテンツシーケンスHastaラビスタへ。ラングプロパティは、メキシコのスペイン語を意味する値のES-MXでこのマークコンテンツのシーケンスのための言語を識別する。 2 0 OBJ％Pageオブジェクト<< /タイプ/ページ/目次3 0 R％コンテンツストリーム... >> endobj 3 0 OBJ％ページのコンテンツストリーム<< /長さ... >> BTは（以降、またはアーノルドとしてあなたを参照してくださいストリーミング言うでしょうマーク・コンテンツのマーク・コンテンツシーケンスBDC（Hastaラビスタ。）TjのEMCの％の終わりの、）Tjを/スパン<< /ラング（ES-MX）>>％スタートシーケンスET endstream endobj

実施例2本体以下の実施例、（英語の指定）構造要素辞書でラングエントリは、指示されたページのコンテンツストリーム内の0のMCID（マークされたコンテンツ識別子）値を有するマークコンテンツシーケンスに適用されます。しかし、そのマークされたコンテンツシーケンス内にネスト（スペイン語を指定）spanタグが取り付けられたラングプロパティは構造要素の言語仕様をオーバーライドする別のものです。この例では省いたものが、コンテンツアイテムとして使用するオブジェクトにStructParentsエントリを必要（14.7.4.4、「コンテンツアイテムから検索構造要素」を参照してください）。
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1 0 obj % Structure element 
<<  /Type /StructElem 
 /S /P % Structure type  
 /P … % Parent in structure hierarchy 
 /K <<  /Type /MCR 

 /Pg 2 0 R % Page containing marked-content sequence 
 /MCID 0 % Marked-content identifier 
>> 

/Lang ( en-US ) % Language specification for this element 
>> 

endobj 
 
2 0 obj % Page object 

<< /Type /Page 
 /Contents 3 0 R % Content stream 
 … 
>> 

endobj 
 
3 0 obj % Page's content stream 

<< /Length … >> 
stream 

BT 
/P << /MCID 0 >> % Start of marked-content sequence 

BDC 
( See you later, or in Spanish you would say,  ) Tj 
/Span << /Lang ( es-MX ) >> % Start of nested marked-content sequence 

BDC 
( Hasta la vista . ) Tj 

EMC % End of nested marked-content sequence 
EMC % End of marked-content sequence 

ET 
endstream 
endobj

EXAMPLE 3 The page’s content stream consists of a marked-content sequence that specifies Spanish as its language 
by means of the Span tag with a Lang property. Nested within it is content that is part of a structure 
element (indicated by the MCID entry in that property list), and the language specification that applies to 
the latter content is that of the structure element, English.  
 
This example omits required StructParents entries in the objects used as content items (see 14.7.4.4, 
“Finding Structure Elements from Content Items”).  
 
1 0 obj % Structure element 

<<  /Type /StructElem 
 /S /P % Structure type  
 /P … % Parent in structure hierarchy 
 /K <<  /Type /MCR 

 /Pg 2 0 R % Page containing marked-content sequence 
 /MCID 0 % Marked-content identifier 
>> 

/Lang ( en-US ) % Language specification for this element 
>> 

endobj 
 
2 0 obj % Page object 

<< /Type /Page 
 /Contents 3 0 R % Content stream 
 … 
>> 

endobj 
 
3 0 obj % Page's content stream 

<< /Length … >> 
stream 
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1つの0 OBJ％の構造要素マークコンテンツシーケンス/ MCIDを含む<< /タイプ/ StructElem / S / P％構造型/ P ...構造の階層における％親/ K << /タイプ/ MCR / Pgの2 0 R％でページ0この要素の％マーク・コンテンツ識別子>> /ラング（EN-US）％言語仕様>> endobj 2 0 OBJ％Pageオブジェクト<< /タイプ/ページ/目次3 0 R％のコンテンツストリーム... >> endobj 3 0 OBJ ％ページのコンテンツストリーム<< /長さ... >>ストリーミングBT / P << / MCID 0 >>％マーク・コンテンツシーケンスBDC（、後であなたを参照してください、またはスペイン語であなたは言うでしょう）Tjを/スパン<< /ラングのスタート（ES-MX）>>ネストされたマーク・コンテンツシーケンスBDC（Hastaラビスタ。）マーク・コンテンツシーケンスET endstream endobjのネストされたマーク・コンテンツのシーケンスのEMC％エンドのTjをEMCの％エンドの％スタート

【実施例3ページのコンテンツストリームは、ラングプロパティを持つspanタグによって、その言語としてスペイン語を指定するマーク・コンテンツのシーケンスで構成されています。 （そのプロパティリストにおけるMCIDエントリによって示される）構造要素の一部であり、後者のコンテンツに適用される言語仕様は、構造要素、英語のものであり、コンテンツがその中でネスト。この例では省いたものが、コンテンツアイテムとして使用するオブジェクトにStructParentsエントリを必要（14.7.4.4、「コンテンツアイテムから検索構造要素」を参照してください）。 1つの0 OBJ％の構造要素マークコンテンツシーケンス/ MCIDを含む<< /タイプ/ StructElem / S / P％構造型/ P ...構造の階層における％親/ K << /タイプ/ MCR / Pgの2 0 R％でページ0この要素の％マーク・コンテンツ識別子>> /ラング（EN-US）％言語仕様>> endobj 2 0 OBJ％Pageオブジェクト<< /タイプ/ページ/目次3 0 R％のコンテンツストリーム... >> endobj 3 0 OBJ ％ページのコンテンツストリーム<< /長さ... >>ストリーム
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/Span << /Lang ( es-MX ) >> % Start of marked-content sequence 
BDC 

( Hasta la vista,  ) Tj 
/P << /MCID 0 >> % Start of structured marked-content sequence, 

BDC %     to which structure element's language applies 
( as Arnold would say .  ) Tj 

EMC % End of structured marked-content sequence 
EMC % End of marked-content sequence 

endstream 
endobj

14.9.2.4 Multi-language Text Arrays

A multi-language text array (PDF 1.5) allows multiple text strings to be specified, each in association with a 
language identifier. (See the Alt entry in Tables 274 and 277 for examples of its use.) 

A multi-language text array shall contain pairs of strings. The first string in each pair shall be a language 
identifier (14.9.2.2, “Language Identifiers”). A language identifier shall not appear more than once in the array; 
any unrecognized language identifier shall be ignored. An empty string specifies default text that may be used 
when no suitable language identifier is found in the array. The second string is text associated with the 
language. 

EXAMPLE [ (en-US) (My vacation) (fr) (mes vacances) ( ) (default text) ]

When a conforming reader searches a multi-language text array to find text for a given language, it shall look 
for an exact (though case-insensitive) match between the given language’s identifier and the language 
identifiers in the array. If no exact match is found, prefix matching shall be attempted in increasing array order: 
a match shall be declared if the given identifier is a leading, case-insensitive, substring of an identifier in the 
array, and the first post-substring character in the array identifier is a hyphen. For example, given identifier en 
matches array identifier en-US, but given identifier en-US matches neither en nor en-GB. If no exact or prefix 
match can be found, the default text (if any) should be used.

14.9.3 Alternate Descriptions

PDF documents may be enhanced by providing alternate descriptions for images, formulas, or other items that 
do not translate naturally into text. 

NOTE 1 Alternate descriptions are human-readable text that could, for example, be vocalized by a text-to-speech 
engine for the benefit of users with visual impairments.

An alternate description may be specified for the following items: 

• A structure element (see 14.7.2, “Structure Hierarchy”), through an Alt entry in the structure element 
dictionary 

• (PDF 1.5) A marked-content sequence (see 14.6, “Marked Content”), through an Alt entry in a property list 
attached to the marked-content sequence with a Span tag. 

• Any type of annotation (see 12.5, “Annotations”) that does not already have a text representation, through 
a Contents entry in the annotation dictionary 

For annotation types that normally display text, the Contents entry of the annotation dictionary shall be used as 
the source for an alternate description. For annotation types that do not display text, a Contents entry (PDF 
1.4) may be included to specify an alternate description. Sound annotations, which need no alternate 
description for the purpose of vocalization, may include a Contents entry specifying a description that may be 
displayed for the benefit of users with hearing impairments. 
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/スパン<< /ラング（ES-MX）>>％マーク・コンテンツのスタートシーケンスBDC（Hastaラビスタ、）Tjを/ P << / MCID 0 >>％構造化マーク・コンテンツのシーケンスのスタート、BDC％で構造要素の言語は、シーケンスendstream endobj（アーノルドが言うよう。）マーク・コンテンツの構造化マーク・コンテンツのシーケンスのEMC％エンドのTjをEMCの％の終了を適用します

14.9.2.4多言語テキスト配列

多言語テキスト配列（PDF 1.5）は、複数のテキスト文字列が各言語識別子に対応付けて、指定することを可能にします。 （その使用の例については、Altキーテーブル274内のエントリと277を参照）。

多言語テキスト配列は、文字列のペアを含まなければなりません。各ペアの最初のストリングは、言語識別子（14.9.2.2、「言語識別子」）でなければなりません。言語識別子は、アレイ内回以上現れてはなりません。認識されない言語の識別子は無視されなければなりません。もし適切な言語識別子が配列に見つからないときに使用することができる空の文字列で指定します。デフォルトのテキスト。 2番目の文字列は、言語に関連付けられたテキストです。

【実施例】（EN-US）（マイ休暇）（FR）（MESのバカンス）（）（デフォルトのテキスト）]

適合リーダー検索多言語テキスト配列は、所与の言語のテキストを検索する場合には、与えられた言語の識別子と、アレイ内の言語識別子との間の正確な（ただし、大文字と小文字を区別しない）一致を探しなければなりません。与えられた識別子は、アレイ内の識別子のサブ、リーディング、大文字小文字を区別しない場合は、一致が宣言されるものとし、第1ポストサブストリング文字で：正確に一致するものが見つからない場合、接頭辞マッチングが増加アレイために試みなければなりません配列識別子はハイフンです。例えば、識別子エン一致する配列識別子EN-US与えられたが、識別子EN-USの試合でもないエンもEN-GBを与えられました。何の正確なまたはプレフィックス一致が見つからない場合、デフォルトのテキストは（もしあれば）を使用する必要があります。

14.9.3代替説明

PDF文書は、画像、数式、またはテキストに自然に翻訳していない他の項目の代替説明を提供することによって向上させることができます。

注1つの代替記述は、例えば、視覚障害を持つユーザーの利益のためにテキスト音声変換エンジンによって発声することができ、人間が読めるテキストです。

•構造要素（「構造階層」、14.7.2を参照してください）、構造要素の辞書でのAltエントリを通じて

•（PDF 1.5）Aマーク・コンテンツのシーケンスは、spanタグでマークされたコンテンツ配列に付着プロパティリスト内のAltエントリを通じて、（14.6、「マーク付きコンテンツ」を参照してください）。

•注釈の任意のタイプ（12.5を参照してください、「注釈」）、既に注釈辞書の内容エントリを通じて、テキスト表現を持っていません。

通常のテキストを表示する注釈タイプについて、注釈辞書のコンテンツエントリは、代替記述のソースとして使用されなければなりません。テキストを表示しない注釈型の場合は、目次エントリ（PDF 1.4）は、代替説明を指定するために含まれてもよいです。発声の目的のための代替的な説明を必要としない音声注釈は、聴覚障害を持つユーザーの利益のために表示することができる記述を指定するコンテンツ項目を含むことができます。
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An alternate name may be specified for an interactive form field (see 12.7, “Interactive Forms”) which, if 
present, shall be used in place of the actual field name when a conforming reader identifies the field in a user-
interface. This alternate name, if provided, shall be specified using the TU entry of the field dictionary.

NOTE 2 The TU entry is useful for vocalization purposes. 

Alternate descriptions are text strings, which shall be encoded in either PDFDocEncoding or Unicode 
character encoding.

NOTE 3 As described in 7.9.2.2, “Text String Type,” Unicode defines an escape sequence for indicating the language of 
the text. This mechanism enables the alternate description to change from the language specified by the 
prevailing Lang entry (as described in the preceding sub-clause). Within alternate descriptions, Unicode 
escape sequences specifying language shall override the prevailing Lang entry.

When applied to structure elements, the alternate description text shall be considered to be a complete (or 
whole) word or phrase substitution for the current element. If each of two (or more) elements in a sequence 
have an Alt entry in their dictionaries, they shall be treated as if a word break is present between them. The 
same applies to consecutive marked-content sequences. 

The Alt entry in property lists may be combined with other entries.

EXAMPLE This example shows the Alt entry combined with a Lang entry. 
 
/Span << /Lang (en-us) /Alt (six-point star) >> BDC (A) Tj  EMC

14.9.4 Replacement Text

NOTE 1 Just as alternate descriptions can be provided for images and other items that do not translate naturally into 
text (as described in the preceding sub-clause), replacement text can be specified for content that does 
translate into text but that is represented in a nonstandard way. These nonstandard representations might 
include, for example, glyphs for ligatures or custom characters, or inline graphics corresponding to letters in an 
illuminated manuscript or to dropped capitals. 

Replacement text may be specified for the following items:

• A structure element (see 14.7.2, “Structure Hierarchy”), by means of the optional ActualText entry (PDF 
1.4) of the structure element dictionary.

• (PDF 1.5) A marked-content sequence (see 14.6, “Marked Content”), through an ActualText entry in a 
property list attached to the marked-content sequence with a Span tag.

The ActualText value shall be used as a replacement, not a description, for the content, providing text that is 
equivalent to what a person would see when viewing the content. The value of ActualText shall be considered 
to be a character substitution for the structure element or marked-content sequence. If each of two (or more) 
consecutive structure or marked-content sequences has an ActualText entry, they shall be treated as if no 
word break is present between them. 

NOTE 2 The treatment of ActualText as a character replacement is different from the treatment of Alt, which is treated 
as a whole word or phrase substitution.

EXAMPLE This example shows the use of replacement text to indicate the correct character content in a case where 
hyphenation changes the spelling of a word (in German, up until recent spelling reforms, the word 
“Drucker” when hyphenated was rendered as “Druk-” and “ker”). 
 
(Dru) Tj 
/Span 

<</Actual Text (c) >> 
BDC 

(k-) Tj 
EMC 

(ker) '
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代替名は、インタラクティブフォームフィールドに指定されてもよい（12.7、「インタラクティブフォーム」を参照）準拠リーダーは、ユーザインターフェース内のフィールドを識別するときに、存在する場合、実際のフィールド名の代わりに使用しなければなりません。この代替名は、提供されている場合、フィールドの辞書のTUエントリを使用して指定されなければなりません。

代替記述はPDFDocEncodingまたはUnicode文字エンコーディングのいずれかで符号化されるテキスト文字列です。

注3としては、7.9.2.2に記載されている「テキスト文字列を入力、」Unicodeは、テキストの言語を示すためにエスケープシーケンスを定義します。このメカニズムは、支配的なラングエントリ（前のサブ節で説明したように）で指定された言語から変化への代替説明を可能にします。別の説明の中で、言語を指定するUnicodeエスケープシーケンスは、現行のラングのエントリを上書きするものとします。

構造要素に適用された場合、代替の説明テキストが現在の要素のための完全な（または全部）単語またはフレーズ置換であると考えなければなりません。シーケンス内の2つ（またはそれ以上）の要素のそれぞれが自分の辞書でAltキーのエントリを持っている場合、それらは単語の区切りは、それらの間に存在しているかのように扱われなければなりません。同じことは、連続したマーク・コンテンツ・シーケンスに適用されます。

プロパティリストでAltキーのエントリは他のエントリと組み合わせてもよいです。

例この例では、ラングエントリと組み合わせAltキーエントリを示しています。 /スパン<< /ラング（EN-US）/ Altキー（6点スター）>> BDC（A）TjのEMC

14.9.4置換テキスト

注1だけ画像と（前のサブ節で説明したように）テキストに自然に翻訳していない他の項目のために提供することができる代替的な記述は、置換テキストをテキストに変換さんが、Aで表されているコンテンツに指定することができるように非標準的な方法。これらの非標準の表現には、例えば、合字またはカスタム文字のグリフ、またはインライングラフィックは写本やドロップ大文字に文字に対応する、などがあります。

置換テキストは、以下の項目について指定することができます。

•構造要素が構造要素辞書のオプションActualTextエントリ（PDF 1.4）を用いて、（14.7.2、「構造階層」を参照）。

•（PDF 1.5）Aマーク・コンテンツのシーケンスは、spanタグでマークされたコンテンツ配列に付着プロパティリストでActualTextエントリを通じて、（14.6、「マーク付きコンテンツ」を参照してください）。

ActualText値は、コンテンツを表示するとき、人が見るものと同等であるテキストを提供する、コンテンツのため、交換ではなく、説明として使用されなければなりません。 ActualTextの値は、構造要素やマーク・コンテンツのシーケンスの文字置換と見なされなければなりません。 2つ（またはそれ以上）の連続した各構造やマーク・コンテンツシーケンスはActualTextエントリを持っている場合は何の単語の区切りは、それらの間に存在していないかのように、彼らは扱われなければなりません。

注2文字の置き換えとしてActualTextの治療は、全体の単語やフレーズの代用として扱われるAltキーの治療とは異なります。

EXAMPLEThis例が示すハイフネーションは、最近のスペル改革まで、ドイツ語（単語のスペルを変更した場合の正しい文字内容を示すために、置換テキストの使用、ハイフン付きの「Druk-」としてレンダリングされた単語「ドラッカー」 「KER」）。 （Druの）Tjを/スパン<< /実際のテキスト（C）>> BDC（K-）TjのEMC（KER） "
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Like alternate descriptions (and other text strings), replacement text, if encoded in Unicode, may include an 
escape sequence for indicating the language of the text. Such a sequence shall override the prevailing Lang
entry (see 7.9.2.2, “Text String Type”). 

14.9.5 Expansion of Abbreviations and Acronyms

The expansion of an abbreviation or acronym may be specified for the following items:

• Marked-content sequences, through an E property (PDF 1.4) in a property list attached to the sequence 
with a Span tag.

• Structure elements, through an E entry (PDF 1.5) in the structure element dictionary.

NOTE 1 Abbreviations and acronyms can pose a problem for text-to-speech engines. Sometimes the full pronunciation 
for an abbreviation can be divined without aid. For example, a dictionary search will probably reveal that “Blvd.” 
is pronounced “boulevard” and that “Ave.” is pronounced “avenue.” However, some abbreviations are difficult 
to resolve, as in the sentence “Dr. Healwell works at 123 Industrial Dr.”.

EXAMPLE BT 
/Span << /E ( Doctor ) >> 

BDC 
( Dr.  ) Tj 

EMC 
( Healwell  works at 123 Industrial  ) Tj 
/Span << /E ( Drive ) >> 

BDC 
( Dr. ) Tj 

EMC 
ET

The E value (a text string) shall be considered to be a word or phrase substitution for the tagged text and 
therefore shall be treated as if a word break separates it from any surrounding text.The expansion text, if 
encoded in Unicode, may include an escape sequence for indicating the language of the text (see 7.9.2.2, “Text 
String Type”). Such a sequence shall override the prevailing Lang entry.

NOTE 2 Some abbreviations or acronyms are conventionally not expanded into words. For the text “XYZ,” for example, 
either no expansion should be supplied (leaving its pronunciation up to the text-to-speech engine) or, to be 
safe, the expansion “X Y Z” should be specified. 

14.10   Web Capture

14.10.1 General

The information in the Web Capture data structures enables conforming products to perform the following 
operations: 

• Save locally and preserve the visual appearance of material from the Web 

• Retrieve additional material from the Web and add it to an existing PDF file 

• Update or modify existing material previously captured from the Web 

• Find source information for material captured from the Web, such as the URL (if any) from which it was 
captured 

• Find all material in a PDF file that was generated from a given URL 

• Find all material in a PDF file that matches a given digital identifier (MD5 hash) 
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代替の記述（およびその他のテキスト文字列）、置換テキストのように、Unicodeでエンコードされた場合、テキストの言語を示すためのエスケープシーケンスを含むことができます。そのような配列は、（「テキスト文字列タイプ」7.9.2.2を参照）実勢Langentryを上書きするものとします。

略語の14.9.5拡大

略語の拡張は、次の項目に指定されてもよいです。

•マーク・コンテンツのシーケンス、spanタグを配列に付着プロパティリストでEプロパティ（PDF 1.4）を介し。

•構造要素辞書のEエントリ（PDF 1.5）による構造要素、。

注1つの略語および頭字語は、テキストを音声に変換するエンジンに問題を提起することができます。時には略語の完全な発音が助けを借りずに占っすることができます。例えば、辞書検索は、おそらく「ブルバード」を明らかにする「大通り」と発音し、「アベニュー」ということです「道を。」と発音されますしかし、いくつかの略語は、文中「博士のように、解決するのは難しいですHealwellは123産業博士」で動作します。

例BT /スパン<< / E（ドクター）>> BDC（博士）TjのEMCは、Tjを/スパン<< / E（ドライブ）>> BDC（博士）TjのEMC ET（Healwellは123産業で働いています）

Eの値（文字列）がタグ付けされたテキストの単語またはフレーズ置換であると考えなければならない、したがって、単語の区切りは、任意の周囲text.The拡張テキストからそれを分離するかのように扱われなければならない、Unicodeでエンコードされた場合、含んでいてもよいですテキストの言語を示すためのエスケープシーケンス（「テキスト文字列タイプ」、7.9.2.2を参照してください）。そのような配列は、現行のラングのエントリを上書きするものとします。

注2いくつかの略語や頭字語は、従来の単語に展開されていません。例えばテキスト「XYZ」のために、何の拡張のいずれかが供給されるべきではない安全であること、（テキスト・ツー・スピーチエンジンにその発音を残して）、または、拡張「X Y Z」が指定されなければなりません。

14.10 Webキャプチャ

14.10.1一般

•そのような、それが捕獲されたURL（もしあれば）などのWebからキャプチャ材料のためのソース情報を、検索
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The information needed to perform these operations shall be recorded in two data structures in the PDF file: 

• The Web Capture information dictionary, which shall hold document-level information related to Web 
Capture. 

• The Web Capture content database, which shall hold a complete registry of the source content resources 
retrieved by Web Capture and where it came from.

NOTE 3 The Web Capture content database enables the capturing process to avoid downloading material that is 
already present in the file. 

14.10.2 Web Capture Information Dictionary

The optional SpiderInfo entry in the document catalogue (see 7.7.2, “Document Catalog”), if present, shall hold 
Web Capture information dictionary. 

14.10.3 Content Database

14.10.3.1 General

When a PDF file, or part of a PDF file, is built from a content resource stored in another format, such as an 
HTML page, the resulting PDF file (or portion thereof) may contain content from more than the single content 
resources. Conversely, since many content formats do not have static pagination, a single content resource 
may give rise to multiple PDF pages.

To keep track of the correspondence between PDF content and the resources from which the content was 
derived, a PDF file may contain a content database that maps URLs and digital identifiers to PDF objects such 
as pages and XObjects. 

NOTE 4 By looking up digital identifiers in the database, Web Capture can determine whether newly downloaded 
content is identical to content already retrieved from a different URL. Thus, it can perform optimizations such 
as storing only one copy of an image that is referenced by multiple HTML pages. 

Web Capture’s content database shall be organized into content sets. Each content set shall be a dictionary 
holding information about a group of related PDF objects generated from the same source data. A content set 
shall have for the value of its S (subtype) entry either the value SPS, for a page set, or SIS, for an image set. 

The mapping from a source content resource to a content set in a PDF document may be saved in the PDF file. 
The mapping may be an association from the resource's URL to the content set, stored in the PDF document's 
URLS name tree. The mapping may also be an association from a digital identifier (14.10.3.3, “Digital 
Identifiers”) generated from resource's data to the content set, stored in the PDF document's IDS name tree. 
Both associations may be present in the PDF file.

Table 350 –  Entries in the Web Capture information dictionary  

Key Type Value

V number (Required) The Web Capture version number. The version number shall be 1.0 in a 
conforming file. 
This value shall be a single real number, not a major and minor version number. 
EXAMPLE A version number of 1.2 would be considered greater than 1.15. 

C array (Optional) An array of indirect references to Web Capture command dictionaries 
(see 14.10.5.3, “Command Dictionaries”) describing commands that were used in 
building the PDF file. The commands shall appear in the array in the order in which 
they were executed in building the file. 
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•Webキャプチャに関連するドキュメントレベルの情報を保持しなければならWebキャプチャ情報辞書、。

•それがどこから来たWebキャプチャにより取得したソースのコンテンツリソースの完全なレジストリを保持しなければならWebキャプチャコンテンツデータベース、。

14.10.2 Webキャプチャ情報辞書

現在、Webキャプチャ情報辞書を保有していなければならない場合は、文書カタログ内の任意のSpiderInfoエントリは、（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照してください）。

14.10.3コンテンツデータベース

14.10.3.1一般

PDFファイル、またはPDFファイルの一部場合、単一のコンテンツリソース以上のコンテンツを含むことができるようなHTMLページ、得られたPDFファイル（またはその一部）など、別の形式で格納されたコンテンツリソースから構築されます。多くのコンテンツフォーマットは、静的なページネーションを持っていないので、逆に、単一のコンテンツリソースは、複数のPDFページを引き起こすことがあります。

コンテンツが誘導されたPDFコンテンツとリソースの間の対応を追跡するために、PDFファイルには、このようなページやXObjectsなどのオブジェクトPDFへのURLやデジタル識別子をマップするコンテンツデータベースが含まれていてもよいです。

注4データベース内のデジタルIDを調べることで、Webキャプチャは、新たにダウンロードしたコンテンツは、すでに別のURLから取得したコンテンツと同一であるかどうかを判断することができます。したがって、そのような複数のHTMLページで参照されている画像のコピーを1つだけ保存するよう最適化を実行することができます。

Webキャプチャのコンテンツデータベースには、コンテンツのセットに編成されなければなりません。各コンテンツ・セットは、同じソースデータから生成されたオブジェクトに関連するPDFのグループに関する辞書保持情報でなければなりません。コンテンツセットは、画像セットについて、そのS（サブタイプ）エントリのいずれかの値SPS、ページ・セットの、又はSISの値を持たなければなりません。

PDF文書内のコンテンツセットにソースコンテンツのリソースからのマッピングは、PDFファイルに保存することができます。マッピングは、PDFドキュメントののURL名ツリーに格納されたコンテンツセットへのリソースのURLから組合であってもよいです。マッピングはまた、PDF文書のIDS名ツリーに格納されたコンテンツセットへのリソースのデータから生成されたデジタル識別子（14.10.3.3、「デジタル識別子」）から関連してもよいです。どちらの団体は、PDFファイル内に存在することができます。

キータイプ値

Vnumber（必須）Webキャプチャバージョン番号。バージョン番号は、準拠したファイルでは1.0でなければなりません。この値は、単一の実数ではなく、メジャーとマイナーバージョン番号でなければなりません。 1.2のEXAMPLEAバージョン番号は1.15よりも大きいと考えられます。

CARRAY（オプション）のWebキャプチャコマンド・ディクショナリへの間接参照の配列（「コマンド辞書」、14.10.5.3を参照してください）PDFファイルの作成に使用されたコマンドを記述しました。コマンドは、彼らがファイルをビルドして実行された順に配列に出頭しなければなりません。
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Figure 84 –  Simple Web Capture file structure

Entries in the URLS and IDS name trees may refer to an array of content sets or a single content set. If the 
entry is an array, the content sets need not have the same subtype; the array may include both page sets and 
image sets. 

Name dictionary

URLS IDS

Page set

Name tree

Dictionary

Page Page Page

http://www.adobe.com/ 904B…1EA2

Document catalog
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図84  - 単純なWebキャプチャファイル構造

URLとIDS名前ツリー内のエントリは、コンテンツのセットのアレイまたは単一のコンテンツ群を参照してもよいです。エントリが配列の場合、コンテンツのセットは、同じサブタイプを持つ必要はありません。アレイは、ページセット及び画像セットの両方を含んでもよいです。

名前辞書

URL IDS

ページセット

名前ツリー

辞書

ページページページ

http://www.adobe.com/ 904B ... 1EA2

ドキュメントカタログ
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Figure 85 –  Complex Web Capture file structure

14.10.3.2 URL Strings

URLs associated with Web Capture content sets shall be reduced to a predictable, canonical form before being 
used as keys in the URLS name tree. The following steps describe how to perform this reduction, using 
terminology from Internet RFCs 1738, Uniform Resource Locators, and 1808, Relative Uniform Resource 
Locators (see the Bibliography). This algorithm shall be applied for HTTP, FTP, and file URLs: 

Algorithm: URL strings

a) If the URL is relative, it shall be converted into an absolute URL. 

b) If the URL contains one or more NUMBER SIGN (02h3) characters, it shall be truncated before the first 
NUMBER SIGN. 

c) Any uppercase ASCII characters within the scheme section of the URL shall be replaced with the 
corresponding lowercase ASCII characters.

d) If there is a host section, any uppercase ASCII characters therein shall be converted to lowercase ASCII. 

Names dictionary

URLS IDS

Page Image XObject

Content set array

Document catalog

http://www.adobe.com/getacro.gif

Page set Image set

Dictionary

Array

Name tree

BF70…14D8
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図85  - 複雑なWebキャプチャファイル構造

14.10.3.2 URL文字列

Webキャプチャコンテンツのセットに関連付けられたURLは、URLの名前ツリー内のキーとして使用される前に予測可能で、標準形に還元されなければなりません。次の手順では、インターネットのRFC 1738、ユニフォームリソースロケータ、および1808、相対的なユニフォームリソースロケータ（参考文献を参照）からの用語を使用して、この減少を実行する方法について説明します。このアルゴリズムは、HTTP、FTP、およびファイルのURLに適用されなければなりません。

アルゴリズム：URL文字列

URLが相対的である場合、A）は、絶対URLに変換されなければなりません。

b）のURLは、1つまたは複数の番号記号（02h3）文字が含まれている場合、それは最初の番号記号の前に切り捨てされなければなりません。

C）URLのスキームセクション内の任意の大文字のASCII文字は、対応する小文字のASCII文字に置き換えなければなりません。

ホスト部がある場合はD）、任意の大文字のASCII文字は、その中に小文字ASCIIに変換されなければなりません。

名前辞書

URL IDS

ページ画像のXObject

コンテンツセット配列

ドキュメントカタログ

http://www.adobe.com/getacro.gif

ページセット画像セット

辞書

アレイ

名前ツリー

BF70 ... 14D8
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e) If the scheme is file and the host is localhost, the host section shall be removed. 

f) If there is a port section and the port is the default port for the given protocol (80 for HTTP or 21 for FTP), 
the port section shall be removed. 

g) If the path section contains PERIOD (2Eh) ( . ) or DOUBLE PERIOD ( . . ) subsequences, transform the path 
as described in section 4 of RFC 1808. 

NOTE Because the PERCENT SIGN (25h) is unsafe according to RFC 1738 and is also the escape character for 
encoded characters, it is not possible in general to distinguish a URL with unencoded characters from one with 
encoded characters. For example, it is impossible to decide whether the sequence %00 represents a single 
encoded null character or a sequence of three unencoded characters. Hence, no number of encoding or 
decoding passes on a URL can ever cause it to reach a stable state. Empirically, URLs embedded in HTML 
files have unsafe characters encoded with one encoding pass, and Web servers perform one decoding pass 
on received paths (though CGI scripts can make their own decisions). 

Canonical URLs are thus assumed to have undergone one and only one encoding pass. A URL whose initial 
encoding state is known can be safely transformed into a URL that has undergone only one encoding pass. 

14.10.3.3 Digital Identifiers

Digital identifiers, used to associate source content resources with content sets by the IDS name tree, shall be
generated using the MD5 message-digest algorithm (Internet RFC 1321). 

NOTE 1 The exact data passed to the algorithm depends on the type of content set and the nature of the identifier 
being calculated. 

For a page set, the source data shall be passed to the MD5 algorithm first, followed by strings representing the 
digital identifiers of any auxiliary data files (such as images) referenced in the source data, in the order in which 
they are first referenced. If an auxiliary file is referenced more than once, its identifier shall be passed only the 
first time. The resulting string shall be used as the digital identifier for the source content resource.

NOTE 2 This sequence produces a composite identifier representing the visual appearance of the pages in the page 
set. 

NOTE 3 Two HTML source files that are identical, but for which the referenced images contain different data—for 
example, if they have been generated by a script or are pointed to by relative URLs—do not produce the same 
identifier. 

When the source data is a PDF file, the identifier shall be generated solely from the contents of that file; there 
shall be no auxiliary data. 

A page set may also have a text identifier, calculated by applying the MD5 algorithm to just the text present in 
the source data. 

EXAMPLE 1 For an HTML file the text identifier is based solely on the text between markup tags; no images are used 
in the calculation. 

For an image set, the digital identifier shall be calculated by passing the source data for the original image to 
the MD5 algorithm. 

EXAMPLE 2 The identifier for an image set created from a GIF image is calculated from the contents of the GIF. 

14.10.3.4 Unique Name Generation

In generating PDF pages from a data source, items such as hypertext links and HTML form fields are converted 
into corresponding named destinations and interactive form fields. These items shall be given names that do 
not conflict with those of other such items in the file.

NOTE As used here, the term name refers to a string, not a name object. 
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スキームは、ファイルがあり、ホストがローカルホストの場合はE）、ホスト部を撤去しなければなりません。

そこポート部であり、ポートは、特定のプロトコル（HTTPまたはFTPのために21 80）のデフォルトのポートである場合はF）、ポート部が除去されなければなりません。

RFC 1808のセクション4で説明したようにパスセクション期間が含まれている場合、G）（2EH）（。）または二重ピリオド（。）の部分配列は、パスを変換します。

注パーセント記号（25H）は、RFC 1738に従って安全ではないともエンコードされた文字のエスケープ文字なので、エンコードされた文字と1からエンコードされていない文字をURLを区別するために、一般的には不可能です。例えば、シーケンス％00を単一の符号化ヌル文字または3つのエンコードされていない文字のシーケンスを表しているかどうかを決定することは不可能です。したがって、URLにパスをエンコードまたはデコードのない数が今までそれが安定状態に到達させることはできません。経験的には、HTMLファイルに埋め込まれたURLは、1回の符号化パスでエンコードされた安全でない文字を持っている、と（CGIスクリプトは、独自の意思決定を行うことができますが）Webサーバーは、受信パス上の1つの復号パスを実行します。

14.10.3.3デジタル識別子

IDS名ツリーでコンテンツのセットと関連付けるソースコンテンツのリソースに使用されるデジタル識別子は、MD5メッセージダイジェストアルゴリズム（インターネットRFC 1321）を使用してbegeneratedばなりません。

ページセットは、ソース・データは、それらが最初に参照された順序で、ソースデータで参照（画像など）の任意の補助データファイルのデジタル識別子を表す文字列が続く、最初のMD5アルゴリズムに渡さなければなりません。補助ファイルが複数回参照される場合、その識別子は初回のみが渡されなければなりません。結果の文字列は、ソースコンテンツリソースのデジタル識別子として使用されなければなりません。

同じですが、彼らは、スクリプトによって生成されたURLまたは相対URL-ん同じ識別子を生成しないで指されている場合そのため、参照画像は、異なるデータのための例を含んでいNOTE 3Two HTMLソースファイル。

ソースデータがPDFファイルである場合には、識別子は、そのファイルの内容のみから生成されなければなりません。何の補助データがあってはなりません。

ページセットは、ソースデータ内のテキストだけに存在するMD5アルゴリズムを適用して算出テキスト識別子を有していてもよいです。

画像セットのために、デジタル識別子は、MD5アルゴリズムに原画像のソースデータを渡すことによって計算されなければなりません。

14.10.3.4ユニーク名の生成

データソースからのPDFのページを生成するには、このようなハイパーテキストリンクやHTMLフォームフィールドなどの項目は、指定された目的地とインタラクティブフォームフィールドを対応に変換されます。これらの項目は、ファイル内の他のそのようなアイテムのものと競合しない名前を与えなければなりません。

ここで使用されるように注意、用語名が文字列ではなく、名前のオブジェクトを参照します。
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Furthermore, when updating an existing file, a conforming processor shall ensure that each destination or field 
is given a unique name that shall be derived from its original name but constructed so that it avoids conflicts 
with similarly named items elsewhere. 

The unique name shall be formed by appending an encoded form of the page set’s digital identifier string to the 
original name of the destination or field. The identifier string shall be encoded to remove characters that have 
special meaning in destinations and fields. The characters listed in the first column of Table 351 have special 
meaning and shall be encoded using the corresponding byte values from second column of Table 351.

EXAMPLE Since the PERIOD character (2Eh) is used as the field separator in interactive form field names, it does 
not appear in the identifier portion of the unique name. 

If the name is used for an interactive form field, there is an additional encoding to ensure uniqueness and 
compatibility with interactive forms. Each byte in the source string, encoded as described previously, shall be
replaced by two bytes in the destination string. The first byte in each pair is 65 (corresponding to the ASCII 
character A) plus the high-order 4 bits of the source byte; the second byte is 65 plus the low-order 4 bits of the 
source byte. 

14.10.4 Content Sets

14.10.4.1 General

A Web Capture content set is a dictionary describing a set of PDF objects generated from the same source 
data. It may include information common to all the objects in the set as well as about the set itself. Table 352
defines the contents of this type of dictionary. 

14.10.4.2 Page Sets

A page set is a content set containing a group of PDF page objects generated from a common source, such as 
an HTML file. The pages shall be listed in the O array of the page set dictionary (see Table 352) in the same 
order in which they were initially added to the file. A single page object shall not belong to more than one page 
set. Table 353 defines the content set dictionary entries specific to Page Sets. 

The TID (text identifier) entry may be used to store an identifier generated from the text of the pages belonging 
to the page set (see 14.10.3.3, “Digital Identifiers”). A text identifier may not be appropriate for some page sets 
(such as those with no text) and may be omitted in these cases. 

EXAMPLE This identifier may be used to determine whether the text of a document has changed.

Table 351 –  Characters with special meaning in destinations and fields and their byte values 

Character Byte value Escape sequence

(nul) 0x00 \0 (0x5c 0x30)

. (PERIOD) 0x2e \p (0x5c 0x70)

\ (backslash) 0x5c \\ (0x5c 0x5c)

Table 352 –  Entries common to all Web Capture content sets  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary describes; if present, shall 
be SpiderContentSet for a Web Capture content set. 

S name (Required) The subtype of content set that this dictionary describes. The value 
shall be one of: 
SPS (“Spider page set”) A page set 
SIS (“Spider image set”) An image set 
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既存のファイルを更新する場合また、適合するプロセッサは、各宛先またはフィールドが元の名前に由来するが、それは他の場所に似た名前のアイテムとの衝突を回避するように構成されなければならない固有の名前を与えられることを保証しなければなりません。

ユニークな名前が先か、フィールドの元の名前にページセットのデジタル識別文字列のエンコード形式を追加することによって形成されなければなりません。識別子の文字列は、目的地やフィールドで特別な意味を持つ文字を削除するために符号化されなければなりません。表351の最初の列に列挙された文字は特別な意味を持ち、表351の第2列からの対応するバイト値を使用して符号化されなければなりません。

ピリオド（2EH）はインタラクティブフォームフィールド名のフィールドセパレータとして使用されるための例は、それがユニークな名前の識別子部分に表示されません。

名前は、インタラクティブフォームフィールドに使用される場合、対話式フォームで一意との互換性を確保するための追加の符号化があります。前述のようにエンコードされたソース文字列内の各バイトは、宛先の文字列に2バイトでbereplacedなければなりません。各ペアの最初のバイトは、65（ASCII文字Aに対応）を加えた上位ソース・バイトの4ビットです。第2バイトは、ソース・バイトの65下位4ビットとなります。

14.10.4コンテンツを設定します

14.10.4.1一般

14.10.4.2ページセット

ページセットは、HTMLファイルなどの一般的なソースから生成されたPDFのページオブジェクトのグループを含むコンテンツセットです。ページはページセット辞書のO配列に列挙されなければならない、彼らが最初にファイルに追加されたのと同じ順序で（表352を参照のこと）。単一ページオブジェクトは、複数のページセットに属してはなりません。表353定義は、コンテンツは、ページセットに辞書エントリの特定を設定します。

TID（テキスト識別子）エントリが（「デジタル識別子」、14.10.3.3を参照してください）ページセットに属するページのテキストから生成された識別子を格納するために使用することができます。テキスト識別子は、（例えば、テキストを持たないもの）、いくつかのページセットのために適切でない場合があり、これらの場合に省略されてもよいです。

例この識別子は、文書のテキストが変更されたかどうかを決定するために使用され得ます。

文字バイト値のエスケープシーケンス

（NUL）は0x00 \ 0（コードに5C 0x30から）

。 （ピリオド）0x2e \ P（コードに5C 0x70）

\（バックスラッシュ）コードに5C \\（コードに5Cコードに5C）

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、WebキャプチャコンテンツセットのSpiderContentSetしなければなりません。
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14.10.4.3 Image Sets

An image set is a content set containing a group of image XObjects generated from a common source, such as 
multiple frames of an animated GIF image. A single XObject shall not belong to more than one image set. 
Table 354 shows the content set dictionary entries specific to Image Sets. 

Each image XObject in an image set has a reference count indicating the number of PDF pages referring to 
that XObject. The reference count shall be incremented whenever Web Capture creates a new page referring 
to the XObject (including copies of already existing pages) and decremented whenever such a page is 
destroyed. The reference count shall be incremented or decremented only once per page, regardless of the 
number of times the XObject may be referenced by that page. If the reference count reaches 0, it shall be

ID byte string (Required) The digital identifier of the content set (see 14.10.3.3, “Digital 
Identifiers”).

O array (Required) An array of indirect references to the objects belonging to the 
content set. The order of objects in the array is restricted when the content set 
subtype (S entry) is SPS (see 14.10.4.2, “Page Sets”).

SI dictionary 
or array

(Required) A source information dictionary (see 14.10.5, “Source Information”) 
or an array of such dictionaries, describing the sources from which the objects 
belonging to the content set were created. 

CT ASCII string (Optional) The content type, an ASCII string characterizing the source from 
which the objects belonging to the content set were created. The string shall 
conform to the content type specification described in Internet RFC 2045, 
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet 
Message Bodies (see the Bibliography). 
EXAMPLE for a page set consisting of a group of PDF pages created 

from an HTML file, the content type would be text / html. 

TS date (Optional) A time stamp giving the date and time at which the content set was 
created.

Table 353 –  Additional entries specific to a Web Capture page set  

Key Type Value

S name (Required) The subtype of content set that this dictionary describes; shall be 
SPS. 

T text string (Optional) The title of the page set, a human-readable text string. 

TID byte string (Optional) A text identifier generated from the text of the page set, as described 
in 14.10.3.3, “Digital Identifiers.” 

Table 354 –  Additional entries specific to a Web Capture image set  

Key Type Value

S name (Required) The subtype of content set that this dictionary describes; shall be SIS. 

R integer 
or array

(Required) The reference counts for the image XObjects belonging to the image 
set. For an image set containing a single XObject, the value shall be the integer 
reference count for that XObject. For an image set containing multiple XObjects, 
the value shall be an array of reference counts parallel to the O array (see 
Table 352); that is, each element in the R array shall hold the reference count for 
the image XObject at the corresponding position in the O array. 

Table 352 –  Entries common to all Web Capture content sets  (continued)

Key Type Value
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14.10.4.3画像セット

画像セットは、アニメーションGIF画像の複数のフレームのような共通のソースから生成された画像XObjects、の基を含むコンテンツのセットです。単一のXObjectは、複数の画像セットに属してはなりません。表354が示すように、コンテンツは、画像セットに辞書エントリの特定を設定します。

画像セット内の各画像のXObjectは、そののXObjectを参照してPDFのページ数を示す参照カウントを有します。参照カウントは、Webキャプチャは、（既存のページのコピーを含む）のXObjectを参照する新しいページを作成するたびにインクリメントと、このようなページが破壊されるたびにデクリメントされなければなりません。参照カウントに関係なくのXObjectは、そのページによって参照することができる回数の、1ページあたり一度インクリメントまたはデクリメントされなければなりません。参照カウントが0に達した場合、それはしなければなりません

IDbyte文字列（必須）コンテンツセットのデジタル識別子（14.10.3.3、「デジタル識別子」を参照します）。

Oarray（必須）コンテンツセットに属するオブジェクトへの間接参照の配列。配列内のオブジェクトの順序が制限されている場合、コンテンツのセットのサブタイプ（Sエントリは）SPS（14.10.4.2、「ページセット」を参照）です。

SIdictionaryまたは配列（必須）ソース情報辞書（14.10.5、「ソース情報」を参照）、またはコンテンツ集合に属するオブジェクトが作成された元のソースを記述し、そのような辞書の配列。

CTASCII列（オプション）コンテンツタイプ、コンテンツ集合に属するオブジェクトが作成された元のソースを特徴付けるASCII文字列。インターネットメッセージ本体のフォーマット（参考文献を参照してください）：文字列は、多目的インターネットメール拡張（MIME）第一部は、インターネットRFC 2045に記述されたコンテンツタイプの仕様に適合しなければなりません。 HTMLファイルから作成されたPDFページの基からなるページ・セットの例では、コンテンツタイプはtext / htmlのだろう。

TSdate（オプション）コンテンツセットが作成された日付と時間を与えてタイムスタンプ。

キータイプ値

Ttext文字列（オプション）ページセット、人間が読み取り可能なテキスト文字列のタイトル。

TIDbyte文字列（オプション）14.10.3.3で説明したようにページの本文から生成されたテキスト識別子、「デジタル識別子。」

キータイプ値

Rintegerまたは配列（必須）画像セットに属する画像XObjectsための参照カウント。単一のXObjectを含む画像セットの場合、値はそのためのXObject整数参照カウントでなければなりません。複数XObjectsを含む画像セットのために、値は、参照カウントのアレイはOアレイに平行でなければならない（表352を参照）。すなわち、Rのアレイ内の各要素は、Oアレイ内の対応する位置に、画像のXObjectの参照カウントを保持しなければなりません。

表352  - すべてのWebキャプチャコンテンツセットにエントリー共通（続き）

キータイプ値
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assumed that there are no remaining pages referring to the XObject and that the XObject can be removed from 
the image set’s O array. When removing an XObject from the O array of an image set, the corresponding entry 
in the R array shall be removed also. 

14.10.5 Source Information

14.10.5.1 General

The SI entry in a content set dictionary (see Table 352) shall contain one or more source information 
dictionaries, each containing information about the locations from which the source data for the content set was 
retrieved. 

A content set's SI entry may contain a single source information dictionary. However, a PDF processor may 
attempt to detect situations in which the same source data has been located via two or more distinct URLs. If a 
processor detects such a situation, it may generate a single content set from the source data, containing a 
single copy of the relevant PDF pages or image XObjects. In this case, the SI entry shall be an array containing 
one source information dictionary for each distinct URL from which the original source content was found.

The determination that distinct URLs produce the same source data shall be made by comparing digital
identifiers for the source data. 

A source information dictionary’s AU (aliased URLs) entry shall identify the URLs from which the source data 
was retrieved. If there is only one such URL, the v value of this entry may be a string. If multiple URLs map to 
the same location through redirection, the AU value shall be a URL alias dictionary (see 14.10.5.2, “URL Alias 
Dictionaries”). 

NOTE 1 For file size efficiency, the entire URL alias dictionary (excluding the URL strings) should be represented as a 
direct object because its internal structure should never be shared or externally referenced. 

Table 355 –  Entries in a source information dictionary  

Key Type Value

AU ASCII string 
or 
dictionary

(Required) An ASCII string or URL alias dictionary (see 14.10.5.2, “URL Alias 
Dictionaries”) which shall identify the URLs from which the source data was 
retrieved. 

TS date (Optional) A time stamp which, if present, shall contain the most recent date 
and time at which the content set’s contents were known to be up to date with 
the source data. 

E date (Optional) An expiration stamp which, if present, shall contain the date and time 
at which the content set’s contents shall be considered out of date with the 
source data. 

S integer (Optional) A code which, if present, shall indicate the type of form submission, if 
any, by which the source data was accessed (see 12.7.5.2, “Submit-Form 
Action”). If present, the value of the S entry shall be 0, 1, or 2, in accordance 
with the following meanings: 
0 Not accessed by means of a form submission 
1 Accessed by means of an HTTP GET request 
2 Accessed by means of an HTTP POST request 
This entry may be present only in source information dictionaries associated 
with page sets. Default value: 0. 

C dictionary (Optional; if present, shall be an indirect reference) A command dictionary (see 
14.10.5.3, “Command Dictionaries”) describing the command that caused the 
source data to be retrieved. This entry may be present only in source 
information dictionaries associated with page sets. 
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XObjectへとのXObjectは、画像セットのOアレイから除去することができることを参照しない残りのページが存在しないと仮定する。画像セットのOアレイからのXObjectを除去する際、R配列内の対応するエントリも削除しなければなりません。

14.10.5ソース情報

14.10.5.1一般

コンテンツセット辞書（表352を参照）SIエントリは、コンテンツのセットのソースデータが取得された位置に関する各情報を含む1つまたは複数のソース情報辞書を含まなければなりません。

コンテンツセットのSIエントリは、単一のソース情報の辞書が含まれていてもよいです。しかし、PDFのプロセッサは、同じソース・データは、2つの以上の異なるURLを介して配置された状況を検出することを試みることができます。プロセッサは、このようなAの状況を検出した場合には、関連するPDFのページや画像XObjectsの単一のコピーを含む、ソースデータから、単一のコンテンツのセットを生成してもよいです。この場合、SIのエントリは、元のソースコンテンツが発見された各個別のURLに対して1つのソース情報辞書を含む配列でなければなりません。

ソース情報辞書のAU（エイリアスのURL）エントリは、ソース・データが取得されたURLを識別しなければなりません。一つだけ、このようなURLがある場合は、このエントリのV値は、文字列かもしれません。複数のURLがリダイレクトを通じて同じ場所にマップする場合、AU値は（14.10.5.2、「URLエイリアス辞書」を参照してください）URLエイリアス辞書でなければなりません。

その内部構造が共有されなかったり、外部から参照されるんので、ファイルサイズの効率注記1、（URL文字列を除く）全体のURLエイリアス辞書は、直接オブジェクトとして表現されなければなりません。

キータイプ値

AUASCII文字列または辞書

（必須）ASCII文字列やURLのエイリアス辞書（14.10.5.2を参照してください、「URLエイリアス辞書」）元データが取得されたURLを識別しなければなりません。

TSdate（オプション）存在する場合、コンテンツのセットの内容は、ソースデータを最新の状態にあることが知られた時に最新の日付と時刻を含まなければならない、タイムスタンプ。

EDATE（オプション）存在する場合、コンテンツのセットの内容は、ソースデータで古くみなすた日時を含まなければならない、有効期限のスタンプ。

Sinteger（オプション）もしあれば存在する場合、（「送信フォームアクション」、12.7.5.2を参照）ソース・データがアクセスされたことにより、フォーム送信のタイプを示すものと、コード。存在する場合、Sエントリの値は、以下の意味に応じて、0、1、または2でなければならない：HTTPによってHTTP GETリクエスト2アクセス型の手段によってアクセスフォーム提出1によってアクセス0ではありませんPOSTは、このエントリはページのみのセットに関連付けられたソース情報辞書に存在してもよい要請します。デフォルト値：0。

Cdictionary（オプション、存在する場合、間接参照でなければならない）コマンド辞書（「コマンド辞書」、14.10.5.3を参照）ソース・データが取得される原因となったコマンドを記述する。このエントリは、ページ・セットに関連付けられたソース情報辞書に存在してもよいです。
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The TS (time stamp) entry allows each source location associated with a content set to have its own time 
stamp. 

NOTE 2 This is necessary because the time stamp in the content set dictionary (see Table 352) merely refers to the 
creation date of the content set. A hypothetical “Update Content Set” command might reset the time stamp in 
the source information dictionary to the current time if it found that the source data had not changed since the 
time stamp was last set. 

The E (expiration) entry specifies an expiration date for each source location associated with a content set. If 
the current date and time are later than those specified, the contents of the content set shall be considered out 
of date with respect to the original source. 

14.10.5.2 URL Alias Dictionaries

When a URL is accessed via HTTP, a response header may be returned indicating that the requested data is at 
a different URL. This redirection process may be repeated in turn at the new URL and can potentially continue 
indefinitely. It is not uncommon to find multiple URLs that all lead eventually to the same destination through 
one or more redirections. A URL alias dictionary represents such a set of URL chains leading to a common 
destination. Table 356 shows the contents of this type of dictionary. 

The C (chains) entry may be omitted if the URL alias dictionary contains only one URL. If C is present, its value 
shall be an array of arrays, each representing a chain of URLs leading to the common destination. Within each 
chain, the URLs shall be stored as ASCII strings in the order in which they occur in the redirection sequence. 
The common destination (the last URL in a chain) may be omitted, since it is already identified by the U entry. 

14.10.5.3 Command Dictionaries

A Web Capture command dictionary represents a command executed by Web Capture to retrieve one or more 
pieces of source data that were used to create new pages or modify existing pages. The entries in this 
dictionary represent parameters that were originally specified interactively by the user who requested that the 
Web content be captured. This information is recorded so that the command can subsequently be repeated to 
update the captured content. Table 357 shows the contents of this type of dictionary. 

Table 356 –  Entries in a URL alias dictionary  

Key Type Value

U ASCII 
string

(Required) The destination URL to which all of the chains specified by the C entry 
lead. 

C array (Optional) An array of one or more arrays of strings, each representing a chain of 
URLs leading to the common destination specified by U. 

Table 357 –  Entries in a Web Capture command dictionary  

Key Type Value

URL ASCII string (Required) The initial URL from which source data was requested. 

L integer (Optional) The number of levels of pages retrieved from the initial URL. 
Default value: 1. 

F integer (Optional) A set of flags specifying various characteristics of the 
command (see Table 357). Defaut value: 0. 

P string or stream (Optional) Data that was posted to the URL. 

CT ASCII string (Optional) A content type describing the data posted to the URL. Default 
value: application / x-www-form-urlencoded. 

H string (Optional) Additional HTTP request headers sent to the URL. 
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E（有効期限）エントリは、コンテンツのセットに関連付けられた各ソース位置の有効期限を指定します。現在の日付と時刻が指定されたものよりもある場合、コンテンツのセットの内容は、元のソースに対して日付のうちみなします。

14.10.5.2 URLエイリアス辞書

URLは、HTTPを介してアクセスされたときに、応答ヘッダは、要求されたデータが異なるURLであることを示す返されてもよいです。このリダイレクションプロセスは、新しいURLに順番に繰り返してもよいし、潜在的に無期限に継続することができます。 1つのまたは複数のリダイレクションを通じて最終的には同じ宛先へのすべてのリードという複数のURLを見つけることは珍しいことではありません。 URLエイリアス辞書は共通の宛先につながるURLチェーンのようなセットを表します。表356に示した辞書のこのタイプの内容。

URLエイリアス辞書は1つのURLのみが含まれている場合、C（チェーン）のエントリを省略することができます。 Cが存在する場合、その値はそれぞれが共通の宛先に至るURLのチェーンを表す配列の配列でなければなりません。各鎖内で、URLは、それらがリダイレクト順序で発生した順序でASCII文字列として格納されなければなりません。既にUエントリによって識別されるので、共通の宛先（チェーン内の最後のURL）は、省略してもよいです。

14.10.5.3コマンド辞書

キータイプ値

CARRAY（オプション）文字列の1つまたは複数のアレイのアレイ、それぞれがU.によって指定された共通の宛先につながるURLのチェーンを表します

キータイプ値
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The URL entry shall contain the initial URL for the retrieval command. The L (levels) entry shall contain the 
number of levels of the hyperlinked URL hierarchy to follow from this URL, creating PDF pages from the 
retrieved material. If the L entry is omitted, its value shall be assumed to be 1, denoting retrieval of the initial 
URL only. 

The value of the command dictionary’s F entry shall be an integer that shall be interpreted as an array of flags 
specifying various characteristics of the command. The flags shall be interpreted as defined in Table 358. Only 
those flags defined in Table 358 may be set to 1; all other flags shall be 0. Flags not defined in Table 358 are 
reserved for future use, and shall not be used by a conforming reader.

NOTE 3 The low-order bit of the flags value is referred to as being at bit-position 1.

The SamePath flag shall be set if the retrieval of source content was restricted to source content in the same 
path as specified in the initial URL. Source content shall be considered to be in the same path if its scheme and 
network location components (as defined in Internet RFC 1808, Relative Uniform Resource Locators) match 
those of the initial URL and its path component matches up to and including the last forward slash ( / ) character 
in the initial URL. 

EXAMPLE 1 the URL  
 
http : / / www . adobe . com / fiddle / faddle / foo . html 
 
is considered to be in the same path as the initial URL  
 
http : / / www . adobe . com / fiddle / initial . html

The comparison shall be case-insensitive for the scheme and network location components and case-sensitive 
for the path component. 

The Submit flag shall be set when the command represents a form submission. If no P (posted data) entry is 
present, the submitted data shall be encoded in the URL (an HTTP GET request). If P is present, the command 
shall be an HTTP POST request. In this case, the value of the Submit flag shall be ignored. 

NOTE 4 If the posted data is small enough, it may be represented by a string. For large amounts of data, a stream 
should be used because it can be compressed. 

The CT (content type) entry shall only be present for POST requests. It shall describe the content type of the 
posted data, as described in Internet RFC 2045, Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME), Part One: 
Format of Internet Message Bodies (see the Bibliography). 

S dictionary (Optional) A command settings dictionary containing settings used in the 
conversion process (see 14.10.5.4, “Command Settings”). 

Table 358 –  Web Capture command flags  

Bit position Name Meaning

1 SameSite If set, pages were retrieved only from the host specified in the initial 
URL. 

2 SamePath If set, pages were retrieved only from the path specified in the initial 
URL. 

3 Submit If set, the command represents a form submission. 

Table 357 –  Entries in a Web Capture command dictionary  (continued)

Key Type Value
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URLエントリは、検索コマンドの初期URLを含まなければなりません。 L（レベル）のエントリが検索された材料からPDFのページを作成し、このURLから従うようにハイパーリンクされたURLの階層のレベルの数を含まなければなりません。 Lのエントリが省略された場合、その値は、最初のURLの検索を示す、1であると仮定しなければなりません。

コマンド辞書のFエントリの値は、コマンドの様々な特性を指定するフラグの配列として解釈されなければならない整数でなければなりません。定義されるようなフラグは、表358に定義されたもののみフラグが1に設定されてもよい、表358で解釈されなければなりません。他のすべてのフラグが表358に定義されていない0フラグは、将来の使用のために予約されなければならない、と適合するリーダによって使用されてはなりません。

注3のフラグ値の下位ビットはビット位置1であると呼ばれます。

最初のURLで指定されたソースコンテンツの検索が同じパスにソースコンテンツに制限された場合SamePathフラグが設定されなければなりません。ソースコンテンツは、最後のスラッシュを含む（インターネットRFC 1808で定義されるように、相対的なユニフォームリソースロケータ）は、その方式及びネットワークロケーションコンポーネントが初期URLのものと一致し、そのパスコンポーネントが、最大一致した場合に同じパスにあると考えなければなりません最初のURLで（/）文字。

（実施例1）URLのhttp：/ / WWWの。日干し。 COM /フィドル/ faddle / fooという。 / / WWW：HTMLは、最初のURLのhttpと同じパスにあると考えられています。日干し。 COM /フィドル/初期。 HTML

コマンドは、フォームの送信を表すとき送信フラグがセットされなければなりません。何P（ポストされたデータ）のエントリが存在しない場合は、提出されたデータは、URL（HTTP GETリクエスト）で符号化されなければなりません。 Pが存在する場合、コマンドは、HTTP POSTリクエストでなければなりません。この場合、送信フラグの値は無視されなければなりません。

ポストされたデータが十分に小さい場合にはNOTE 4は、それが文字列で表すことができます。それは圧縮できるので、大量のデータの場合は、ストリームを使用する必要があります。

CT（コンテンツタイプ）エントリはPOSTリクエストのために存在しなければなりません。インターネットメッセージ本体のフォーマット（参考文献を参照してください）：インターネットRFC 2045、多目的インターネットメール拡張（MIME）、第一部で説明したように、それは、ポストされたデータのコンテンツタイプについて記述しなければなりません。

Sdictionary（オプション）Aコマンドの設定は、変換プロセスで使用される設定を含む辞書（14.10.5.4を参照してください、「コマンド設定」）。

ビット位置名意味

1 SameSiteもしセット、ページのみを初期URLで指定したホストから取得しました。

2 SamePathもしセット、ページのみを初期URLで指定されたパスから取得しました。

3セットは、コマンドは、フォームの送信を表している場合提出してください。

表357  -  Webキャプチャコマンド辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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The H (headers) entry, if present, shall specify additional HTTP request headers that were sent in the request 
for the URL. Each header line in the string shall be terminated with a CARRIAGE RETURN and a LINE FEED,
as in this example: 

EXAMPLE 2 ( Referer : http : / / frumble . com \ 015 \ 012From : veeble @ frotz . com \ 015 \ 012 )

The HTTP request header format is specified in Internet RFC 2616, Hypertext Transfer Protocol—HTTP/1.1
(see the Bibliography). 

The S (settings) entry specifies a command settings dictionary (see 14.10.5.4, “Command Settings”). Holding 
settings specific to the conversion engines. 

14.10.5.4 Command Settings

The S (settings) entry in a command dictionary, if present, shall contain a command settings dictionary, which 
holds settings for conversion engines that shall be used in converting the results of the command to PDF. 
Table 359 shows the contents of this type of dictionary. If this entry is omitted, default values are assumed. 
Command settings dictionaries may be shared by any command dictionaries that use the same settings. 

Each key in the C dictionary represents the internal name of a conversion engine, which shall be a name object 
of the following form: 

/ company : product : version : contentType

where 

company denotes the name (or abbreviation) of the company that created the conversion engine. 

product denotes the name of the conversion engine. This field may be left blank, but the trailing COLON  
character (3Ah) is still required. 

version denotes the version of the conversion engine. 

contentType denotes an identifier for the content type the associated settings. shall be used because some 
converters may handle multiple content types. 

EXAMPLE / ADBE : H2PDF : 1 . 0 : HTML

All fields in the internal name are case-sensitive. The company field shall conform to the naming guidelines 
described in Annex E. The values of the other fields shall be unrestricted, except that they shall not contain a
COLON. 

The directed graph of PDF objects rooted by the command settings dictionary shall be entirely self-contained; 
that is, it shall not contain any object referred to from elsewhere in the PDF file.

NOTE This facilitates the operation of making a deep copy of a command settings dictionary without explicit 
knowledge of the settings it may contain.

Table 359 –  Entries in a Web Capture command settings dictionary  

Key Type Value

G dictionary (Optional) A dictionary containing global conversion engine settings relevant to 
all conversion engines. If this entry is absent, default settings shall be used. 

C dictionary (Optional) Settings for specific conversion engines. Each key in this dictionary is 
the internal name of a conversion engine. The associated value is a dictionary 
containing the settings associated with that conversion engine. If the settings for 
a particular conversion engine are not found in the dictionary, default settings 
shall be used. 
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H（ヘッダ）エントリは、存在する場合、URL要求で送信された追加のHTTPリクエスト・ヘッダーを指定しなければなりません。文字列内の各ヘッダ行は、この例のように、キャリッジリターンとラインフィードで終了しなければなりません。

実施例2（リファラーます。http：/ / frumble COM \ 015 \ 012From：。。veeble @ frotz COM \ 015 \ 012）

HTTPリクエスト・ヘッダー・フォーマットはインターネットRFC 2616に指定され、ハイパーテキスト転送プロトコルHTTP / 1.1（参考文献を参照）。

S（設定）エントリが（14.10.5.4、「コマンドの設定」を参照してください）コマンドの設定辞書を指定します。変換エンジンに保持設定を特定。

14.10.5.4コマンド設定

コマンド辞書におけるS（設定）エントリは、存在する場合、PDFへのコマンドの結果を変換する際に使用しなければならない変換エンジンの設定を保持する設定辞書コマンドを含まなければなりません。表359に示した辞書のこのタイプの内容。このエントリを省略すると、デフォルト値が仮定されています。コマンドの設定辞書は、同じ設定を使用するすべてのコマンド辞書で共有することができます。

C辞書の各キーは、次の形式の名前のオブジェクトでなければならない変換エンジンの内部名を表します。

/会社：製品：バージョン：contentTypeの

製品は、変換エンジンの名前を示しています。このフィールドは空白のまますることができるが、末尾のコロン（3AH）がまだ必要です。

例/ ADBE：H2PDF：1。 0：HTML

内部名のすべてのフィールドは大文字と小文字が区別されます。同社のフィールドは、ネーミングのガイドラインに適合しなければならない他のフィールドの値は、彼らがaCOLONを含んではならないことを除いて、無制限のものでなければならない附属書Eに記述。

コマンド設定辞書によって根ざしPDFオブジェクトの有向グラフは完全に自己完結型でなければなりません。で、それは任意のオブジェクトを含んではならないというPDFファイル内の他の場所から参照。

注これは、含まれていてもよい設定の明示的な知識がなくても、コマンドの設定辞書のディープコピーを作成する操作を容易にします。

キータイプ値

Gdictionary（オプション）すべての変換エンジンに関連するグローバル変換エンジンの設定を含む辞書。このエントリが存在しない場合は、デフォルトの設定を使用しなければなりません。

特定の変換エンジンのCdictionary（オプション）の設定。この辞書の各キーは、変換エンジンの内部名です。関連する値は、変換エンジンに関連する設定を含む辞書です。特定の変換エンジンの設定は辞書に載っていない場合は、デフォルト設定が使用されなければなりません。
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14.10.6 Object Attributes Related to Web Capture

A given page object or image XObject may belong to at most one Web Capture content set, called its parent 
content set. However, the object shall not have direct pointer to its parent content set. Such a pointer may
present problems for an application that traces all pointers from an object to determine what resources the 
object depends on. Instead, the object’s ID entry (see Table 30 and Table 89) contains the digital identifier of 
the parent content set, which shall be used to locate the parent content set via the IDS name tree in the 
document’s name dictionary. (If the IDS entry for the identifier contains an array of content sets, the parent may
be found by searching the array for the content set whose O entry includes the child object.) 

In the course of creating PDF pages from HTML files, Web Capture frequently scales the contents down to fit 
on fixed-sized pages. The PZ (preferred zoom) entry in a page object (see 7.7.3.3, “Page Objects”) specifies a 
magnification factor by which the page may be scaled to undo the downscaling and view the page at its original 
size. That is, when the page is viewed at the preferred magnification factor, one unit in default user space 
corresponds to one original source pixel. 

14.11Prepress Support

14.11.1 General

This sub-clause describes features of PDF that support prepress production workflows: 

• The specification of page boundaries governing various aspects of the prepress process, such as 
cropping, bleed, and trimming (14.11.2, “Page Boundaries”) 

• Facilities for including printer’s marks, such as registration targets, gray ramps, colour bars, and cut marks 
to assist in the production process (14.11.3, “Printer’s Marks”) 

• Information for generating colour separations for pages in a document (14.11.4, “Separation Dictionaries”) 

• Output intents for matching the colour characteristics of a document with those of a target output device or 
production environment in which it will be printed (14.11.5, “Output Intents”) 

• Support for the generation of traps to minimize the visual effects of misregistration between multiple 
colorants (14.11.6, “Trapping Support”) 

• The Open Prepress Interface (OPI) for creating low-resolution proxies for high-resolution images (14.11.7, 
“Open Prepress Interface (OPI)”) 

14.11.2 Page Boundaries

14.11.2.1 General

A PDF page may be prepared either for a finished medium, such as a sheet of paper, or as part of a prepress 
process in which the content of the page is placed on an intermediate medium, such as film or an imposed 
reproduction plate. In the latter case, it is important to distinguish between the intermediate page and the 
finished page. The intermediate page may often include additional production-related content, such as bleeds 
or printer marks, that falls outside the boundaries of the finished page. To handle such cases, a PDF page may
define as many as five separate boundaries to control various aspects of the imaging process: 

• The media box defines the boundaries of the physical medium on which the page is to be printed. It may 
include any extended area surrounding the finished page for bleed, printing marks, or other such purposes. 
It may also include areas close to the edges of the medium that cannot be marked because of physical 
limitations of the output device. Content falling outside this boundary may safely be discarded without 
affecting the meaning of the PDF file. 
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14.10.6オブジェクトは、Webキャプチャに関連する属性

XObjectは、最大1つのWebキャプチャコンテンツセットに属している可能性のある指定されたページオブジェクトまたは画像は、その親コンテンツのセットと呼ばれます。ただし、オブジェクトは、その親コンテンツセットへの直接のポインタを持っていてはなりません。オブジェクトが依存するどのようなリソースを決定するために、オブジェクトからすべてのポインタをトレースし、アプリケーションのようなポインタmaypresentの問題。代わりに、オブジェクトのIDエントリが（表30および表89を参照）ドキュメントの名称辞書におけるIDS名ツリーを介して親コンテンツのセットを見つけるために使用されなければならない親コンテンツのセットのデジタル識別子を含みます。 （識別子のIDSエントリは、コンテンツのセットの配列が含まれている場合、親は多分Oエントリの子オブジェクトを含むコンテンツのセットの配列を検索することによって発見しました。）

HTMLファイルからPDFのページを作成する過程では、Webキャプチャは、頻繁に、固定サイズのページに収まるまで内容をスケーリングします。ページオブジェクトにおけるPZ（好ましいズーム）エントリ（「ページオブジェクト」、7.7.3.3を参照）ページがダウンスケーリングを元に戻すと元のサイズでページを表示するためにスケーリングすることができることにより、倍率を指定します。すなわち、ページが好ましい倍率で見たとき、1つのオリジナルソースピクセルにデフォルトユーザ空間対応の1つの単位。

14.11Prepressサポート

14.11.1一般

•ページ境界の仕様は、このようなブリード、トリミング、および（14.11.2、「ページ境界を」）トリミングなどの製版工程のさまざまな側面を、管理します

•そのような生産工程を支援するための登録目標、グレーランプ、カラーバー、およびカットマークとしてトンボ、（14.11.3、「トンボ」）などのための施設

•文書（14.11.4、「分離辞書」）内のページのための色分解を生成するための情報は、

•それが印刷されたターゲット出力デバイスまたは本番環境のものと原稿の色特性を一致させるための出力インテント（14.11.5、「出力インテント」）

•複数の着色剤（14.11.6、「トラップサポート」）との間に位置ずれの視覚効果を最小限にするために、トラップを生成するためのサポートは、

•高解像度画像の低解像度のプロキシを作成するためのオープンプリプレスインターフェイス（OPI）（14.11.7、「オープンプリプレス・インタフェース（OPI）」）

14.11.2ページ境界

14.11.2.1一般

PDFページは、紙のシートとして、またはページの内容は、例えばフィルム又は課さ再生プレートとして、中間媒体上に配置された製版プロセスの一部として、完成した媒体のいずれかのために調製することができます。後者の場合には、中間ページ、完成ページを区別することが重要です。中間ページは、多くの場合、出血または完成したページの境界の外にあるプリンタマークとして、追加の製造に関連するコンテンツを含むことができます。このような場合、イメージングプロセスのさまざまな側面を制御するために、最大5つの別々の境界としてPDFのページmaydefineを処理するには：

•メディアが定義]ページが印刷される物理媒体の境界をボックス。これは、ブリード、印刷マーク、または他のそのような目的のために完成したページを囲む任意の拡張領域を含むことができます。それはまた、近いので、出力デバイスの物理的制限のマークを付けることができない媒体の縁までの領域を含むことができます。この境界の外側にあるコンテンツが安全にPDFファイルの意味に影響を与えずに破棄されることがあります。
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• The crop box defines the region to which the contents of the page shall be clipped (cropped) when 
displayed or printed. Unlike the other boxes, the crop box has no defined meaning in terms of physical 
page geometry or intended use; it merely imposes clipping on the page contents. However, in the absence 
of additional information (such as imposition instructions specified in a JDF or PJTF job ticket), the crop 
box determines how the page’s contents shall be positioned on the output medium. The default value is the 
page’s media box. 

• The bleed box (PDF 1.3) defines the region to which the contents of the page shall be clipped when output 
in a production environment. This may include any extra bleed area needed to accommodate the physical 
limitations of cutting, folding, and trimming equipment. The actual printed page may include printing marks 
that fall outside the bleed box. The default value is the page’s crop box. 

• The trim box (PDF 1.3) defines the intended dimensions of the finished page after trimming. It may be 
smaller than the media box to allow for production-related content, such as printing instructions, cut marks, 
or colour bars. The default value is the page’s crop box. 

• The art box (PDF 1.3) defines the extent of the page’s meaningful content (including potential white space) 
as intended by the page’s creator. The default value is the page’s crop box. 

The page object dictionary specifies these boundaries in the MediaBox, CropBox, BleedBox, TrimBox, and 
ArtBox entries, respectively (see Table 30). All of them are rectangles expressed in default user space units. 
The crop, bleed, trim, and art boxes shall not ordinarily extend beyond the boundaries of the media box. If they 
do, they are effectively reduced to their intersection with the media box. Figure 86 illustrates the relationships 
among these boundaries. (The crop box is not shown in the figure because it has no defined relationship with 
any of the other boundaries.) 
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•クロップボックスが表示または印刷時にページの内容は（トリミング）クリッピングしなければならないれた領域を規定します。他のボックスとは異なり、クロップボックスは、物理ページジオメトリの面で何の意味を持っていないか、または使用することを意図しました。それは単にページの内容にクリッピングを課します。しかし、（例えばJDFまたはPJTFジョブチケットに指定された面付け指示など）の追加情報が存在しない場合に、トリミングボックスは、ページの内容が出力媒体上に配置されなければならない方法を決定します。デフォルト値は、ページのメディアボックスです。

•ブリードボックス（PDF 1.3）は、出力本番環境でのページの内容をクリップするものとする先の領域を定義します。これは、切断折り畳み、及び機器をトリミングの物理的制約に対応するために必要な余分なブリード領域を含むことができます。実際の印刷されたページには、ブリードボックスの外にある印刷マークを含むことができます。デフォルト値は、ページのクロップボックスです。

•トリムボックス（PDF 1.3）は、トリミング後に、完成したページの意図した寸法を定義します。媒体がこのような命令、カットマーク、またはカラーバーを印刷するなどの生産に関連するコンテンツ、を可能にするためにボックスよりも小さくてもよいです。デフォルト値は、ページのクロップボックスです。

ページオブジェクト辞書はメディアサイズ、クロップボックス、裁ち落としサイズ、仕上がりサイズ、およびアートサイズのエントリでこれらの境界を特定し、それぞれ（表30参照）。それらのすべては、デフォルトユーザ空間単位で表された矩形です。作物、ブリード、トリム、およびアートボックス通常はメディアボックスの境界を超えてはなりません。彼らが行う場合には、それらを効果的にメディアボックスとの交点に還元されます。図86は、これらの境界間の関係を示しています。 （それは他の境界のいずれかとは定義された関係を持っていないため、クロップボックスは図示しません。）
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Figure 86 –  Page boundaries

NOTE 1 How the various boundaries are used depends on the purpose to which the page is being put. The following 
are typical purposes:  
 
Placing the content of a page in another application. The art box determines the boundary of the content that is 
to be placed in the application. Depending on the applicable usage conventions, the placed content may be 
clipped to either the art box or the bleed box. For example, a quarter-page advertisement to be placed on a 
magazine page might be clipped to the art box on the two sides of the ad that face into the middle of the page 
and to the bleed box on the two sides that bleed over the edge of the page. The media box and trim box are 
ignored.  
 
Printing a finished page. This case is typical of desktop or shared page printers, in which the page content is 
positioned directly on the final output medium. The art box and bleed box are ignored. The media box may be 
used as advice for selecting media of the appropriate size. The crop box and trim box, if present, should be the 
same as the media box.  
 
Printing an intermediate page for use in a prepress process. The art box is ignored. The bleed box defines the 
boundary of the content to be imaged. The trim box specifies the positioning of the content on the medium; it 
may also be used to generate cut or fold marks outside the bleed box. Content falling within the media box but 
outside the bleed box may or may not be imaged, depending on the specific production process being used.  
 

This might be a caption

Bleed box

Media box

Art box

Trim box

Bleed: 10.75x8.25

Trim: 10.5x8

Printer’s marks

Headline
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図86  - ページの境界線

様々な境界が使用されている方法に注意してください1ページが置かれてされている目的に依存しています。別のアプリケーション内のページの内容を置く：以下は、典型的な目的です。技術ボックスは、アプリケーション内に配置されるべきコンテンツの境界を決定します。適用可能な使用規則に応じて、配置されたコンテンツは、当ボックスまたはブリードボックスのいずれかにクリップされてもよいです。例えば、雑誌のページに配置される四分の一ページの広告が上出血という顔ページの中央にして両側のブリードボックスにすることを広告の両側のアートボックスにクリップされる可能性がありますページの端。メディアボックスとトリムボックスは無視されます。完成したページを印刷します。この場合は、ページコンテンツは、最終出力媒体上に直接配置されているデスクトップまたは共有ページプリンタ、の典型です。アートボックスとブリードボックスは無視されます。メディアボックスは、適切なサイズのメディアを選択するためのアドバイスとして使用することもできます。クロップボックスとトリムボックスは、存在する場合、メディアボックスと同じでなければなりません。プリプレス工程で使用するための中間ページを印刷します。アートボックスは無視されます。ブリードボックスが画像化されるコンテンツの境界を定義します。トリムボックスは、メディア上のコンテンツの位置を指定します。また、ブリードボックス外カット又は折り畳みマークを生成するために使用することができます。メディアボックス内ではなく、ブリードボックス外のコンテンツは、または使用されている特定の製造プロセスに応じて、画像化されてもしなくてもよいです。

これはキャプションであるかもしれません

ブリードボックス

メディアボックス

アートボックス

トリムボックス

ブリード：10.75x8.25Trimを：10.5x8

トンボ

見出し
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Building an imposition of multiple pages on a press sheet. The art box is ignored. The bleed box defines the 
clipping boundary of the content to be imaged; content outside the bleed box is ignored. The trim box specifies 
the positioning of the page’s content within the imposition. Cut and fold marks are typically generated for the 
imposition as a whole. 

NOTE 2 In the preceding scenarios, an application that interprets the bleed, trim, and art boxes for some purpose 
typically alters the crop box so as to impose the clipping that those boxes prescribe. 

14.11.2.2 Display of Page Boundaries

Conforming readers may offer the ability to display guidelines on the screen for the various page boundaries. 
The optional BoxColorInfo entry in a page object (see 7.7.3.3, “Page Objects”) holds a box colour information 
dictionary (PDF 1.4) specifying the colours and other visual characteristics to be used for such display. 
Conforming readers typically provide a user interface to allow the user to set these characteristics interactively. 

NOTE This information is page-specific and may vary from one page to another. 

As shown in Table 360, the box colour information dictionary contains an optional entry for each of the possible 
page boundaries other than the media box. The value of each entry is a box style dictionary, whose contents 
are shown in Table 361. If a given entry is absent, the conforming reader shall use its own current default 
settings instead. 

14.11.3 Printer’s Marks

Printer’s marks are graphic symbols or text added to a page to assist production personnel in identifying 
components of a multiple-plate job and maintaining consistent output during production. Examples commonly 
used in the printing industry include: 

• Registration targets for aligning plates 

• Gray ramps and colour bars for measuring colours and ink densities 

• Cut marks showing where the output medium is to be trimmed 

Although conforming writers traditionally include such marks in the content stream of a document, they are 
logically separate from the content of the page itself and typically appear outside the boundaries (the crop box, 
trim box, and art box) defining the extent of that content (see 14.11.2, “Page Boundaries”). 

Printer’s mark annotations (PDF 1.4) provide a mechanism for incorporating printer’s marks into the PDF 
representation of a page, while keeping them separate from the actual page content. Each page in a PDF 
document may contain any number of such annotations, each of which represents a single printer’s mark. 

NOTE 1 Because printer’s marks typically fall outside the page’s content boundaries, each mark is represented as a 
separate annotation. Otherwise—if, for example, the cut marks at the four corners of the page were defined in 
a single annotation—the annotation rectangle would encompass the entire contents of the page and could 
interfere with the user’s ability to select content or interact with other annotations on the page. Defining 
printer’s marks in separate annotations also facilitates the implementation of a drag-and-drop user interface for 
specifying them. 

Table 360 –  Entries in a box colour information dictionary  

Key Type Value

CropBox dictionary (Optional) A box style dictionary (see Table 361) specifying the visual 
characteristics for displaying guidelines for the page’s crop box. This entry 
shall be ignored if no crop box is defined in the page object. 

BleedBox dictionary (Optional) A box style dictionary (see Table 361) specifying the visual 
characteristics for displaying guidelines for the page’s bleed box. This entry 
shall be ignored if no bleed box is defined in the page object. 
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これらのボックスは、処方ことクリッピングを課すように、典型的には、いくつかの目的のための先行シナリオ解釈ブリードは、トリムするアプリケーション、および技術ボックス変更クロップボックス2本体NOTE。

ページ境界の14.11.2.2表示

準拠した読者は、様々なページ境界のために画面上にガイドラインを表示する機能を提供することがあります。ページオブジェクト（7.7.3.3を参照して、「ページオブジェクト」）における任意BoxColorInfoエントリは、ディスプレイに使用される色やその他の視覚特性を指定ボックス色情報辞書（PDF 1.4）を保持します。適合読者は、典型的には、ユーザが対話的にこれらの特性を設定することを可能にするユーザインタフェースを提供します。

表360に示すように、ボックスの色情報辞書は、メディアボックス以外の可能なページ境界の各々のための任意のエントリを含みます。各エントリの値は、その内容を指定したエントリが適合リーダーではなく、自身の現在のデフォルト設定を使用しなければならない、存在しない場合は、表361に示されているボックススタイルの辞書です。

14.11.3トンボ

準拠した作家は伝統的に、文書の内容のストリームで、このようなマークを含むが、それらは論理的にページ自体の内容から分離し、一般的にその内容の範囲を定義する境界線（クロップボックス、トリムボックス、アートボックス）の外に表示されています（14.11.2、「ページ境界」を参照してください）。

実際のページのコンテンツとは別に、それらを維持しながら、プリンタのマークの注釈（PDF 1.4）は、ページのPDF表現にトンボを組み込むためのメカニズムを提供します。 PDF文書内の各ページには、単一のプリンタのマークをそれぞれ表すように、注釈の任意の数を含むことができます。

注1プリンタのマークは、通常、ページのコンテンツ境界の外側にあるので、各マークは個別の注釈として表されます。それ以外の場合は-場合、例えば、ページの四隅にカットマークがページの内容全体を包含するだろう単一のアノテーションアノテーション長方形で定義されていましたし、他の注釈付きコンテンツや相互作用を選択するユーザの能力を妨げる可能性ページ上。別の注釈にトンボを定義することも、それらを指定するためのドラッグ・アンド・ドロップ・ユーザ・インタフェースの実装を容易にします。

キータイプ値
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The visual presentation of a printer’s mark shall be defined by a form XObject specified as an appearance 
stream in the N (normal) entry of the printer’s mark annotation’s appearance dictionary (see 12.5.5, 
“Appearance Streams”). More than one appearance may be defined for the same printer’s mark to meet the 
requirements of different regions or production facilities. In this case, the appearance dictionary’s N entry holds 
a subdictionary containing the alternate appearances, each identified by an arbitrary key. The AS (appearance 
state) entry in the annotation dictionary designates one of them to be displayed or printed. 

NOTE 2 The printer’s mark annotation’s appearance dictionary may include R (rollover) or D (down) entries, but 
appearances defined in either of these entries are never displayed or printed. 

Like all annotations, a printer’s mark annotation shall be defined by an annotation dictionary (see 12.5.2, 
“Annotation Dictionaries”); its annotation type is PrinterMark. The AP (appearances) and F (flags) entries 
(which ordinarily are optional) shall be present, as shall the AS (appearance state) entry if the appearance 
dictionary AP contains more than one appearance stream. The Print and ReadOnly flags in the F entry shall be 
set and all others clear (see 12.5.3, “Annotation Flags”). Table 362 shows an additional annotation dictionary 
entry specific to this type of annotation. 

TrimBox dictionary (Optional) A box style dictionary (see Table 361) specifying the visual 
characteristics for displaying guidelines for the page’s trim box. This entry 
shall be ignored if no trim box is defined in the page object. 

ArtBox dictionary (Optional) A box style dictionary (see Table 361) specifying the visual 
characteristics for displaying guidelines for the page’s art box. This entry 
shall be ignored if no art box is defined in the page object. 

Table 361 –  Entries in a box style dictionary  

Key Type Value

C array (Optional) An array of three numbers in the range 0.0 to 1.0, representing the 
components in the DeviceRGB colour space of the colour to be used for 
displaying the guidelines. Default value: [ 0.0 0.0 0.0 ]. 

W number (Optional) The guideline width in default user space units. Default value: 1. 

S name (Optional) The guideline style: 
S (Solid) A solid rectangle. 
D (Dashed) A dashed rectangle. The dash pattern shall be specified by the 

D entry. 
Other guideline styles may be defined in the future. Default value: S. 

D array (Optional) A dash array defining a pattern of dashes and gaps to be used in 
drawing dashed guidelines (guideline style D). The dash array shall be 
specified in default user space units, in the same format as in the line dash 
pattern parameter of the graphics state (see 8.4.3.6, “Line Dash Pattern”). 
The dash phase shall not be specified and shall be assumed to be 0. 
EXAMPLE A D entry of [ 3 2 ] specifies guidelines drawn with 3-point 

dashes alternating with 2-point gaps. 

Default value: [ 3 ]. 

Table 360 –  Entries in a box colour information dictionary  (continued)

Key Type Value
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プリンタのマークの視覚的なプレゼンテーションがのXObjectは、プリンタのマーク注釈の外観辞書のN（ノーマル）エントリ（12.5.5、「外観ストリーム」を参照）に出現ストリームとして指定された形で定義されなければなりません。複数の外観が異なる地域や生産設備の要件を満たすために、同じプリンタのマークのために定義することができます。この場合には、外観辞書のN個のエントリは、それぞれが任意のキーによって識別される、代替的な外観を含む副辞書を保持します。注釈辞書内のAS（外観状態）エントリは、それらの一方が表示または印刷することを指定します。

注記2プリンタのマークの注釈の外観辞書は、R（ロールオーバー）またはD（下）のエントリが、表示されないか、または印刷されないこれらのエントリのいずれかで定義された外観を含むことができます。

すべての注釈と同様に、プリンタのマークアノテーションは、アノテーション辞書によって定義されなければならない（「注釈辞書」、12.5.2を参照してください）。その注釈型はPrinterMarkです。 AP（外観）と（通常はオプションである）F（フラグ）エントリは、存在しなければならないような者は外観辞書は、APが複数の外観ストリームが含まれている場合、AS（外観状態）エントリー。 Fエントリ内の印刷および読み取り専用フラグが設定されなければならないと（12.5.3、「注釈フラグ」を参照してください）他のすべてが明らかに。テーブル362が示す注釈このタイプの追加の注釈辞書エントリ特定。

キータイプ値

CARRAY（オプション）のガイドラインを表示するために使用される色のDeviceRGBで色空間内のコンポーネントを表す1.0の範囲0.0で3つの数字の配列。デフォルト値：[0.0 0.0 0.0]。

Darray（オプション）破線のガイドライン（指針スタイルD）の描画に使用するダッシュとギャップのパターンを画定するダッシュアレイ。ダッシュ配列は、グラフィックス状態のラインダッシュパターンパラメータ（8.4.3.6、「ラインの破線パターン」を参照）と同じ形式で、デフォルトのユーザ空間単位で指定されなければなりません。ダッシュ相が指定されないものと2点ギャップと交互に3点破線で描かれた[3 2]指定ガイドラインの0 EXAMPLEAのD入力であると仮定しなければなりません。

表360  - ボックス色情報辞書のエントリ（続き）

キータイプ値



PDF 32000-1:2008

632 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

The form dictionary defining a printer’s mark may contain the optional entries shown in Table 363 in addition to 
the standard ones common to all form dictionaries (see 8.10.2, “Form Dictionaries”).

14.11.4 Separation Dictionaries

In high-end printing workflows, pages are ultimately produced as sets of separations, one per colorant (see 
8.6.6.4, “Separation Colour Spaces”). Ordinarily, each page in a PDF file shall be treated as a composite page 
that paints graphics objects using all the process colorants and perhaps some spot colorants as well. In other 
words, all separations for a page shall be generated from a single PDF description of that page. 

In some workflows, however, pages are preseparated before generating the PDF file. In a preseparated PDF 
file, the separations for a page shall be described as separate page objects, each painting only a single 
colorant (usually specified in the DeviceGray colour space). In this case, additional information is needed to 
identify the actual colorant associated with each separation and to group together the page objects 
representing all the separations for a given page. This information shall be contained in a separation dictionary 
(PDF 1.3) in the SeparationInfo entry of each page object (see 7.7.3.3, “Page Objects”). Table 364 shows the 
contents of this type of dictionary. 

Table 362 –  Additional entries specific to a printer’s mark annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall be 
PrinterMark for a printer’s mark annotation. 

MN name (Optional) An arbitrary name identifying the type of printer’s mark, such as 
ColorBar or RegistrationTarget. 

Table 363 –  Additional entries specific to a printer’s mark form dictionary  

Key Type Value

MarkStyle text string (Optional; PDF 1.4) A text string representing the printer’s mark in 
human-readable form and suitable for presentation to the user. 

Colorants dictionary (Optional; PDF 1.4) A dictionary identifying the individual colorants 
associated with a printer’s mark, such as a colour bar. For each 
entry in this dictionary, the key is a colorant name and the value is an 
array defining a Separation colour space for that colorant (see 
8.6.6.4, “Separation Colour Spaces”). The key shall match the 
colorant name given in that colour space. 

Table 364 –  Entries in a separation dictionary  

Key Type Value

Pages array (Required) An array of indirect references to page objects representing 
separations of the same document page. One of the page objects in the 
array shall be the one with which this separation dictionary is associated, 
and all of them shall have separation dictionaries (SeparationInfo
entries) containing Pages arrays identical to this one. 

DeviceColorant name or 
string

(Required) The name of the device colorant to be used in rendering this 
separation, such as Cyan or PANTONE 35 CV. 
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プリンタのマークを定義するフォーム辞書は（8.10.2、「フォーム辞書」を参照）すべてのフォーム辞書に共通する標準的なものに加えて、表363に示すオプションのエントリーを含んでいてもよいです。

14.11.4分離辞書

ハイエンド印刷ワークフローでは、ページは、最終的に分離のセット、着色剤ごとに（8.6.6.4、「分離カラースペース」を参照）として製造されます。通常、PDFファイルの各ページが複合ページとして扱われなければならないそのプロセスの着色剤と、おそらくいくつかのスポット着色剤としてだけでなく、すべてを使用した塗料グラフィックスオブジェクト。言い換えれば、ページのためのすべての分離は、そのページの単一のPDF記述から生成されなければなりません。

いくつかのワークフローでは、しかし、ページがPDFファイルを生成する前にpreseparatedされています。 preseparated PDFファイルでは、ページの分離は、各のみ（通常DeviceGray色空間で指定された）単一の着色剤を塗る、別のページオブジェクトとして説明します。この場合には、追加情報が与えられたページのすべての分離を表すページオブジェクトそれぞれ分離して、一緒のグループに関連する実際の着色剤を同定するために必要とされます。この情報は、各ページオブジェクトのSeparationInfoエントリに分離辞書（PDF 1.3）に含まれなければならない（7.7.3.3は、「ページがオブジェクト」を参照）。表364に示した辞書のこのタイプの内容。

キータイプ値

MNname（オプション）は、カラーバーやRegistrationTargetなどのプリンタのマークの種類を識別する任意の名前。

キータイプ値

Colorantsdictionary（オプション、PDF 1.4）、カラーバーなどのプリンタのマークに関連付けられた個々の着色剤を、特定の辞書。この辞書内のエントリごとに、キーは、着色剤の名前と値が（8.6.6.4、「分離カラースペース」を参照）は、着色剤のための分離色空間を定義する配列です。キーはその色空間で指定された着色剤名と一致するものとします。

キータイプ値

Pagesarray（必須）同じ文書ページの分離を表すページオブジェクトへの間接参照の配列。アレイ内のページ・オブジェクトの一つは、この分離辞書が関連付けられているいずれかでなければならない、そして、それらのすべては、ページの配列同一これとを含む分離辞書（SeparationInfoentries）を有するものとします。

DeviceColorantnameまたは文字列（必須）、シアン又はPANTONE 35 CVとしてこの分離を、レンダリングに使用されるデバイスの着色剤の名前。
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14.11.5 Output Intents

Output intents (PDF 1.4) provide a means for matching the colour characteristics of a PDF document with 
those of a target output device or production environment in which the document will be printed. The optional 
OutputIntents entry in the document catalogue (see 7.7.2, “Document Catalog”) holds an array of output intent 
dictionaries, each describing the colour reproduction characteristics of a possible output device or production 
condition. The contents of these dictionaries may vary for different devices and conditions. The dictionary’s S
entry specifies an output intent subtype that determines the format and meaning of the remaining entries. 

NOTE 1 This use of multiple output intents allows the production process to be customized to the expected workflow 
and the specific tools available. For example, one production facility might process files conforming to a 
recognized standard such as PDF/X-1, while another uses the PDF/A standard to produce RGB output for 
document distribution on the Web. Each of these workflows would require different sets of output intent 
information. Multiple output intents also allow the same PDF file to be distributed unmodified to multiple 
production facilities. The choice of which output intent to use in a given production environment is a matter for 
agreement between the purchaser and provider of production services. PDF intentionally does not include a 
selector for choosing a particular output intent from within the PDF file. 

At the time of publication, three output intent subtypes have been defined: GTS_PDFX corresponding to the 
PDF/X format standard specified in ISO 15930, GTS_PDFA1 corresponding to the PDF/A standard as defined 
by ISO 19005, and ISO_PDFE1 corresponding to the PDF/E standard as defined by ISO 24517. Table 365
shows the contents of this type of output intent dictionary. Other subtypes may be added in the future; the 
names of any such additional subtypes shall conform to the naming guidelines described in Annex E. 

ColorSpace array (Optional) An array defining a Separation or DeviceN colour space (see 
8.6.6.4, “Separation Colour Spaces” and 8.6.6.5, “DeviceN Colour 
Spaces”). It provides additional information about the colour specified by 
DeviceColorant—in particular, the alternate colour space and tint 
transformation function that shall be used to represent the colorant as a 
process colour. This information enables a conforming reader to preview 
the separation in a colour that approximates the device colorant. 
The value of DeviceColorant shall match the space’s colorant name (if it 
is a Separation space) or be one of the space’s colorant names (if it is a 
DeviceN space). 

Table 365 –  Entries in an output intent dictionary  

Key Type Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this dictionary 
describes; if present, shall be OutputIntent for an output 
intent dictionary. 

S name (Required) The output intent subtype; shall be either one 
of GTS_PDFX, GTS_PDFA1, ISO_PDFE1 or a key 
defined by an ISO 32000 extension.

OutputCondition text string (Optional) A text string concisely identifying the intended 
output device or production condition in human-readable 
form. This is the preferred method of defining such a string 
for presentation to the user. 

Table 364 –  Entries in a separation dictionary  (continued)

Key Type Value
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14.11.5出力インテント

出力インテント（PDF 1.4）文書が印刷されたターゲット出力デバイスまたは本番環境のものとPDF文書の色特性を一致させるための手段を提供します。文書カタログの任意OutputIntentsエントリが（7.7.2、「文書カタログ」を参照）、それぞれが可能な出力デバイスや製造条件の色再現特性を記述する、出力意図辞書の配列を保持しています。これらの辞書の内容が異なるデバイスや条件のために異なる場合があります。辞書のSentryは残りのエントリの形式と意味を決定し出力インテントサブタイプを指定します。

注1複数の出力インテントの使用は、製造プロセスが期待されるワークフローと利用可能な特定のツールに合わせてカスタマイズすることができます。例えば、1つの製造設備は、に準拠したファイルを処理するかもしれない別のPDF /ウェブ上の文書配布のためのRGB出力を生成するための標準を使用しながら、そのようなPDF / X-1などの標準的な認識。これらのワークフローはそれぞれ、出力インテント情報の異なるセットを必要とします。複数の出力インテントは、同じPDFファイルに複数の生産設備にそのまま配布することを可能にします。特定の運用環境で使用する意思出力の選択は、購入者と生産サービスの提供者との間の合意の問題です。 PDFは、意図的にPDFファイル内から特定の出力インテントを選択するためのセレクタが含まれていません。

出版時に、3つの出力インテントのサブタイプが定義されている：GTS_PDFXは、ISO 15930にPDF / ISO 19005によって定義されるような標準に対応GTS_PDFA1を指定し、そしてISO_PDFE1は、PDF / Eに対応するPDF / X形式の規格に対応しますISO 24517.表によって定義されるような標準は、出力インテントディクショナリのこのタイプのコンテンツを365shows。他のサブタイプは、将来的に添加してもよいです。そのような追加のサブタイプの名前は、附属書Eに記述命名ガイドラインに適合しなければなりません

ColorSpacearray（オプション）分離またはDeviceNの色空間を定義する配列（「DeviceNのカラースペース」、8.6.6.4、「分離色空間」と8.6.6.5を参照）。これはDeviceColorantイン特に、プロセスカラーとして、着色剤を表すために使用されるものとする代替色空間と色合い変換関数によって指定された色に関する追加情報を提供します。この情報は、デバイスの着色剤を近似する色分離をプレビューするために適合リーダーを可能にします。 （それはDeviceNのスペースである場合）DeviceColorantの値は、（それが分離空間である場合）、スペースの着色剤の名前と一致またはスペースの着色剤の名前のいずれかでなければなりません。

キータイプ値

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、出力インテントディクショナリのためOutputIntentしなければなりません。

SNAME（必須）出力インテントサブタイプ。 GTS_PDFX、GTS_PDFA1、ISO_PDFE1またはISO 32000の拡張で定義されたキーのいずれかでなければなりません。

表364  - 分離辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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NOTE 2 PDF/X is actually a family of standards representing varying levels of conformance. The standard for a given 
conformance level may prescribe further restrictions on the usage and meaning of entries in the output intent 
dictionary. Any such restrictions take precedence over the descriptions given in Table 364. 

The ICC profile information in an output intent dictionary supplements rather than replaces that in an 
ICCBased or default colour space (see 8.6.5.5, “ICCBased Colour Spaces,” and 8.6.5.6, “Default Colour 
Spaces”). Those mechanisms are specifically intended for describing the characteristics of source colour 
component values. An output intent can be used in conjunction with them to convert source colours to those 
required for a specific production condition or to enable the display or proofing of the intended output. 

The data in an output intent dictionary shall be provided for informational purposes only, and conforming 
readers are free to disregard it. In particular, there is no expectation that PDF production tools automatically 
convert colours expressed in the same source colour space to the specified target space before generating 
output. (In some workflows, such conversion may, in fact, be undesirable). 

OutputConditionIdentifier text string (Required) A text string identifying the intended output 
device or production condition in human- or machine-
readable form. If human-readable, this string may be used 
in lieu of an OutputCondition string for presentation to 
the user. 
A typical value for this entry may be the name of a 
production condition maintained in an industry-standard 
registry such as the ICC Characterization Data Registry 
(see the Bibliography). If the designated condition 
matches that in effect at production time, the production 
software is responsible for providing the corresponding 
ICC profile as defined in the registry. 
If the intended production condition is not a recognized 
standard, the value of this entry may be Custom or an 
application-specific, machine-readable name. The 
DestOutputProfile entry defines the ICC profile, and the 
Info entry shall be used for further human-readable 
identification. 

RegistryName text string (Optional) An text string (conventionally a uniform 
resource identifier, or URI) identifying the registry in which 
the condition designated by OutputConditionIdentifier is 
defined. 

Info text string (Required if OutputConditionIdentifier does not specify 
a standard production condition; optional otherwise) A 
human-readable text string containing additional 
information or comments about the intended target device 
or production condition. 

DestOutputProfile stream (Required if OutputConditionIdentifier does not specify 
a standard production condition; optional otherwise) An 
ICC profile stream defining the transformation from the 
PDF document’s source colours to output device 
colorants. 
The format of the profile stream is the same as that used 
in specifying an ICCBased colour space (see 8.6.5.5, 
“ICCBased Colour Spaces”). The output transformation 
uses the profile’s “from CIE” information (BToA in ICC 
terminology); the “to CIE” (AToB) information may 
optionally be used to remap source colour values to some 
other destination colour space, such as for screen preview 
or hardcopy proofing. 

Table 365 –  Entries in an output intent dictionary  (continued)

Key Type Value
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ICCBasedまたはデフォルトのカラースペースで（「カラースペースをデフォルト設定」、8.6.5.5、「ICCBased色空間」と8.6.5.6を参照）が出力インテントディクショナリのサプリメントではなく、置き換えでICCプロファイル情報。これらの機構は、具体的には、ソースの色成分値の特性を説明するためのものです。出力インテントは、特定の製造条件のために必要なものにソースカラーを変換するか、意図された出力の校正表示または有効にするために、それらと組み合わせて使用することができます。

出力インテントディクショナリのデータは情報提供のみを目的に提供されなければならない、と適合する読者はそれを無視するのは自由です。具体的には、PDF生成ツールは、自動的に出力を生成する前に、指定されたターゲット空間に同じソース色空間で表現色を変換することは期待されていません。 （いくつかのワークフローでは、このような変換は、実際には、望ましくないかもしれません）。

OutputConditionIdentifiertextストリング（必須）人間または機械可読形式で意図された出力装置や生産条件を識別する文字列。人間が読み取り可能な場合は、この文字列は、ユーザに提示するためOutputCondition文字列の代わりに使用することができます。このエントリの典型的な値は、ICC特性決定データレジストリ（参考文献を参照）のような業界標準のレジストリ内に維持生産条件の名前であってもよいです。生産時の効果で、生産ソフトウェアは、レジストリで定義されている対応するICCプロファイルを提供する責任がある指定された条件と一致した場合。意図した生産条件が認識され、標準でない場合は、このエントリの値は、カスタムまたはアプリケーション固有の、機械読み取り可能な名前かもしれません。 DestOutputProfileエントリは、ICCプロファイルを定義し、情報項目は、ヒトが読み取り可能な識別のために使用されなければなりません。

RegistryNametextストリング（オプション）OutputConditionIdentifierで指定された条件が定義されているレジストリを識別するテキスト文字列（従来ユニフォームリソース識別子、またはURI）。

出力装置着色剤にPDF文書の元色から変換を定義するICCプロファイルストリーム; DestOutputProfilestreamは（そうでなければ任意OutputConditionIdentifierは、標準的な製造条件を指定していない場合は必須）。プロファイルストリームのフォーマットは、（8.6.5.5、「ICCBasedカラースペース」を参照）ICCBased色空間を指定する際に用いたものと同じです。出力変換は、プロファイルの「CIEから」情報（ICCの用語でBToA）を使用します。 「CIEへ」（ATOB）情報は、必要に応じて、画面のプレビューまたはハードコピー校正用として、いくつかの他の宛先色空間にソース色値を再マップするために使用することができます。

表365  - 出力意図辞書のエントリ（続き）

キータイプ値
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NOTE When working with CMYK source colours tagged with a source ICC profile solely for purposes of 
characterization, converting such colours from four components to three and back is unnecessary and will 
result in a loss of fidelity in the values of the black component; see 8.6.5.7, “Implicit Conversion of CIE-Based 
Colour Spaces” for further discussion.) On the other hand, when source colours are expressed in different 
base colour spaces—for example, when combining separately generated images on the same PDF page—it is 
possible (though not required) to use the destination profile specified in the output intent dictionary to convert 
source colours to the same target colour space. 

EXAMPLE 1 This Example shows a PDF/X output intent dictionary based on an industry-standard production condition 
(CGATS TR 001) from the ICC Characterization Data Registry. Example 2 shows one for a custom 
production condition.  
 
<<  /Type /OutputIntent % Output intent dictionary 
  /S /GTS_PDFX 
  /OutputCondition ( CGATS TR 001  ( SWOP  ) ) 
  /OutputConditionIdentifier ( CGATS TR 001 ) 
  /RegistryName ( http : / / www . color . org ) 
  /DestOutputProfile 100 0 R 
>> 
 
100 0 obj % ICC profile stream 

<<  /N 4 
 /Length 1605 
 /Filter /ASCIIHexDecode 
>> 

 
stream 
00 00 02 0C 61 70 … > 
endstream 
endobj

EXAMPLE 2 <<   /Type /OutputIntent % Output intent dictionary 
  /S /GTS_PDFX 
  /OutputCondition ( Coated ) 
  /OutputConditionIdentifier ( Custom ) 
  /Info ( Coated 150lpi ) 
  /DestOutputProfile 100 0 R 
>> 
 
100 0 obj % ICC profile stream 

<<  /N 4 
 /Length 1605 
 /Filter /ASCIIHexDecode 
>> 

 
stream 
00 00 02 0C 61 70 … > 
endstream 
endobj

14.11.6 Trapping Support

14.11.6.1 General

On devices such as offset printing presses, which mark multiple colorants on a single sheet of physical 
medium, mechanical limitations of the device can cause imprecise alignment, or misregistration, between 
colorants. This can produce unwanted visual artifacts such as brightly coloured gaps or bands around the 
edges of printed objects. In high-quality reproduction of colour documents, such artifacts are commonly 
avoided by creating an overlap, called a trap, between areas of adjacent colour. 

NOTE Figure 87 shows an example of trapping. The light and medium grays represent two different colorants, which 
are used to paint the background and the glyph denoting the letter A. The first figure shows the intended result, 
with the two colorants properly registered. The second figure shows what happens when the colorants are 
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CMYKソース色を扱う注3〜4つの成分からそのような色変換、単に特徴付けの目的のためのソースICCプロファイルでタグ付けし、バック不要であり、ブラック成分の値の忠実度の損失をもたらすであろう。同じPDFのPAGE-に別々に生成された画像を合成するときに、ソース色は、異なる基本色空間、たとえば中で発現される場合、一方8.6.5.7、さらなる議論のために、「CIEベースの色空間の暗黙的な変換を」）を参照してくださいそれは、同じ目標色空間へ変換元色に出力インテントディクショナリに指定された宛先プロファイルを使用する（必須ではないが）ことが可能です。

例1この例は、ICCの特徴付けデータレジストリから業界標準の製造条件に基づいて、PDF / X出力インテントディクショナリ（CGATS TR 001）を示しています。カスタム製造条件については実施例2に示す1。 << /タイプ/ OutputIntent％出力意図辞書/ S / GTS_PDFX / OutputCondition（CGATS TR 001（SWOP））/ OutputConditionIdentifier（CGATS TR 001）/ RegistryName（HTTP：/ / WWW色ORG）/ DestOutputProfile 100 0 R> > 100 0 OBJ％ICCプロファイルストリーム<< / N 4 /長さ1605 /フィルタ/ ASCIIHexDecode >>ストリーム00 00 02 0C 61 70 ...> endstream endobj

実施例2 << /タイプ/ OutputIntent％出力意図辞書/ S / GTS_PDFX / OutputCondition（コート）/ OutputConditionIdentifier（カスタム）/情報（コート150LPI）/ DestOutputProfile 100 0 R >> 100 0 OBJ％のICCプロファイルストリーム<< / N 4 /長さ1605 /フィルタ/ ASCIIHexDecode >>ストリーム00 00 02 0C 61 70 ...> endstream endobj

14.11.6トラップのサポート

14.11.6.1一般

そのような物理媒体の単一の用紙に複数の着色剤をマークするオフセット印刷機、などの装置に、装置の機械的な制限は、着色剤との間の不正確な配向、又は位置ずれを引き起こす可能性があります。これは、印刷されたオブジェクトのエッジの周りに鮮やかな色のギャップまたはバンドなどの望ましくない視覚的アーチファクトを生成することができます。カラー文書の高品質の再生では、このようなアーチファクトは、一般に、隣接する色の領域との間に、トラップと呼ばれるオーバーラップを作成することによって回避されます。

注記図87示すトラッピングの例。光媒体グレー背景と正しく登録2つの着色剤と、第一図に示すことを意図した結果文字Aを表すグリフをペイントするために使用される2つの異なる着色剤を表します。着色剤があるときに何が起こるか2番目の図が示します
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misregistered. In the third figure, traps have been overprinted along the boundaries, obscuring the artifacts 
caused by the misregistration. (For emphasis, the traps are shown here in dark gray; in actual practice, their 
colour will be similar to one of the adjoining colours.) 

Figure 87 –  Trapping example

Trapping may be implemented by the application generating a PDF file, by some intermediate application that 
adds traps to a PDF document, or by the raster image processor (RIP) that produces final output. In the last 
two cases, the trapping process is controlled by a set of trapping instructions, which define two kinds of 
information: 

• Trapping zones within which traps should be created 

• Trapping parameters specifying the nature of the traps within each zone 

Trapping zones and trapping parameters are discussed fully in Sections 6.3.2 and 6.3.3, respectively, of the 
PostScript Language Reference, Third Edition. Trapping instructions are not directly specified in a PDF file (as 
they are in a PostScript file). Instead, they shall be specified in a job ticket that accompanies the PDF file or is
embedded within it. Various standards exist for the format of job tickets; two of them, JDF (Job Definition 
Format) and PJTF (Portable Job Ticket Format), are described in the CIP4 document JDF Specification and in 
Adobe Technical Note #5620, Portable Job Ticket Format (see the Bibliography). 

When trapping is performed before the production of final output, the resulting traps shall be placed in the PDF 
file for subsequent use. The traps themselves shall be described as a content stream in a trap network 
annotation (see 14.11.6.2, “Trap Network Annotations”). The stream dictionary may include additional entries 
describing the method that was used to produce the traps and other information about their appearance. 

14.11.6.2 Trap Network Annotations

A complete set of traps generated for a given page under a specified set of trapping instructions is called a trap 
network (PDF 1.3). It is a form XObject containing graphics objects for painting the required traps on the page. 
A page may have more than one trap network based on different trapping instructions, presumably intended for 
different output devices. All of the trap networks for a given page shall be contained in a single trap network 
annotation (see 12.5, “Annotations”). There may be at most one trap network annotation per page, which shall
be the last element in the page’s Annots array (see 7.7.3.3, “Page Objects”). This ensures that the trap 
network shall be printed after all of the page’s other contents. 

The form XObject defining a trap network shall be specified as an appearance stream in the N (normal) entry of 
the trap network annotation’s appearance dictionary (see 12.5.5, “Appearance Streams”). If more than one trap 
network is defined for the same page, the N entry holds a subdictionary containing the alternate trap networks, 
each identified by an arbitrary key. The AS (appearance state) entry in the annotation dictionary designates 
one of them as the current trap network to be displayed or printed. 

NOTE 1 The trap network annotation’s appearance dictionary may include R (rollover) or D (down) entries, but 
appearances defined in either of these entries are never printed. 

Intended result Misregistration
with no trap

Misregistration
with trap
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位置ずれ。 3番目の図では、トラップは、位置ずれに起因するアーティファクトを不明瞭に、境界に沿って重ねて印刷されています。 （強調のため、トラップは濃い灰色でここに示されている。実際には、それらの色は、隣接する色のものと同様であろう。）

図87  - トラップの例

トラッピングは、PDF文書にトラップを追加し、いくつかの中間アプリケーションによって、または最終的な出力を生成するラスタイメージプロセッサ（RIP）によって、PDFファイルを生成するアプリケーションによって実現されてもよいです。最後の2つの場合、トラッピング処理は、2種類の情報を定義するトラップ命令のセットによって制御されます。

ゾーンをトラップし、トラップのパラメータは、PostScript言語リファレンス、第3版の、それぞれ、セクション6.3.2および6.3.3に完全に説明されています。 （彼らはPostScriptファイルであるとして）トラップ命令は、直接PDFファイルで指定されていません。その代わりに、彼らはPDFファイルに付随するジョブチケットに指定するか、またはその中にISEMBEDDEDされなければなりません。様々な規格は、ジョブチケットのフォーマットのために存在します。彼ら二人は、JDF（ジョブ定義フォーマット）とPJTF（ポータブルジョブチケットフォーマット）は、CIP4の文書JDF仕様にし、Adobeテクニカルノート＃5620に記述されている、ポータブルジョブチケットフォーマット（参考文献を参照）。

トラップは、最終出力の生産の前に行われた場合、結果のトラップは、その後の使用のためにPDFファイルに配置されなければなりません。トラップ自体は（14.11.6.2、「トラップネットワークの注釈」を参照）トラップネットワークの注釈のコンテンツストリームとして記述されなければなりません。ストリーム辞書には、その外観約トラップ及び他の情報を生成するために使用した方法を記述する追加のエントリを含むことができます。

14.11.6.2トラップネットワークの注釈

トラップ命令の指定されたセットの下で、特定のページのために生成されるトラップの完全なセットは、トラップ・ネットワーク（PDF 1.3）と呼ばれています。これは、ページ上で必要なトラップを描くために、グラフィックスオブジェクトを含むフォームのXObjectです。ページには、おそらく異なる出力デバイスのために意図異なるトラッピング命令に基づいて、複数のトラップのネットワークを有していてもよいです。特定のページのためのトラップ・ネットワークのすべてが（12.5、「注釈」を参照）、単一のトラップネットワークの注釈に含まれなければなりません。ページのAnnots配列の最後の要素をshallbeページあたり最大1つのトラップネットワークの注釈、であるかもしれません（7.7.3.3を参照してください、「ページオブジェクト」）。トラップネットワークは、ページの他のコンテンツのすべての後に印刷されなければならないことをこれが保証されます。

トラップ・ネットワークを定義するフォームのXObjectをトラップネットワーク注釈の外観辞書のN（正常）エントリ内の外観ストリームとして指定しなければならない（12.5.5を参照して、「外観ストリーム」）。複数のトラップネットワークが同じページに定義されている場合、N個のエントリは、それぞれが任意のキーによって識別される、代替トラップネットワークを含む副辞書を保持します。現在トラップネットワークが表示または印刷されるように注釈辞書内のAS（外観状態）エントリは、それらのいずれかを指定します。

注記1トラップネットワーク注釈の外観辞書は、R（ロールオーバー）またはD（下）のエントリが、これらのエントリのいずれかで定義された外観が印刷されることはありませんを含むことができます。

意図した結果Misregistrationwith何trapMisregistrationwithトラップません
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Like all annotations, a trap network annotation shall be defined by an annotation dictionary (see 12.5.2, 
“Annotation Dictionaries”); its annotation type is TrapNet. The AP (appearances), AS (appearance state), and 
F (flags) entries (which ordinarily are optional) shall be present, with the Print and ReadOnly flags set and all 
others clear (see 12.5.3, “Annotation Flags”). Table 366 shows the additional annotation dictionary entries 
specific to this type of annotation. 

The Version and AnnotStates entries, if present, shall be used to detect changes in the content of a page that 
might require regenerating its trap networks. The Version array identifies elements of the page’s content that 
might be changed by an editing application and thus invalidate its trap networks. Because there is at most one 
Version array per trap network annotation (and thus per page), any conforming writer that generates a new 
trap network shall also verify the validity of existing trap networks by enumerating the objects identified in the 
array and verifying that the results exactly match the array’s current contents. Any trap networks found to be 
invalid shall be regenerated. 

The LastModified entry may be used in place of the Version array to track changes to a page’s trap network. 
(The trap network annotation shall include either a LastModified entry or the combination of Version and 
AnnotStates, but not all three.) If the modification date in the LastModified entry of the page object (see 
7.7.3.3, “Page Objects”) is more recent than the one in the trap network annotation dictionary, the page’s trap 
networks are invalid and shall be regenerated. 

NOTE 2 Not all editing applications correctly maintain these modification dates. 

This method of tracking trap network modifications may be used reliably only in a controlled workflow 
environment where the integrity of the modification dates is assured. 

Table 366 –  Additional entries specific to a trap network annotation  

Key Type Value

Subtype name (Required) The type of annotation that this dictionary describes; shall 
be TrapNet for a trap network annotation. 

LastModified date (Required if Version and AnnotStates are absent; shall be absent if 
Version and AnnotStates are present; PDF 1.4) The date and time 
(see 7.9.4, “Dates”) when the trap network was most recently 
modified. 

Version array (Required if AnnotStates is present; shall be absent if LastModified
is present) An unordered array of all objects present in the page 
description at the time the trap networks were generated and that, if 
changed, could affect the appearance of the page. If present, the array 
shall include the following objects: 
• All content streams identified in the page object’s Contents entry 

(see 7.7.3.3, “Page Objects”) 

• All resource objects (other than procedure sets) in the page’s 
resource dictionary (see 7.8.3, “Resource Dictionaries”) 

• All resource objects (other than procedure sets) in the resource 
dictionaries of any form XObjects on the page (see 8.10, “Form 
XObjects”) 

• All OPI dictionaries associated with XObjects on the page (see 
14.11.7, “Open Prepress Interface (OPI)”) 

AnnotStates array (Required if Version is present; shall be absent if LastModified is 
present) An array of name objects representing the appearance states 
(value of the AS entry) for annotations associated with the page. The 
appearance states shall be listed in the same order as the annotations 
in the page’s Annots array (see 7.7.3.3, “Page Objects”). For an 
annotation with no AS entry, the corresponding array element should 
be null. No appearance state shall be included for the trap network 
annotation itself. 
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すべての注釈と同様に、トラップネットワークアノテーションは、アノテーション辞書によって定義されなければならない（「注釈辞書」、12.5.2を参照してください）。その注釈型はTrapNetです。 AP（出演）、AS（外観状態）、および（通常はオプションです）F（フラグ）のエントリが設定された印刷および読み取り専用フラグと明確なすべての他の人と、存在しなければならない（12.5.3、「注釈フラグ」を参照してください） 。表366に示した注釈このタイプの追加の注釈辞書のエントリを特定。

バージョンとAnnotStatesエントリが存在する場合、そのトラップ・ネットワークを再生成する必要がある場合がありますページの内容の変化を検出するために使用されなければなりません。編集アプリケーションによって変化し、したがって、そのトラップ・ネットワークを無効にされる可能性がありますページのコンテンツのバージョン配列の識別要素。 （したがってページあたり）トラップネットワーク注釈ごとに最大1つのバージョンの配列でありますので、新しいトラップネットワークを生成する任意の準拠の作家は、その結果を配列で特定されたオブジェクトを列挙し、検証することにより、既存のトラップネットワークの有効性を検証しなければなりません正確に配列の現在の内容と一致しています。任意のトラップネットワークが再生成されなければならない、無効であることが判明しました。

LastModifiedのエントリは、ページのトラップネットワークへの変更を追跡するために、バージョンの配列の代わりに使用することができます。 （トラップネットワークの注釈がすべての3つのLastModifiedのエントリまたはバージョンとAnnotStatesの組み合わせではなく、いずれかを含むものとする。）ページオブジェクトのLastModifiedのエントリで更新日時がいる場合（7.7.3.3を参照してください、「ページがオブジェクト」）以上でありますトラップネットワークの注釈辞書内の1つのより最近では、ページのトラップネットワークは無効であり、再生成されなければなりません。

キータイプ値

LastModifieddateはトラップネットワークが最近変更された日付と時刻が（7.9.4、「日付」を参照）（バージョンとAnnotStatesが存在しない場合は必須。PDF 1.4;バージョンとAnnotStatesが存在する場合は欠席しなければなりません）。

Versionarrayは（AnnotStatesが存在する場合は必須。LastModifiedis存在する場合には存在しないものでなければならない）、すべての順序付けられていない配列は、トラップネットワークが生成された時点でのページ記述中に存在するオブジェクトとそれが、変更された場合、ページの外観に影響を与える可能性があります。存在する場合、配列は、次のオブジェクトが含まれなければなりません。

•すべてのコンテンツは、ページオブジェクトの内容のエントリで識別ストリーム（7.7.3.3を参照してください、「ページオブジェクト」）

•ページのリソースディクショナリで（手順セット以外の）すべてのリソースオブジェクトは、（「リソース辞書」、7.8.3を参照してください）

•ページ上の任意のフォームXObjectsのリソースディクショナリで（手順セット以外の）すべてのリソースオブジェクトは、（「フォームXObjects」、8.10を参照してください）

ページ上XObjectsに関連付けられている•すべてのOPI辞書（「オープンプリプレスインターフェイス（OPI）」、14.11.7を参照してください）

AnnotStatesarray（バージョン場合に必要で存在し、LastModifiedのが存在する場合に存在しないものでなければならない）名前のアレイは、ページに関連付けられた注釈の外観状態（ASエントリの値）を表すオブジェクト。外観の状態はページのAnnots、アレイ内の注釈と同じ順序でリストされなければならない（7.7.3.3は、「ページがオブジェクト」を参照）。 NOとエントリに注釈するための、対応する配列要素はNULLでなければなりません。いいえ、外観状態はトラップネットワーク注釈自体に含まれてはなりません。
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14.11.6.3 Trap Network Appearances

Each entry in the N (normal) subdictionary of a trap network annotation’s appearance dictionary holds an 
appearance stream defining a trap network associated with the given page. Like all appearances, a trap 
network is a stream object defining a form XObject (see 8.10, “Form XObjects”). The body of the stream 
contains the graphics objects needed to paint the traps making up the trap network. Its dictionary entries 
include, besides the standard entries for a form dictionary, the additional entries shown in Table 367. 

NOTE Preseparated PDF files (see 14.11.4, “Separation Dictionaries”) may not be trapped because traps are defined 
along the borders between different colours and a preseparated file uses only one colour. Therefore, 
preseparation shall occur after trapping, not before. An conforming writer that preseparates a trapped PDF file 
is responsible for calculating new Version arrays for the separated trap networks. 

14.11.7 Open Prepress Interface (OPI)

The workflow in a prepress environment often involves multiple applications in areas such as graphic design, 
page layout, word processing, photo manipulation, and document construction. As pieces of the final document 
are moved from one application to another, it is useful to separate the data of high-resolution images, which 
can be quite large—in some cases, many times the size of the rest of the document combined—from that of the 
document itself. The Open Prepress Interface (OPI) is a mechanism, originally developed by Aldus 
Corporation, for creating low-resolution placeholders, or proxies, for such high-resolution images. The proxy 

FontFauxing array (Optional) An array of font dictionaries representing fonts that were 
fauxed (replaced by substitute fonts) during the generation of trap 
networks for the page. 

Table 367 –  Additional entries specific to a trap network appearance stream  

Key Type Value

PCM name (Required) The name of the process colour model that was 
assumed when this trap network was created; equivalent to the 
PostScript page device parameter ProcessColorModel (see 
Section 6.2.5 of the PostScript Language Reference, Third 
Edition). Valid values are DeviceGray, DeviceRGB, 
DeviceCMYK, DeviceCMY, DeviceRGBK, and DeviceN. 

SeparationColorNames array (Optional) An array of names identifying the colorants that were 
assumed when this network was created; equivalent to the 
PostScript page device parameter of the same name (see Section 
6.2.5 of the PostScript Language Reference, Third Edition). 
Colourants implied by the process colour model PCM are available 
automatically and need not be explicitly declared. If this entry is 
absent, the colorants implied by PCM shall be assumed.

TrapRegions array (Optional) An array of indirect references to TrapRegion objects 
defining the page’s trapping zones and the associated trapping 
parameters, as described in Adobe Technical Note #5620, 
Portable Job Ticket Format. These references refer to objects 
comprising portions of a PJTF job ticket that shall be embedded in 
the PDF file. When the trapping zones and parameters are defined 
by an external job ticket (or by some other means, such as JDF), 
this entry shall be absent. 

TrapStyles text string (Optional) A human-readable text string that applications may use 
to describe this trap network to the user.
EXAMPLE To allow switching between trap networks). 

Table 366 –  Additional entries specific to a trap network annotation  (continued)

Key Type Value
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14.11.6.3トラップネットワーク外観

トラップネットワーク注釈の外観辞書のN（正常）副辞書内の各エントリは、特定のページに関連付けられたトラップネットワークを定義外観ストリームを保持します。すべての外観と同様、捕獲網は、フォームのXObjectを（「フォームXObjects」、8.10を参照）を定義するストリームオブジェクトです。ストリームのボディは、トラップネットワークを構成するトラップをペイントするために必要なグラフィックスオブジェクトが含まれています。その辞書エントリは、フォーム辞書のための標準エントリに加え、追加のエントリは、表367に示され、含まれます。

トラップは異なる色とpreseparatedファイルの使用の間の境界に沿って1つのカラーしか定義されているので注意PreseparatedのPDFファイルは、（14.11.4、「分離辞書」を参照）トラップされない場合があります。したがって、preseparationは以前、ないトラップした後に発生するものとします。トラップされたPDFファイルをpreseparates準拠したライターを分離トラップネットワークのための新しいバージョンアレイを計算するための責任があります。

14.11.7オープンプリプレス・インタフェース（OPI）

プリプレス環境でのワークフローは、多くの場合、グラフィックデザイン、ページレイアウト、ワープロ、写真編集、および文書の建設などの分野で複数のアプリケーションを必要とします。最終的な文書の部分が別のアプリケーションから移動されるように、高解像度画像のデータ、非常に大であることができるいくつかの場合、文書の残りの多くの倍のサイズを合わせ、からを分離するのに有用です文書自体のこと。オープンプリプレス・インタフェース（OPI）は、高解像度の画像に対して、低解像度のプレースホルダ、またはプロキシを作成するための本来アルダス社によって開発された機構、です。代理

キータイプ値

PCMname（必須）このトラップネットワークが作成されたときに仮定されたプロセスカラーモデルの名前。 ProcessColorModelパラメータのPostScriptページデバイスと同等の（ポストスクリプト言語リファレンス第3版の6.2.5項を参照してください）。有効な値は、DeviceGray、DeviceRGBで、DeviceCMYK、DeviceCMY、DeviceRGBK、およびDeviceNのです。

SeparationColorNamesarray（オプション）このネットワークが作成されたときに想定された着色剤を識別する名前の配列。同じ名前のPostScriptのページデバイスのパラメータに相当（ポストスクリプト言語リファレンス第3版の6.2.5項を参照してください）。プロセスカラーモデルPCMによって暗黙の着色剤は、自動的に利用可能であり、明示的に宣言する必要はありません。このエントリが存在しない場合は、PCMによって暗黙の着色剤が想定されなければなりません。

TrapRegionsarray（オプション）TrapRegionへの間接参照の配列は、Adobeの技術でノート＃5620を説明するように、ページの捕獲ゾーンと関連するトラップパラメータを定義する、ポータブルジョブチケットフォーマットオブジェクト。これらの参照は、PDFファイルに埋め込まれなければならないPJTFジョブチケットの一部を構成するオブジェクトを参照してください。捕捉ゾーンおよびパラメータは、外部ジョブチケット（または、JDFなどのいくつかの他の手段による）によって定義されている場合、このエントリは存在しなければなりません。

表366  - トラップネットワークの注釈への追加エントリの特定（続き）

キータイプ値
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typically consists of a downsampled version of the full-resolution image, to be used for screen display and 
proofing. Before the document is printed, it passes through a filter known as an OPI server, which replaces the 
proxies with the original full-resolution images. 

NOTE 1 In PostScript programs, OPI proxies are defined by PostScript code surrounded by special OPI comments, 
which specify such information as the placement and cropping of the image and adjustments to its size, 
rotation, colour, and other attributes. 

In PDF, proxies shall be embedded in a document as image or form XObjects with an associated OPI dictionary 
(PDF 1.2). This dictionary contains the same information that the OPI comments convey in PostScript. Two 
versions of OPI shall be supported, versions 1.3 and 2.0. In OPI 1.3, a proxy consisting of a single image, with 
no changes in the graphics state, may be represented as an image XObject; otherwise it shall be a form 
XObject. In OPI 2.0, the proxy always entails changes in the graphics state and hence shall be represented as 
a form XObject.

An XObject representing an OPI proxy shall contain an OPI entry in its image or form dictionary (see Table 89
and Table 95). The value of this entry is an OPI version dictionary (Table 368) identifying the version of OPI to 
which the proxy corresponds. This dictionary consists of a single entry, whose key is the name 1.3 or 2.0 and 
whose value is the OPI dictionary defining the proxy’s OPI attributes. 

NOTE 2 As in any other PDF dictionary, the key in an OPI version dictionary is a name object. The OPI version 
dictionary would thus be written in the PDF file in either the form  
 
<< /1 . 3 d 0 R >>% OPI 1 . 3 dictionary 
 
or  
 
<< /2 . 0 d 0 R >>% OPI 2 . 0 dictionary 
 
where d is the object number of the corresponding OPI dictionary. 

Table 369 and Table 370 describe the contents of the OPI dictionaries for OPI 1.3 and OPI 2.0, respectively, 
along with the corresponding PostScript OPI comments. The dictionary entries shall be listed in the order in 
which the corresponding OPI comments appear in a PostScript program. Complete details on the meanings of 
these entries and their effects on OPI servers can be found in OPI: Open Prepress Interface Specification 1.3
and Adobe Technical Note #5660, Open Prepress Interface (OPI) Specification, Version 2.0. 

Table 368 –  Entry in an OPI version dictionary  

Key Type Value

version 
number

dictionary (Required; PDF 1.2) An OPI dictionary specifying the attributes of this 
proxy (see Tables 369 and 370). The key for this entry shall be the 
name 1.3 or 2.0, identifying the version of OPI to which the proxy 
corresponds. 

Table 369 –  Entries in a version 1.3 OPI dictionary  

Key Type OPI Comment Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this 
dictionary describes; if present, shall be OPI
for an OPI dictionary. 

Version number (Required) The version of OPI to which this 
dictionary refers; shall be the number 1.3 (not 
the name 1.3, as in an OPI version 
dictionary). 

F file specification %ALDImageFilename (Required) The external file containing the 
image corresponding to this proxy. 
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典型的には、フル解像度の画像のダウンサンプルバージョンから成り、画面表示や校正のために使用されます。文書が印刷される前に、それが元のフル解像度画像とプロキシを置き換えOPIサーバとして知られているフィルタを通過します。

注1つのでPostScriptプログラムは、OPIプロキシは、配置などの情報を指定し、その大きさ、回転、色、およびその他の属性の画像と調整のトリミング特別OPIコメント、によって囲まれPostScriptコードによって定義されます。

PDFに、プロキシは、関連OPI辞書（PDF 1.2）を用いて画像や形態XObjectsとして文書に埋め込まれなければなりません。この辞書は、OPIコメントがPostScriptで伝えるのと同じ情報が含まれています。 OPIの2つのバージョンが、バージョン1.3および2.0をサポートしなければなりません。 OPI 1.3において、単一の画像からなるプロキシは、グラフィックス状態の変更せずに、画像のXObjectとして表すことができます。それ以外の場合は、フォームXObjectをしなければなりません。 OPI 2.0では、プロキシは常に、グラフィックス状態の変化を伴い、したがって、フォームのXObjectとして表現されなければなりません。

OPIプロキシを表すANのXObject（表89and表95を参照）、その画像またはフォーム辞書でOPIエントリを含まなければなりません。このエントリの値は、OPIのバージョンに対応するプロキシを識別する（表368）OPIバージョン辞書です。この辞書は、そのキー名1.3または2.0で、値がプロキシのOPIの属性を定義するOPI辞書で単一のエントリで構成されています。

他のPDF辞書のようNOTE 2は、OPIのバージョン辞書のキーは、名前のオブジェクトです。 OPIのバージョン辞書は、このようにフォーム<< / 1のいずれかでPDFファイルに書き込まれます。 3 D 0 R >>％OPI 1。 3辞書又は<< / 2。 0 D 0 R >>％OPI 2。 Dは、対応するOPI辞書のオブジェクト番号0の辞書。

表369と表370は、対応するポストスクリプトOPIコメントと一緒に、それぞれ、OPI 1.3およびOPI 2.0のOPI辞書の内容を記述する。辞書のエントリは、対応するOPIコメントはPostScriptプログラムで表示される順序でリストされなければなりません。これらのエントリの意味とOPIサーバへの影響に関する詳細は、OPIで見つけることができます：オープンプリプレス・インタフェース仕様は、Adobeテクニカルノート＃5660、オープンプリプレス・インタフェース（OPI）仕様バージョン2.0を1.3and。

キータイプ値

バージョンnumberdictionary（必須; PDF 1.2）このプロキシの属性を指定するアンOPI辞書（テーブル369および370を参照してください）。このエントリのキーは、プロキシ対応するOPIのバージョンを識別する、名前1.3または2.0でなければなりません。

キータイプOPIコメントバリュー

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、OPI辞書OPIforしなければなりません。

versionNumber（必須）この辞書が参照するOPIのバージョン。 （OPI版辞書のように、名前ではなく1.3）数1.3でなければなりません。
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ID byte string %ALDImageID (Optional) An identifying string denoting the 
image. 

Comments text string %ALDObjectComments (Optional) A human-readable comment, 
typically containing instructions or 
suggestions to the operator of the OPI server 
on how to handle the image. 

Size array %ALDImageDimensions (Required) An array of two integers of the 
form
[ pixelsWide pixelsHigh ]
specifying the dimensions of the image in 
pixels. 

CropRect rectangle %ALDImageCropRect (Required) An array of four integers of the 
form 
[ left top right bottom ]
specifying the portion of the image to be used. 

CropFixed array %ALDImageCropFixed (Optional) An array with the same form and 
meaning as CropRect, but expressed in real 
numbers instead of integers. Default value: 
the value of CropRect. 

Position array %ALDImagePosition (Required) An array of eight numbers of the 
form 
[ llx lly ulx uly urx ury lrx lry ]

specifying the location on the page of the 
cropped image, where (llx , lly ) are the user 
space coordinates of the lower-left corner, 
(ulx , uly ) are those of the upper-left corner, 
(urx , ury ) are those of the upper-right corner, 
and (lrx , lry ) are those of the lower-right 
corner. The specified coordinates shall define 
a parallelogram; that is, they shall satisfy the 
conditions 
ulx − llx = urx − lrx
and 
uly − lly = ury − lry
The combination of Position and CropRect
determines the image’s scaling, rotation, 
reflection, and skew. 

Resolution array %ALDImageResolution (Optional) An array of two numbers of the 
form 
[ horizRes vertRes ]
specifying the resolution of the image in 
samples per inch. 

ColorType name %ALDImageColorType (Optional) The type of colour specified by the 
Color entry. Valid values are Process, Spot, 
and Separation. Default value: Spot. 

Table 369 –  Entries in a version 1.3 OPI dictionary  (continued)

Key Type OPI Comment Value
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典型的には、画像を処理する方法のOPIサーバのオペレータへの指示や提案を含むCommentstext列％ALDObjectComments（オプション）人間が読めるコメント。

CropFixedarray％ALDImageCropFixed（オプション）CropRectと同じ形と意味のある配列が、実数の代わりに整数で発現。デフォルト値：CropRectの値。

Positionarray％のALDImagePosition（必須）フォームの8つの数字の配列[LLX LLY ULX uly URXユリィLRX LRY]

（LLX、LLY）（uly ULX）左下のユーザ空間座標である左上隅のもの、（URX、ユリィ）であるものでトリミングされた画像のページ上の位置を指定します右上、及び（LRX、LRY）の右下隅のものです。指定された座標は、平行四辺形を定義しなければなりません。 LLX = URX  -   -  lrxand uly  -  LLY =ユリィ - である、彼らは条件ULXを満足しなければならない位置とCropRectdetermines画像の拡大縮小、回転、反射、及びスキューのlryThe組合せ。

ColorTypename％ALDImageColorType（オプション）カラー・エントリで指定された色の種類。有効な値は、プロセス、スポット、および分離されています。デフォルト値：スポット。

表369  - バージョン1.3 OPI辞書のエントリ（続き）

キータイプOPIコメントバリュー
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Color array %ALDImageColor (Optional) An array of four numbers and a 
byte string of the form 
[ C M Y K colorName ]
specifying the value and name of the colour in 
which the image is to be rendered. The values 
of C, M, Y, and K shall all be in the range 0.0 
to 1.0. Default value: 
[ 0.0 0.0 0.0 1.0 ( Black )]. 

Tint number %ALDImageTint (Optional) A number in the range 0.0 to 1.0 
specifying the concentration of the colour 
specified by Color in which the image is to be 
rendered. Default value: 1.0. 

Overprint  boolean %ALDImageOverprint (Optional) A flag specifying whether the 
image is to overprint (true) or knock out 
(false) underlying marks on other 
separations. Default value: false. 

ImageType array %ALDImageType (Optional) An array of two integers of the form 
[ samples bits ]
specifying the number of samples per pixel 
and bits per sample in the image. 

GrayMap array %ALDImageGrayMap (Optional) An array of 2n integers in the range 
0 to 65,535 (where n is the number of bits per 
sample) recording changes made to the 
brightness or contrast of the image. 

Transparency boolean %ALDImageTransparency (Optional) A flag specifying whether white 
pixels in the image shall be treated as 
transparent. Default value: true. 

Tags array %ALDImageAsciiTag< NNN > (Optional) An array of pairs of the form 
[ tagNum1 tagText1 … tagNumn tagTextn ]
where each tagNum is an integer 
representing a TIFF tag number and each 
tagText is an ASCII string representing the 
corresponding ASCII tag value. 

Table 370 –  Entries in a version 2.0 OPI dictionary  

Key Type OPI Comment Value

Type name (Optional) The type of PDF object that this 
dictionary describes; if present, shall be OPI
for an OPI dictionary. 

Version number (Required) The version of OPI to which this 
dictionary refers; shall be the number 2 or 2.0 
(not the name 2.0, as in an OPI version 
dictionary). 

F file specification %%ImageFilename (Required) The external file containing the 
low- resolution proxy image. 

MainImage byte string %%MainImage (Optional) The pathname of the file containing 
the full-resolution image corresponding to this 
proxy, or any other identifying string that 
uniquely identifies the full-resolution image. 

Table 369 –  Entries in a version 1.3 OPI dictionary  (continued)

Key Type OPI Comment Value
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Colorarray％ALDImageColor（オプション）4つの数字の配列及び形式のバイト列[C M Y Kは、colorName】画像がレンダリングされるべき色の値と名前を指定します。 C、M、Y、Kの値は全て1.0の範囲0.0でなければなりません。デフォルト値：[0.0 0.0 0.0 1.0（ブラック）]。

GrayMaparray％ALDImageGrayMap（オプション）明るさや画像のコントラストに加えられた変更を記録65,535の範囲0で2Nの整数の配列（ここで、nはサンプルあたりのビット数です）。

キータイプOPIコメントバリュー

型名（オプション）この辞書が記述するPDFオブジェクトのタイプ。存在する場合、OPI辞書OPIforしなければなりません。

versionNumber（必須）この辞書が参照するOPIのバージョン。 （OPIバージョン辞書のようではなく、名前2.0）番号2または2.0でなければなりません。

MainImagebyte列%% MainImage（任意）このプロキシに対応するフル解像度の画像を含むファイルのパス名、または一意にフル解像度の画像を識別する任意の他の識別ストリング。

表369  - バージョン1.3 OPI辞書のエントリ（続き）

キータイプOPIコメントバリュー



PDF 32000-1:2008

642 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

Tags array %%TIFFASCIITag (Optional) An array of pairs of the form 
[ tagNum1 tagText1 … tagNumn tagTextn ]
where each tagNum is an integer representing 
a TIFF tag number and each tagText is an 
ASCII string or an array of ASCII strings 
representing the corresponding ASCII tag 
value. 

Size array %%ImageDimensions (Optional) An array of two numbers of the form 
[ width height ]
specifying the dimensions of the image in 
pixels. 

CropRect rectangle %%ImageCropRect (Optional) An array of four numbers of the 
form 
[ left top right bottom ]
specifying the portion of the image to be used. 
The Size and CropRect entries shall either 
both be present or both be absent. If present, 
they shall satisfy the conditions 
0 ≤ left < right ≤ width
and 
0 ≤ top < bottom ≤ height
In this coordinate space, the positive y axis 
extends vertically downward; hence, the 
requirement that top < bottom. 

Overprint boolean %%ImageOverprint (Optional) A flag specifying whether the image 
is to overprint (true) or knock out (false) 
underlying marks on other separations. 
Default value: false. 

Inks name or array %%ImageInks (Optional) A name object or array specifying 
the colorants to be applied to the image. The 
value may be the name full_color or 
registration or an array of the form 
[ /monochrome name1 tint1 … namen tintn ]
where each name is a string representing the 
name of a colorant and each tint is a real 
number in the range 0.0 to 1.0 specifying the 
concentration of that colorant to be applied. 

IncludedImageDimensions

 array %%IncludedImageDimensions (Optional) An array of two integers of the form 
[ pixelsWide pixelsHigh ]
specifying the dimensions of the included 
image in pixels. 

IncludedImageQuality

 number  %%IncludedImageQuality (Optional) A number indicating the quality of 
the included image. Valid values are 1, 2, and 
3.

Table 370 –  Entries in a version 2.0 OPI dictionary  (continued)

Key Type OPI Comment Value
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CropRectrectangle %% ImageCropRect（オプション）フォームの4つの数字の配列を使用する画像の一部を指定する[右上底を残し]。サイズとCropRectエントリは、いずれかの両方が存在しなければならないか、その両方が存在しないこと。存在する場合、それらは、正のy軸は下方に垂直に延びている状態を0≤左<右≤widthand 0≤トップ<底≤heightInこの空間座標を満足しなければなりません。したがって、その上部<ボトム要件。

IncludedImageDimensions

IncludedImageQuality

 数%% IncludedImageQuality（オプション）含まれる画像の品質を示す数値。有効値は1、2、及び3です。

表370  - バージョン2.0 OPI辞書のエントリ（続き）

キータイプOPIコメントバリュー
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Annex  A
(informative)

Operator Summary

A.1 General

This annex lists, in alphabetical order, all the operators that may be used in PDF content streams. 

A.2 PDF Content Stream Operators

Table A.1 lists each operator, its corresponding PostScript language operators (when it is an exact or near-
exact equivalent of the PDF operator), a description of the operator, and references to the table and page 
where each operator is introduced.

Table A.1 –  PDF content stream operators  

Operator PostScript Equivalent Description Table

b closepath, fill, stroke Close, fill, and stroke path using nonzero winding 
number rule

60

B fill, stroke Fill and stroke path using nonzero winding number rule 60

b* closepath, eofill, stroke Close, fill, and stroke path using even-odd rule 60

B* eofill, stroke Fill and stroke path using even-odd rule 60

BDC (PDF 1.2) Begin marked-content sequence with property 
list

320

BI Begin inline image object 92

BMC (PDF 1.2) Begin marked-content sequence 320

BT Begin text object 107

BX (PDF 1.1) Begin compatibility section 32

c curveto Append curved segment to path (three control points) 59

cm concat Concatenate matrix to current transformation matrix 57

CS setcolorspace (PDF 1.1) Set color space for stroking operations 74

cs setcolorspace (PDF 1.1) Set color space for nonstroking operations 74

d setdash Set line dash pattern 57

d0 setcharwidth Set glyph width in Type 3 font 113

d1 setcachedevice Set glyph width and bounding box in Type 3 font 113

Do Invoke named XObject 87

DP (PDF 1.2) Define marked-content point with property list 320

EI End inline image object 92

EMC (PDF 1.2) End marked-content sequence 320
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附属書A（参考）

オペレータの概要

A.1一般

このPDFコンテンツストリームで使用することができる別館リスト、アルファベット順に、すべてのオペレータ。

A.2のPDFコンテンツストリーム演算子

表A.1リスト各オペレータ、それに対応するポストスクリプト言語オペレータ（これはPDFオペレータの正確なまたはほぼ完全に同等である場合）、オペレータの説明、および各オペレータが導入されているテーブルとページへの参照。

演算子のPostScript同等の説明表

非ゼロ巻数rule60を使用bclosepath、充填、strokeClose、充填、およびストローク経路

非ゼロ巻数規則60を用いて、Bフィル、ストロークフィルとストロークパス

偶奇規則60を使用してb *のclosepath、eofill、strokeClose、塗りつぶし、およびストロークパス

偶奇規則60を用いて、B * eofill、strokeFillストローク経路

BDC（PDF 1.2）プロパティlist320でマークされたコンテンツのシーケンスを開始します

インライン画像オブジェクト92 BIBegin

BMC（PDF 1.2）マーク・コンテンツsequence320を開始

BTBeginテキストオブジェクト107

BX（PDF 1.1）互換性のセクション32を開始します

C curvetoAppendは経路（3つの制御点）にセグメント59を湾曲しました

現在の変換matrix57センチconcatConcatenateマトリックス

CSのsetcolorspace（PDF 1.1）オペレーション74をなでるための設定色空間

CSのsetcolorspace（PDF 1.1）operations74をnonstrokingに設定された色空間

D setdashSetラインダッシュパターン57

D0 setcharwidthSetグリフ幅Type 3フォント113

D1 setcachedeviceSetグリフ幅とType 3フォント113でバウンディングボックス

DoInvokeのXObject 87命名

DP（PDF 1.2）プロパティlist320でマークされたコンテンツのポイントを定義します。

EIEndインライン画像オブジェクト92

EMC（PDF 1.2）エンドマーク、コンテンツsequence320
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ET End text object 107

EX (PDF 1.1) End compatibility section 32

f fill Fill path using nonzero winding number rule 60

F fill Fill path using nonzero winding number rule (obsolete) 60

f* eofill Fill path using even-odd rule 60

G setgray Set gray level for stroking operations 74

g setgray Set gray level for nonstroking operations 74

gs (PDF 1.2) Set parameters from graphics state parameter 
dictionary

57

h closepath Close subpath 59

i setflat Set flatness tolerance 57

ID Begin inline image data 92

j setlinejoin Set line join style 57

J setlinecap Set line cap style 57

K setcmykcolor Set CMYK color for stroking operations 74

k setcmykcolor Set CMYK color for nonstroking operations 74

l lineto Append straight line segment to path 59

m moveto Begin new subpath 59

M setmiterlimit Set miter limit 57

MP (PDF 1.2) Define marked-content point 320

n End path without filling or stroking 60

q gsave Save graphics state 57

Q grestore Restore graphics state 57

re Append rectangle to path 59

RG setrgbcolor Set RGB color for stroking operations 74

rg setrgbcolor Set RGB color for nonstroking operations 74

ri Set color rendering intent 57

s closepath, stroke Close and stroke path 60

S stroke Stroke path 60

SC setcolor (PDF 1.1) Set color for stroking operations 74

sc setcolor (PDF 1.1) Set color for nonstroking operations 74

SCN setcolor (PDF 1.2) Set color for stroking operations (ICCBased
and special colour spaces)

74

scn setcolor (PDF 1.2) Set color for nonstroking operations 
(ICCBased and special colour spaces)

74

Table A.1 –  PDF content stream operators  (continued)

Operator PostScript Equivalent Description Table
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ETEndテキストオブジェクト107

EX（PDF 1.1）エンド互換section32

非ゼロ巻数規則60を用いfillFill経路F

F fillFill路非ゼロ巻数規則を用いて（廃止）60

偶奇規則60を使用して、F * eofillFillパス

なぞり操作74のためのG setgraySetグレーレベル

操作74 nonstrokingためのG setgraySetグレーレベル

グラフィックス状態からGS（PDF 1.2）を設定パラメータパラメータdictionary57

時間closepathCloseサブパス59

私は平面度の公差57をsetflatSet

インライン画像データ92をIDBegin

JのsetlinejoinSetラインスタイル57に参加

J setlinecapSetラインキャップスタイル57

operations74をなでるためのK setcmykcolorSet CMYKの色

nonstroking operations74に対するk setcmykcolorSet CMYKカラー

パス59にL linetoAppend直線セグメント

メートルmovetoBegin新しいサブパス59

M setmiterlimitSetのマイターリミット57

MP（PDF 1.2）マーク・コンテンツ・ポイント320を定義します

60を充填またはストローク無しNEND路

Q gsaveSaveグラフィック状態57

Q grestoreRestoreグラフィック状態57

パス59にreAppend矩形

operations74をなでるためのRG setrgbcolorSet RGBカラー

operations74をnonstrokingためのRG setrgbcolorSet RGB色

意図57レンダリングRISET色

S closepath、strokeCloseとストロークパス60

S strokeStrokeパス60

操作74をなでるためのSCのSETCOLOR（PDF 1.1）を設定した色

皮下SETCOLOR（PDF 1.1）operations74をnonstrokingための設定色

SCNのSETCOLOR（PDF 1.2）の操作（ICCBasedand特別色空間）をなでるために設定されたカラー74

SCN SETCOLOR操作をnonstroking用（PDF 1.2）を設定した色（ICCBasedと特別な色空間）74

表A.1  -  PDFコンテンツストリーム演算子（続き）

演算子のPostScript同等の説明表
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sh shfill (PDF 1.3) Paint area defined by shading pattern 77

T* Move to start of next text line 108

Tc Set character spacing

Td Move text position 108

TD Move text position and set leading 108

Tf selectfont Set text font and size

Tj show Show text 109

TJ Show text, allowing individual glyph positioning 109

TL Set text leading

Tm Set text matrix and text line matrix 108

Tr Set text rendering mode

Ts Set text rise

Tw Set word spacing

Tz Set horizontal text scaling

v curveto Append curved segment to path (initial point replicated) 59

w setlinewidth Set line width 57

W clip Set clipping path using nonzero winding number rule 61

W* eoclip Set clipping path using even-odd rule 61

y curveto Append curved segment to path (final point replicated) 59

' Move to next line and show text 109

" Set word and character spacing, move to next line, and  
show text

109

Table A.1 –  PDF content stream operators  (continued)

Operator PostScript Equivalent Description Table
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SHのshfill（PDF 1.3）パターン77を遮光することにより定義された領域をペイント

Tは、*次のテキスト行108の先頭に移動します

TcSetの文字間隔

TdMoveテキスト108位

TDMoveのテキストの位置とセット108をリード

selectfontSetテキストのフォントとサイズのTf

TJ showShowテキスト109

個々のグリフの位置109を可能TJShowテキスト、

TLSetテキストリーディング

TMSETテキストマトリックスとテキスト行マトリックス108

TrSetテキストレンダリングモード

TsSetテキスト上昇

TwSetの単語の間隔

TzSet水平テキストのスケーリング

V curvetoAppend 59（初期点が複製）パスにセグメントを湾曲しました

57幅setlinewidthSet線W

W clipSet番号規則61巻非ゼロを使用してパスをクリッピング

偶奇規則61を用いて、W * eoclipSetクリッピングパス

Y curvetoAppend 59（最終ポイントは複製）パスにセグメントを湾曲しました

「セットの単語や文字間隔、次の行に移動、およびshow text109

表A.1  -  PDFコンテンツストリーム演算子（続き）

演算子のPostScript同等の説明表
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Annex  B
(normative)

Operators in Type 4 Functions

B.1 General

This annex summarizes the PostScript operators that may appear in a type 4 function, as discussed in 7.10.5, 
"Type 4 (PostScript Calculator) Functions". For details on these operators, see the PostScript Language 
Reference, Third Edition. 

B.2 Arithmetic Operators

num1 num2 add sum Return num1 plus num2
num1 num2 sub difference Return num1 minus num2
num1 num2 mul product Return num1 times num2
num1 num2 div quotient Return num1 divided by num2
int1 int2 idiv quotient Return int1 divided by int2 as an integer
int1 int2 mod remainder Return remainder after dividing int1 by int2
num1 neg num2 Return negative of num1
num1 abs num2 Return absolute value of num1
num1 ceiling num2 Return ceiling of num1
num1 floor num2 Return floor of num1
num1 round num2 Round num1 to nearest integer
num1 truncate num2 Remove fractional part of num1
num sqrt real Return square root of num
angle sin real Return sine of angle degrees
angle cos real Return cosine of angle degrees
num den atan angle Return arc tangent of num/den in degrees
base exponent exp real Raise base to exponent power
num ln real Return natural logarithm (base e)
num log real Return common logarithm (base 10)
num cvi int Convert to integer
num cvr real Convert to real

B.3 Relational, Boolean, and Bitwise Operators

any1 any2 eq bool Test equal
any1 any2 ne bool Test not equal
num1 num2 gt bool Test greater than
num1 num2 ge bool Test greater than or equal
num1 num2 lt bool Test less than
num1 num2 le bool Test less than or equal
bool1 | int1 bool2 | int2 and bool3 | int3 Perform logical | bitwise and
bool1 | int1 bool2 | int2 or bool3 | int3 Perform logical | bitwise inclusive or
bool1 | int1 bool2 | int2 xor bool3 | int3 Perform logical | bitwise exclusive or
bool1 | int1 not bool2 | int2 Perform logical | bitwise not
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附属書B（規定）

タイプ4の機能で演算子

B.1一般

7.10.5で説明したように、この附属書は、「4（PostScriptの計算）機能を入力」、4型関数に表示されることがPostScriptオペレータをまとめたものです。これらの演算子の詳細については、ポストスクリプト言語リファレンス、第3版を参照してください。

B.2算術演算子

NUM1 num2add sumReturn num1をプラスnum2num1 num2sub differenceReturn num1をマイナスnum2num1 num2mul productReturn NUM1回num2num1 num2div quotientReturn num1を整数としてINT2で割っnum2int1 int2idiv quotientReturn INT1で割った値

最も近い整数にnum1num1ラウンドnum2RoundのNUM1のnum1num1床num2Return床のnum1num1天井num2Return天井のnum1num1 ABS num2Return絶対値のint2num1 NEG num2Return負によってINT1を分割した後INT1 int2mod remainderReturn余り

角度のnum1num SQRT realReturn角度のnumangle罪realReturnの正弦波の平方根degreesangle COS realReturn余弦のnum1を切り捨てnum2Remove小数部

NUM denatan angleReturnアークタンジェント実数へCVR integernum realConvertに指数powernum LN realReturn自然対数（底e）はNUMログrealReturn常用対数（底10）NUM CVI intConvertにdegreesbase exponentexp realRaiseベースでNUM / DENの

B.3リレーショナル、ブール、およびビット演算子

any1のany2eq boolTest等しいです

any1のany2ne boolTest等しくありません

NUM1 num2gt boolTestより大きい

NUM1 num2ge boolTest以上

NUM1 num2lt boolTest未満

NUM1 num2le boolTest以下

bool1 | INT1するbool2 | INT2とbool3 |論理実行INT3 |ビット単位と

bool1 | INT1するbool2 | INT2またはbool3 |論理実行INT3 |包括ビットごとのOR

bool1 | INT1するbool2 | INT2 XOR bool3 |論理実行INT3 |ビット単位の排他的論理和

bool1 | INT1ないするbool2 |論理実行INT2 |ビット単位ではありません
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int1 shift bitshift int2 Perform bitwise shift of int1 (positive is left)
– true true Return boolean value true
– false false Return boolean value false

B.4 Conditional Operators

bool { expr } if – Execute expr if bool is true
bool { expr1 } { expr2 } ifelse – Execute expr1 if bool is true, expr2 if false

B.5 Stack Operators

any pop – Discard top element
any1 any2 exch any2 any1 Exchange top two elements
any dup any any Duplicate top element
any1 … anyn n copy any1 … anyn any1 … anyn Duplicate top n elements
anyn … any0 n index anyn… any0 anyn Duplicate arbitrary element
anyn-1 … any0 n j roll any(j-1) mod n … any0 anyn-1 … anyj mod n Roll n elements up j times

PDF 32000-1：2008

648©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

INT1のINT1 shiftbitshift int2Performビット単位のシフト（正のままです）

-true trueReturnブール値真偽falseReturnブール値はfalse

B.4条件演算子

BOOL {expr}があれば - ブール値がtrueの場合expr1を実行し、expr2のfalseの場合 -  BOOLはtrueboolは{expr1を} {expr2の} ifelseある場合exprを実行

B.5スタック演算子

anypop  - 廃棄トップelementany1 any2のEXCHのany2のany1為替上の2つの要素

anydup任意の任意の重複トップelementany1 ... anyn N any1 ... anyn any1 ... anyn重複のトップn個の要素をコピーします

anyn ... any0 nは指数anyn ... any0 anyn重複任意の要素

anyn-1 ... any0のn j個のロールの任意（J-1）mod nを... any0のanyn-1 ... anyj mod nをロールn個の要素j回まで
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(normative)

Implementation Limits

C.1 General

In general, PDF does not restrict the size or quantity of things described in the file format, such as numbers, 
arrays, images, and so on. However, a conforming reader running on a particular processor and in a particular 
operating environment does have such limits. If a conforming reader encounters a PDF construct that exceeds 
one of these limits or performs a computation whose intermediate results exceed a limit, an error occurs. 

NOTE PostScript interpreters also have implementation limits, listed in Appendix B of the PostScript Language 
Reference, Third Edition. It is possible to construct a PDF file that does not violate PDF implementation limits 
but fails to print on a PostScript printer. Keep in mind that these limits vary according to the PostScript 
LanguageLevel, interpreter version, and the amount of memory available to the interpreter. 

This annex describes typical limits for a conforming PDF application (readers and writers). These limits fall into 
two main classes: 

• Architectural limits. The hardware on which a conforming reader executes imposes certain constraints. For 
example, an integer is usually represented in 32 bits, limiting the range of allowed integers. In addition, the 
design of the software imposes other constraints, such as a limit to the number of elements in an array or 
string. 

• Memory limits. The amount of memory available to a conforming reader limits the number of memory-
consuming objects that can be held simultaneously. 

C.2 Architectural limits

PDF itself has one architectural limit: Because a cross-reference table (see 7.5.4, "Cross-Reference Table") 
allocates ten digits to represent byte offsets, the size of a file shall be limited to 1010 bytes (approximately 10 
gigabytes). This limit does not apply in a PDF file that uses a cross-reference stream (see 7.5.8, "Cross-
Reference Streams") instead of a cross reference table.

Table C.1 describes the minimum architectural limits that should be accommodated by conforming readers 
running on 32-bit machines. Because conforming readers may be subject to these limits, conforming writers 
producing PDF files should remain within them. 

NOTE Memory limits are often exceeded before architectural limits (such as the limit on the number of indirect 
objects) are reached. 

Table C.1 –  Architectural limits  

Quantity Limit Description

integer 2,147,483,647 Largest integer value; equal to 231 − 1. 

-2,147,483,648 Smallest integer value; equal to −231. 

real  ± 3.403 × 1038 Largest and smallest real values (approximate). 

  ± 1.175 × 10-38 Nonzero real values closest to 0 (approximate). Values closer 
than these are automatically converted to 0. 
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実装に関する制限

C.1一般

一般に、PDFは、そうで数、配列、画像、などのファイル形式で記述されたもの、の大きさや量を制限しません。しかし、特定のプロセッサに特定の動作環境で実行されている適合読者は、このような限界を持っています。適合読者はこれらの制限のいずれかを超えるか、またはその中間結果限界を超える演算を行うPDF構築物に遭遇した場合、エラーが発生しました。

NOTEのPostScriptインタプリタはまた、ポストスクリプト言語リファレンスの付録Bに記載されている実装の制限、第3版を持っています。 PDFの実装の制限に違反しているが、PostScriptプリンタで印刷に失敗していないPDFファイルを構築することが可能です。これらの制限がPostScript LanguageLevel、インタプリタのバージョン、およびインタプリタに使用可能なメモリの量に応じて変化することに注意してください。

•建築限界。準拠したリーダ実行ハードウェアは、特定の制約を課します。例えば、整数は、通常許容整数の範囲を制限する、32ビットで表現されます。また、ソフトウェアの設計は、そのようなアレイまたはストリング内の要素の数に制限のような他の制約を課します。

C.2建築限界

PDF自体は1つの建築制限があります：クロスリファレンステーブルがあるので（7.5.4を参照してください、「クロスリファレンス表」）は、バイトオフセットを表すために10桁の数字を割り当て、ファイルのサイズが1010バイト（約10ギガバイト）に制限されなければなりません。この制限は、代わりにクロスリファレンステーブルの相互参照ストリームを（「クロス・リファレンスストリーム」、7.5.8を参照）を使用してPDFファイルには適用されません。

表C.1は、32ビットマシン上で実行されている適合読者に収容されなければならない最低限の建築制限を記述する。準拠した読者は準拠し、これらの制限の対象となる場合がありますので、PDFファイルを生成する作家が彼らの中に残っている必要があります。

数量制限の説明

整数2,147,483,647Largest整数値。 1から231に等しいです。

-2,147,483,648Smallest整数値。 -231に等しいです。
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Additionally, conforming writers should adhere to the following constraints, and conforming readers should 
accommodate PDF files that obey the constraints. 

• Thumbnail images should be no larger than 106 by 106 samples, and should be created at one-eighth 
scale for 8.5-by-11-inch and A4-size pages. 

• The minimum page size should be 3 by 3 units in default user space; the maximum should be 14,400 by 
14,400 units. In versions of PDF earlier than 1.6, the size of the default user space unit was fixed at 1 ⁄ 72 
inch, yielding a minimum of approximately 0.04 by 0.04 inch and a maximum of 200 by 200 inches. 
Beginning with PDF 1.6, the size of the unit may be set on a page-by-page basis; the default remains at 1/
72 inch. 

• The magnification factor of a view should be constrained to be between approximately 8 percent and 6400 
percent. 

• When a conforming reader reads a PDF file with a damaged or missing cross-reference table, it may 
attempt to rebuild the table by scanning all the objects in the file. However, the generation numbers of 
deleted entries are lost if the cross-reference table is missing or severely damaged. To facilitate such 
reconstruction, object identifiers, the endobj keyword, and the endstream keyword should appear at the 
start of a line. Also, the data within a stream should not contain a line beginning with the word endstream, 
aside from the required endstream that delimits the end of the stream. 

C.3 Memory limits

Memory limits cannot be characterized as precisely as architectural limits because the amount of available 
memory and the ways in which it is allocated vary from one conforming product to another. 

NOTE Memory is automatically reallocated from one use to another when necessary: when more memory is needed 
for a particular purpose, it can be taken from memory allocated to another purpose if that memory is currently 
unused or its use is nonessential (a cache, for example). Also, data is often saved to a temporary file when 
memory is limited. Because of this behaviour, it is not possible to state limits for such items as the number of 
pages in a document, number of text annotations or hypertext links on a page, number of graphics objects on a 
page, or number of fonts on a page or in a document. 

5 Number of significant decimal digits of precision in fractional part 
(approximate). 

string (in content 
stream)

32,767 Maximum length of a string, in bytes. 
This restriction applies only to strings in content streams. There 
is no effective restriction on other strings in PDF files.

name 127 Maximum length of a name, in bytes. 

indirect object 8,388,607 Maximum number of indirect objects in a PDF file. 

q/Q nesting 28 NOTE Maximum depth of graphics state nesting by q and 
Q operators. This is not a limit as such, but arises 
from the fact that q and Q are implemented by the 
PostScript gsave and grestore operators when 
generating PostScript output. 

DeviceN components 32 Maximum number of colorants or tint components in a DeviceN
colour space. 

CID 65,535 Maximum value of a CID (character identifier). 

Table C.1 –  Architectural limits  (continued)

Quantity Limit Description
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また、適合するライターは次の制約に従う必要があり、かつ準拠読者が制約に従うPDFファイルに対応する必要があります。

•サムネイル画像106は106によって試料より大きくてはならない、と8.5バイ11インチおよびA4サイズページの1/8スケールで作成されるべきです。

•最小ページサイズがデフォルトユーザ空間で3台で3でなければなりません。最大値は、14,400単位により14,400であるべきです。以前1.6よりPDFのバージョンでは、デフォルトのユーザー空間部の大きさは0.04インチと200インチ×200の最大値により約0.04の最小値が得られ、72分の1インチで固定しました。 PDF 1.6以降では、ユニットのサイズは、ページごとに設定することができます。デフォルトでは1/72インチのままです。

準拠した読者が破損または不足している相互参照テーブルを使用してPDFファイルを読み込む場合は•、それはファイル内のすべてのオブジェクトをスキャンして、テーブルを再構築しようとすることができます。相互参照表が見つからないか、ひどく損傷している場合は、削除されたエントリの世代番号が失われます。そのような再構成を容易にするために、オブジェクト識別子、endobjキーワード、およびendstreamキーワードは、行の先頭に表示されます。また、ストリーム内のデータは、ストリームの終わりを区切る必要endstreamは別に、ワードendstreamで始まる行を含めることはできません。

C.3メモリの制限

必要なときNOTEメモリは自動的に別の使用から再割り当てされています。より多くのメモリが特定の目的のために必要とされるときに、メモリが現在使用されていないか、その使用は、例えば、キャッシュ（必須ではない場合、それは他の目的に割り当てられたメモリから撮影することができます）。メモリが限られている場合も、データは多くの場合、一時ファイルに保存されます。この動作のため、それはドキュメントのページ数、ページ上のテキスト注釈またはハイパーテキスト・リンク数、ページ上のグラフィックスオブジェクトの数、またはページ上のフォントの数などの項目の状態制限することはできませんまたは文書インチ

バイト単位（コンテンツストリーム内の）文字列の32,767最大長。この制限は、コンテンツのストリーム内の文字列に適用されます。 PDFファイル内の他の文字列には何の効果的な制限はありません。

バイト数名の名前127の最大長。

PDFファイル内の間接的なオブジェクトの間接目的8,388,607Maximum番号。

Q / Qは、QとQオペレータにより、グラフィック状態の入れ子の28 NOTE最大深さを入れ子に。これは、次のような制限はないが、PostScript出力を生成するときに、Q及びQは、ポストスクリプトgsaveとGRESTOREオペレータによって実施されるという事実から生じます。

CID 65535 CID（文字の識別子）の最大値。

表C.1  - 建築限界（続き）

数量制限の説明
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Character Sets and Encodings

D.1 General

This annex lists the character sets and encodings that shall be predefined in any conforming reader. Simple 
fonts, encompassing Latin text and some symbols, are described here. See 9.7.5.2, "Predefined CMaps" for a 
list of predefined CMaps for CID-keyed fonts. 

D.2, "Latin Character Set and Encodings", describes the entire character set for the Adobe standard Latin-text 
fonts. This character set shall be supported by the Times, Helvetica, and Courier font families, which are 
among the standard 14 predefined fonts; see 9.6.2.2, "Standard Type 1 Fonts (Standard 14 Fonts)". For each 
named character, an octal character code is defined for four different encodings: StandardEncoding, 
MacRomanEncoding, WinAnsiEncoding, and PDFDocEncoding (see Table D.1). Unencoded characters 
are indicated by a dash (—). 

D.3, "PDFDocEncoding Character Set", describes the entire set of characters that can be represented using 
PDFDocEncoding. It presents these characters in numerical order and it describes the Unicode representation 
of each character. This table overlaps the information presented in D.2, "Latin Character Set and Encodings", 
with respect to the presented octal character codes. 

D.4, "Expert Set and MacExpertEncoding", describes the “expert” character set, which contains additional 
characters useful for sophisticated typography, such as small capitals, ligatures, and fractions. For each named 
character, an octal character code is given in MacExpertEncoding. 

NOTE The built-in encoding in an expert font program may be different from MacExpertEncoding. 

D.5, "Symbol Set and Encoding", and D.6, "ZapfDingbats Set and Encoding", describe the character sets and 
built-in encodings for the Symbol and ZapfDingbats (ITC Zapf Dingbats) font programs, which shall be among 
the standard 14 predefined fonts. These fonts have built-in encodings that are unique to each font. The 
characters for ZapfDingbats are ordered by code instead of by name, since the names in that font are 
meaningless. 

Table D.1 –  Latin-text encodings  

Encoding Description

StandardEncoding Adobe standard Latin-text encoding. This is the built-in encoding defined 
in Type 1 Latin-text font programs (but generally not in TrueType font 
programs). Conforming readers shall not have a predefined encoding 
named StandardEncoding. However, it is necessary to describe this 
encoding, since a font’s built-in encoding can be used as the base 
encoding from which differences may be specified in an encoding 
dictionary. 

MacRomanEncoding Mac OS standard encoding for Latin text in Western writing systems. 
Conforming readers shall have a predefined encoding named 
MacRomanEncoding that may be used with both Type 1 and TrueType 
fonts. 

WinAnsiEncoding Windows Code Page 1252, often called the “Windows ANSI” encoding. 
This is the standard Windows encoding for Latin text in Western writing 
systems. Conforming readers shall have a predefined encoding named 
WinAnsiEncoding that may be used with both Type 1 and TrueType 
fonts. 
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文字セットとエンコーディング

D.1一般

この附属書は、任意の準拠リーダーで事前に定義されなければならない文字セットとエンコーディングを示しています。ラテン語のテキストと一部の記号を包み込むシンプルなフォントは、ここで説明されています。 CIDフォントの定義済みCMapをのリストについては、9.7.5.2、「定義済みCMapを」を参照してください。

D.2、「ラテン文字セットとエンコーディング」には、アドビシステムズ社の標準的なラテン文字フォントの全体の文字セットを示します。この文字セットは、標準の14事前に定義されたフォントの中にあるタイムズ、ヘルベチカ、およびCourierフォントファミリによってサポートされなければなりません。 9.6.2.2、 "標準タイプ1フォント（欧文基本14フォント）" を参照してください。 StandardEncoding、MacRomanEncoding、WinAnsiEncoding、およびPDFDocEncoding（表D.1を参照してください）：それぞれの名前付き文字の場合は、進文字コードは、4つの異なるエンコーディングのために定義されています。エンコードされていない文字がダッシュで示されます（ - ）。

D.3は、「PDFDocEncoding文字セット」、PDFDocEncodingを使用して表すことができる文字のセット全体を記述する。これは、番号順にこれらの文字を提示し、それはそれぞれの文字のUnicode表現について説明します。この表は、提示進文字コードに関して、「ラテン文字セットとエンコーディング」、D.2に提示された情報と重なります。

D.4、「エキスパート設定とMacExpertEncoding」は、スモールキャピタル、合字、および分数などの高度なタイポグラフィのために有用な追加の文字を含む「専門家」の文字セットを、説明しています。それぞれの名前付き文字の場合は、進文字コードがMacExpertEncodingに与えられています。

D.5、「シンボルセットとエンコーディング」、およびD.6、「ZAPFDINGBATSセットとエンコーディング」、文字セットを記述し、組み込みの間でなければならシンボルとZAPFDINGBATS（ITCツァップばかだ）フォントプログラム、のためのエンコーディング標準の14の定義済みのフォント。これらのフォントが内蔵されている各フォントに固有のものエンコーディング。そのフォントでの名前は無意味なのでZAPFDINGBATSための文字は、コードではなく、名前によって順序付けされています。

エンコードの説明

StandardEncodingAdobe標準ラテン文字エンコーディング。これは、内蔵されたタイプ1ラテン文字フォントプログラム（一般的ではないTrueTypeフォントプログラム内）で定義されたエンコーディング。準拠した読者はStandardEncodingという名前の定義済みのエンコーディングを持っていてはなりません。しかし、それがため、この符号化を記述する必要があるフォントの組み込みエンコーディング差が符号化辞書に指定することができるから、ベースエンコーディングとして使用することができます。

WinAnsiEncodingWindowsコードページ1252には、多くの場合、「WindowsのANSI」エンコーディングと呼ばれます。これは西洋書き込みシステムにおけるラテン語のテキストのためのWindows標準のエンコーディングです。読者に準拠するタイプ1とTrueTypeフォントの両方で使用することができるWinAnsiEncoding名前事前定義されたエンコーディングを持たなければなりません。
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PDFDocEncoding Encoding for text strings in a PDF document outside the document’s 
content streams. This is one of two encodings (the other being Unicode) 
that may be used to represent text strings; see 7.9.2.2, "Text String 
Type". PDF does not have a predefined encoding named 
PDFDocEncoding; it is not customary to use this encoding to show text 
from fonts. 

MacExpertEncoding An encoding for use with expert fonts—ones containing the expert 
character set. Conforming readers shall have a predefined encoding 
named MacExpertEncoding. Despite its name, it is not a platform-
specific encoding; however, only certain fonts have the appropriate 
character set for use with this encoding. No such fonts are among the 
standard 14 predefined fonts. 

Table D.1 –  Latin-text encodings  (continued)

Encoding Description
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ドキュメントのコンテンツのストリーム外のPDF文書内のテキスト文字列をPDFDocEncodingEncoding。これは、テキスト文字列を表すために使用され得る2つのエンコーディング（他方はユニコード）の一つです。 7.9.2.2、「テキスト文字列タイプ」を参照してください。 PDFはPDFDocEncodingという名前の定義済みのエンコーディングを持っていません。フォントからテキストを表示するには、このエンコーディングを使用することが通例ではありません。

MacExpertEncodingAnは、専門家の文字セットを含む専門家のフォント-もので使用するためにエンコードします。準拠した読者はMacExpertEncodingという名前の定義済みのエンコーディングを持たなければなりません。その名前にもかかわらず、それは、プラットフォーム固有のエンコーディングではありません。しかし、唯一の特定のフォントがこのエンコーディングでの使用に適した文字セットを持っています。そのようなフォントは、標準の14事前に定義されたフォントの中ではありません。

表D.1  - ラテン文字エンコーディング（続き）

エンコードの説明
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D.2 Latin Character Set and Encodings

CHAR CODE (OCTAL) CHAR CODE (OCTAL)
CHAR NAME STD MAC WIN PDF CHAR NAME STD MAC WIN PDF

A A 101 101 101 101
Æ AE 341 256 306 306
Á Aacute  — 347 301 301
Â Acircumflex  — 345 302 302
Ä Adieresis  — 200 304 304
À Agrave  — 313 300 300
Å Aring  — 201 305 305
Ã Atilde  — 314 303 303
B B 102 102 102 102
C C 103 103 103 103
Ç Ccedilla  — 202 307 307
D D 104 104 104 104
E E 105 105 105 105
É Eacute  — 203 311 311
Ê Ecircumflex  — 346 312 312
Ë Edieresis  — 350 313 313
È Egrave  — 351 310 310
Ð Eth  —  — 320 320
€ Euro1  —  — 200 240
F F 106 106 106 106
G G 107 107 107 107
H H 110 110 110 110
I I 111 111 111 111
Í Iacute  — 352 315 315
Î Icircumflex  — 353 316 316
Ï Idieresis  — 354 317 317
Ì Igrave  — 355 314 314
J J 112 112 112 112
K K 113 113 113 113
L L 114 114 114 114
Ł Lslash 350  —  — 225
M M 115 115 115 115
N N 116 116 116 116
Ñ Ntilde  — 204 321 321
O O 117 117 117 117

Œ OE 352 316 214 226
Ó Oacute  — 356 323 323
Ô Ocircumflex  — 357 324 324
Ö Odieresis  — 205 326 326
Ò Ograve  — 361 322 322
Ø Oslash 351 257 330 330
Õ Otilde  — 315 325 325
P P 120 120 120 120
Q Q 121 121 121 121
R R 122 122 122 122
S S 123 123 123 123
Š Scaron  —  — 212 227
T T 124 124 124 124
Þ Thorn  —  — 336 336
U U 125 125 125 125
Ú Uacute  — 362 332 332
Û Ucircumflex  — 363 333 333
Ü Udieresis  — 206 334 334
Ù Ugrave  — 364 331 331
V V 126 126 126 126
W W 127 127 127 127
X X 130 130 130 130
Y Y 131 131 131 131
Ý Yacute  —  — 335 335
Ÿ Ydieresis  — 331 237 230
Z Z 132 132 132 132
Ž Zcaron2  —  — 216 231
a a 141 141 141 141
á aacute  — 207 341 341
â acircumflex  — 211 342 342
´ acute 302 253 264 264
ä adieresis  — 212 344 344
æ ae 361 276 346 346
à agrave  — 210 340 340
& ampersand 046 046 046 046
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D.2ラテン文字セットとエンコーディング

CHAR CODE（8進数）CHAR CODE（8進数）

CHAR NAME STD MAC WIN PDF CHAR NAME STD MAC WINのPDF

A A 101 101 101 101

ÆAE 341 256 306 306A Aacute  -  347 301 301A Acircumflex  -  345 302 302A Adieresis  -  200 304 304A Agrave  -  313 300300ÅARING  -  201 305 305A Atilde  -  314 303 303B B 102 102 102 102C C 103 103 103 103C Ccedilla  -  202 307 307D D 104 104 104 104E E 105 105 105 105E Eacute  -  203 311 311E Ecircumflex  -  346 312 312E Edieresis  -  350 313部313e Egrave  -  351 310 310DのEth  -   -  320 320€Euro1  -   -  200 240F F 106 106 106 106G G 107 107 107 107H H 110 110 110 110I I 111 111 111111ÍIacute  -  352 315315ÎIcircumflex  -  353 316316ÏIdieresis  -  354 317317ÌIgrave  -  355 314 314J J 112 112 112 112K K 113 113 113 113L L 114 114 114 114L Lslash 350  -  -  225M M 115 115 115 115N N 116 116 116 116N Ntilde  -  204 321 321O O 117 117 117 117

ŒOE 352 316 214226ÓOacute  -  356 323323ÔOcircumflex  -  357 324324ÖOdieresis  -  205 326326ÒOgrave  -  361 322322ØOslash 351 257 330330ÕOtilde  -  315 325 325P P 120 120 120 120Q Q 121 121 121 121R R 122 122 122 122S S 123 123 123 123S Scaron  -   -  212 227T T 124 124 124 124番ソーン -   -  336 336U U 125 125 125 125U Uacute  -  362 332332ÛUcircumflex  -  363 333333ÜUdieresis  -  206 334334ÙUgrave  -  364 331 331V V 126 126 126 126W W 127 127 127 127X X 130 130 130 130Y Y 131 131 131 131Y Yacute  -   -  335335ŸYdieresis  -  331 237 230Z Z 132 132 132132ŽZcaron2 -   -  216 141 141 141 231A 141A aacute  -  207 341 341A acircumflex  -  211 342 342 「急性302 253 264 264A adieresis  -  212 344344æAE 361 276 346 346A agrave  -  210 340 340＆アンパサンド046 046 046 046
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CHAR CODE (OCTAL) CHAR CODE (OCTAL)
CHAR NAME STD MAC WIN PDF CHAR NAME STD MAC WIN PDF

å aring  — 214 345 345
^ asciicircum 136 136 136 136
~ asciitilde 176 176 176 176
* asterisk 052 052 052 052
@ at 100 100 100 100
ã atilde  — 213 343 343
b b 142 142 142 142
\ backslash 134 134 134 134
| bar 174 174 174 174
{ braceleft 173 173 173 173
} braceright 175 175 175 175
[ bracketleft 133 133 133 133
] bracketright 135 135 135 135
˘ breve 306 371  — 030
¦ brokenbar  —  — 246 246
• bullet3 267 245 225 200
c c 143 143 143 143
ˇ caron 317 377  — 031
ç ccedilla  — 215 347 347
¸ cedilla 313 374 270 270
¢ cent 242 242 242 242
ˆ circumflex 303 366 210 032
: colon 072 072 072 072
, comma 054 054 054 054
© copyright  — 251 251 251
¤ currency1 250 333 244 244
d d 144 144 144 144
† dagger 262 240 206 201
‡ daggerdbl 263 340 207 202
° degree  — 241 260 260
¨ dieresis 310 254 250 250
÷ divide  — 326 367 367
$ dollar 044 044 044 044
˙ dotaccent 307 372  — 033
ı dotlessi 365 365  — 232
e e 145 145 145 145
é eacute  — 216 351 351

ê ecircumflex  — 220 352 352
ë edieresis  — 221 353 353
è egrave  — 217 350 350
8 eight 070 070 070 070
… ellipsis 274 311 205 203
— emdash 320 321 227 204
– endash 261 320 226 205
= equal 075 075 075 075
ð eth  —  — 360 360
! exclam 041 041 041 041
¡ exclamdown 241 301 241 241
f f 146 146 146 146
fi fi 256 336  — 223
5 five 065 065 065 065
fl fl 257 337  — 224
ƒ florin 246 304 203 206
4 four 064 064 064 064
⁄ fraction 244 332  — 207
g g 147 147 147 147
ß germandbls 373 247 337 337
` grave 301 140 140 140
> greater 076 076 076 076
« guillemotleft4 253 307 253 253
» guillemotright4 273 310 273 273
‹ guilsinglleft 254 334 213 210
› guilsinglright 255 335 233 211
h h 150 150 150 150
˝ hungarumlaut 315 375  — 034
- hyphen5 055 055 055 055
i i 151 151 151 151
í iacute  — 222 355 355
î icircumflex  — 224 356 356
ï idieresis  — 225 357 357
ì igrave  — 223 354 354
j j 152 152 152 152
k k 153 153 153 153
l l 154 154 154 154
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CHAR CODE（8進数）CHAR CODE（8進数）

CHAR NAME STD MAC WIN PDF CHAR NAME STD MAC WINのPDF

åARING  -  214 345 345 ^ asciicircum 136 136 136 136〜asciitilde 176 176 176 176 *アスタリスク052 052 052 052 100 100 100 100A atildeで@  -  142 142 142 142 B 213 343 343B \バックスラッシュ134 134 134 134 | 135˘135 135 135 174 174 174 174 {braceleft 173 173 173 173} braceright 175 175 175 175 [bracketleft 133 133 133 133] bracketrightをバー306 371ブレーベ -  030| brokenbar  -   -  143 143 143 246 246 C•bullet3267 245 225 200C 143カロン317 377  - 031çccedilla  -  215 347 347セディーユ313 374 270 270¢セント242 242 242 242回旋303 366 210 032：結腸072 072 072 072、コンマ054 054 054 054©著作権 -  251 251 333 244251¤currency1250 244D D 144 144 144 144†ダガー262 240 206 201‡daggerdbl 263 340 207 202°度 -  241 260 260 dieresis 310 254 250 250÷分割 -  326 367 367 $ドル044 044 044044˙dotaccent 307 372  - 033ıdotlessi 365 365  -  232E E 145 145 145 145E eacute  -  216 351 351

êecircumflex  -  220 352 352eをedieresis  -  221 353353èegrave  -   -  360 360から217 350 3508 8 070 070 070 070 ...省略記号274 311 205 203- emdash 320 321 227 204- endash 261 320 226 205 =は、075 075 075075ðETHに等しく！ exclam 041 041 041041¡exclamdown 241 301 241 241F 146 146 146fi 146 F Fiの256 336  - フローリン224ƒ246 304 203 2064 4 064 064 064 064/画分244 332  -   -  207グラムG 147 147 2235 5 065 065 065 257 337 FL 065fl 147147ßgermandbls 373 247 337 337`墓301 140 140 140>大きい076 076 076 076«guillemotleft4253 307 253 253»guillemotright4 273310 273 273 <guilsinglleft 254 334 213 210> guilsinglright 255 335 233 211HのH 150 150 150150˝hungarumlaut 315 375 -  034-hyphen5055 055 055 055i I 151 151 151151íiacute  -  222 355355îicircumflex  -  224 356356ïidieresis  -  225 357357ìigrave  -  223 354 354j J 152 152 152 152K K 153 153 153 153リットルL 154 154 154 154
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CHAR CODE (OCTAL) CHAR CODE (OCTAL)
CHAR NAME STD MAC WIN PDF CHAR NAME STD MAC WIN PDF

< less 074 074 074 074
¬ logicalnot  — 302 254 254
ł lslash 370  —  — 233
m m 155 155 155 155
¯ macron 305 370 257 257
− minus  —  —  — 212
μ mu  — 265 265 265
× multiply  —  — 327 327
n n 156 156 156 156
9 nine 071 071 071 071
ñ ntilde  — 226 361 361
# numbersign 043 043 043 043
o o 157 157 157 157
ó oacute  — 227 363 363
ô ocircumflex  — 231 364 364
ö odieresis  — 232 366 366
œ oe 372 317 234 234
˛ ogonek 316 376  — 035
ò ograve  — 230 362 362
1 one 061 061 061 061
½ onehalf  —  — 275 275
¼ onequarter  —  — 274 274
¹ onesuperior  —  — 271 271
ª ordfeminine 343 273 252 252
º ordmasculine 353 274 272 272
ø oslash 371 277 370 370
õ otilde  — 233 365 365
p p 160 160 160 160
¶ paragraph 266 246 266 266
( parenleft 050 050 050 050
) parenright 051 051 051 051
% percent 045 045 045 045
. period 056 056 056 056
· periodcentered 264 341 267 267
‰ perthousand 275 344 211 213
+ plus 053 053 053 053
± plusminus  — 261 261 261

q q 161 161 161 161
? question 077 077 077 077
¿ questiondown 277 300 277 277
" quotedbl 042 042 042 042
„ quotedblbase 271 343 204 214
“ quotedblleft 252 322 223 215
” quotedblright 272 323 224 216
‘ quoteleft 140 324 221 217
’ quoteright 047 325 222 220
‚ quotesinglbase 270 342 202 221
' quotesingle 251 047 047 047
r r 162 162 162 162
® registered  — 250 256 256
˚ ring 312 373  — 036
s s 163 163 163 163
š scaron  —  — 232 235
§ section 247 244 247 247
; semicolon 073 073 073 073
7 seven 067 067 067 067
6 six 066 066 066 066
/ slash 057 057 057 057
 space6 040 040 040 040
£ sterling 243 243 243 243
t t 164 164 164 164
þ thorn  —  — 376 376
3 three 063 063 063 063
¾ threequarters  —  — 276 276
³ threesuperior  —  — 263 263
˜ tilde 304 367 230 037
™ trademark  — 252 231 222
2 two 062 062 062 062
² twosuperior  —  — 262 262
u u 165 165 165 165
ú uacute  — 234 372 372
û ucircumflex  — 236 373 373
ü udieresis  — 237 374 374
ù ugrave  — 235 371 371
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CHAR CODE（8進数）CHAR CODE（8進数）

CHAR NAME STD MAC WIN PDF CHAR NAME STD MAC WINのPDF

<未満074 074 074074¬logicalnot  -  302 254 254L lslash 370  -   -  233メートルM 155 155 155 155 305 370 257長音257-マイナス -   -   - 212μMU  -  265 265 265×乗算 -   -  327 327n N 156 156 156 1569 9 071 071 071071ñntilde  -  227 363363ôocircumflex  -   -  231 364364öodieresis  -  232 366366œOE 372 317 234234˛オゴネク316 376  - 035òograve  -  230 226 361 361＃のnumbersign 043 043 043 043o 157 157157óoacute 157 O -  274274¹onesuperior  -   -   -  271271ªordfeminine 343 273 252252ºordmasculine 353 274 272272øoslash 371 277 370370õotilde  -  233 365 365p P 160 160 160160¶段落266 362 3621 1 061 061 061061½onehalfが -   - 275¼onequarter 275 246 266 266（parenleft 050 050 050 050）parenright 051 051 051 056 056 056 056・264 341 267 267‰perthousand 275 344 211 213+プラス053 053 053 053±plusminusをperiodcenteredパーセント045 045 045 045.期間051パーセント -  261 261 261

Q qを161 161 161 161？質問077 077 077077¿questiondown 277 300 277 277" quotedbl 042 042 042 042 『quotedblbase 271 343 204 214』 quotedblleft 252 322 223 215” quotedblright 272 323 224 216' 、047 325 222 220 quoteright 140 324 221 217' quoteleftを270 quotesinglbase 342 202 221' quotesingle 251 047 047 047r R 162 162 162162®登録 -  250 256256˚リング312 373  -  036s S 163 163 163163šscaron  -   -  247 244 247 247 232235§部と、セミコロン073 073 073 0737 067 7 -  376 3763 3 063 063 063063¾threequarters  -   -   -  276276³threesuperior  -   -  067 067 0676 6 066 066 066 066/057 057 057 057 040 040 040 space6040£スターリング243 243 243 243トンT 164 164 164 164番目棘スラッシュ263 263~ 304 367 230 037チルダ™商標 -  252 231 2222 2 062 062 062062²twosuperior  -   -  262 262u U 165 165 165 165U uacute  -  234 372372ûucircumflex  -  236 373 373U udieresis  -  237 374374ùugrave  -  235 371 371
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1. In PDF 1.3, the euro character was added to the Adobe standard Latin character set. It shall be en-
coded as 200 in WinAnsiEncoding and 240 in PDFDocEncoding, assigning codes that were pre-
viously unused. Apple changed the Mac OS Latin-text encoding for code 333 from the currency 
character to the euro character. However, this incompatible change has not been reflected in PDF’s 
MacRomanEncoding, which shall continue to map code 333 to currency. If the euro character is 
desired, an encoding dictionary may be used to specify this single difference from MacRomanEn-
coding. 

2. In PDF 1.3, the existing Zcaron and zcaron characters were added to WinAnsiEncoding as the 
previously unused codes 216 and 236. 

3. In WinAnsiEncoding, all unused codes greater than 40 map to the bullet character. However, only 
code 225 shall be specifically assigned to the bullet character; other codes are subject to future re-
assignment. 

4. The character names guillemotleft and guillemotright are misspelled. The correct spelling for this 
punctuation character is guillemet. However, the misspelled names are the ones actually used in 
the fonts and encodings containing these characters. 

5. The hyphen character is also encoded as 255 in WinAnsiEncoding. The meaning of this duplicate 
code shall be “soft hyphen,” but it shall be typographically the same as hyphen. 

6. The SPACE character shall also be encoded as 312 in MacRomanEncoding and as 240 in 
WinAnsiEncoding. This duplicate code shall signify a nonbreaking space; it shall be typographi-
cally the same as (U+003A) SPACE. 

D.3 PDFDocEncoding Character Set 

The column titled Notes uses the following abbreviations:

U Undefined code point in PDFDocEncoding

SR Unicode codepoint that may require special representation in XML in some con-
texts.

Table D.2 –  PDFDocEncoding Character Set  

Character Dec Hex Octal Unicode Unicode character name or  
(alternative alias)

Notes

^@ 0 0x00 0000 U+0000 (NULL) U 

^A 1 0x01 0001 U+0001 (START OF HEADING) U

^B 2 0x02 0002 U+0002 (START OF TEXT) U

^C 3 0x03 0003 U+0003 (END OF TEXT) U

^D 4 0x04 0004 U+0004 (END OF TEXT) U

^E 5 0x05 0005 U+0005 (END OF TRANSMISSION) U

CHAR CODE (OCTAL) CHAR CODE (OCTAL)
CHAR NAME STD MAC WIN PDF CHAR NAME STD MAC WIN PDF

_ underscore 137 137 137 137
v v 166 166 166 166
w w 167 167 167 167
x x 170 170 170 170
y y 171 171 171 171
ý yacute  —  — 375 375

ÿ ydieresis  — 330 377 377
¥ yen 245 264 245 245
z z 172 172 172 172
ž zcaron2  —  — 236 236
0 zero 060 060 060 060
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1. PDF 1.3では、ユーロ文字は、Adobe標準ラテン文字セットに追加されました。これは、事前viously未使用したコードを割り当てる、PDFDocEncodingにWinAnsiEncoding 200及び240としてエンコードされなければなりません。アップルは、ユーロ文字に通貨の文字からコード333のためのMac OSラテンテキストエンコーディングを変更しました。しかし、この互換性のない変更は、通貨にコード333をマッピングし続けるものとし、PDFのMacRomanEncodingには反映されていません。ユーロ文字が所望される場合、コード辞書はMacRomanEnコードからこの単一の差を指定するために使用されてもよいです。

2. PDF 1.3では、既存のZcaronとzcaron文字が以前に未使用コード216及び236としてWinAnsiEncodingに添加しました。

3.ではWinAnsiEncoding、箇条書きの文字へのすべての未使用コードよりも大きい40のマップ。しかし、唯一のコード225は、具体的に箇条書き文字に割り当てなければなりません。他のコードは、将来の再割り当ての対象となっています。

4.文字の名前はguillemotleftとguillemotrightをスペルミスしています。この句読点の正しい綴りはguillemetです。しかし、スペルミスの名前は、実際にこれらの文字を含むフォントとエンコーディングに使用されるものです。

5.ハイフン文字もWinAnsiEncodingで255として符号化されています。この重複したコードの意味は、「ソフトハイフン、」しなければならないが、それはハイフンと活字と同じでなければなりません。

メモの欄には、次の略語を使用しています：

PDFDocEncodingでUUndefinedコードポイント

いくつかのCON-テキストにXMLで特別な表現を必要とするかもしれないSR Unicodeのコードポイント。

文字進16進オクタル・UnicodeのUnicode文字の名前または（代替別名）の注意事項

^ A 1は0x01 0001 U + 0001（HEADING開始）U

^ B 2 0x02の0002 U + 0002（テキストの開始）U

^ C 3 0x03の0003 U + 0003（テキストの終わり）U

^ D 4 0x04の0004 U + 0004（テキストの終わり）U

^ E 5 0x05の0005 U + 0005（送信終了）U

CHAR CODE（8進数）CHAR CODE（8進数）

CHAR NAME STD MAC WIN PDF CHAR NAME STD MAC WINのPDF

_アンダー137 137 137 137v V 166 166 166 166ワット167 167 167 167x X 170 170 170 170ワット

yのyの171 171 171 171

Ýyacute  -   -  375 375

ÿydieresis  -  330 377 377¥円245 264 245 245z Z 172 172 172172žzcaron2 -   -  236 2360ゼロ060 060 060 060
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^F 6 0x06 0006 U+0006 (ACKNOWLEDGE) U

^G 7 0x07 0007 U+0007 (BELL) U

^H 8 0x08 0010 U+0008 (BACKSPACE) U

^I 9 0x09 0011 U+0009 (CHARACTER TABULATION) SR

^J 10 0x0a 0012 U+000A (LINE FEED) SR

^K 11 0x0b 0013 U+000B (LINE TABULATION) U

^L 12 0x0c 0014 U+000C (FORM FEED) U

^M 13 0x0d 0015 U+000D (CARRIAGE RETURN) SR

^N 14 0x0e 0016 U+000E (SHIFT OUT) U

^O 15 0x0f 0017 U+000F (SHIFT IN) U

^P 16 0x10 0020 U+0010 (DATA LINK ESCAPE) U

^Q 17 0x11 0021 U+0011 (DEVICE CONTROL ONE) U

^R 18 0x12 0022 U+0012 (DEVICE CONTROL TWO) U

^S 19 0x13 0023 U+0013 (DEVICE CONTROL THREE) U

^T 20 0x14 0024 U+0014 (DEVICE CONTROL FOUR) U

^U 21 0x15 0025 U+0015 (NEGATIVE ACKNOWLEDGE) U

^V 22 0x16 0026 U+0017 (SYNCRONOUS IDLE) U

^W 23 0x17 0027 U+0017 (END OF TRANSMISSION BLOCK) U

u 24 0x18 0030 U+02D8 BREVE

v 25 0x19 0031 U+02C7 CARON

^ 26 0x1a 0032 U+02C6 MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX 
ACCENT

· 27 0x1b 0033 U+02D9 DOT ABOVE

” 28 0x1c 0034 U+02DD DOUBLE ACUTE ACCENT

, 29 0x1d 0035 U+02DB OGONEK

° 30 0x1e 0036 U+02DA RING ABOVE

~ 31 0x1f 0037 U+02DC SMALL TILDE

32 0x20 0040 U+0020 SPACE (&#32;) 

! 33 0x21 0041 U+0021 EXCLAMATION MARK SR

" 34 0x22 0042 U+0022 QUOTATION MARK (&quot;) SR

# 35 0x23 0043 U+0023 NUMBER SIGN

$ 36 0x24 0044 U+0024 DOLLAR SIGN

% 37 0x25 0045 U+0025 PERCENT SIGN

& 38 0x26 0046 U+0026 AMPERSAND (&amp;)

Table D.2 –  PDFDocEncoding Character Set  (continued)

Character Dec Hex Octal Unicode Unicode character name or  
(alternative alias)

Notes
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^ F 6 0x06で0006 U + 0006（ACKNOWLEDGE）U

^ G 7 0x07の0007 U + 0007（BELL）U

^ H 8 0x08の0010 U + 0008（BACKSPACE）U

^ I 9 0x09の0011 U + 0009（CHARACTER集計）SR

^ J 10は0x0A 0012 U + 000A（改行）SR

^ K 11 0x0Bの0013 U + 000B（LINE集計）U

^ L 12 0x0Cの0014 U + 000C（FORM送り）U

^ M 13 0x0Dの0015 U + 000D（キャリッジリターン）SR

^ N 14 0x0Eの0016 U + 000E（SHIFTのOUT）U

^ O 15 0x0Fの0017 U + 000F（シフトIN）U

^ P 16の0x10 0020 U + 0010（DATA LINKエスケープ）U

^ Q 17 0x11を0021 U + 0011（DEVICEのCONTROL ONE）U

^ R 18 0x12を0022 U + 0012（DEVICE CONTROL TWO）U

^ S 19 0x13に0023 U + 0013（DEVICE CONTROL THREE）U

^ T 20 0x14に0024 U + 0014（DEVICE CONTROL FOUR）U

^ U 21 0x15の0025 U + 0015（否定応答）U

^ V 22 0x16 0026 U + 0017（SYNCRONOUS IDLE）U

^ W 23 0x17の0027 U + 0017（送信ブロックの終了）U

U 24 0x18の0030 U + 02D8ブレーベ

V25 0x19 0031 U + 02C7 CARON

^ 26 0x1a 0032 U + 02C6 MODIFIER LETTER曲折アクセント

・27として0x1B 0033 U + 02D9 DOT ABOVE

」28 0x1cに0034 U + 02DDダブルアキュート

、29は、0035 U + 02DBオゴネクを0x1Dの

°30 0x1eが表示0036 U + 02DA RING ABOVE

〜31から0x1f 0037 U + 02DC SMALL TILDE

！ 33 0x21で0041 U + 0021感嘆符のSR

「34ただし0x22 0042 U + 0022引用符（＆QUOT;）SR

＃35 0x23 0043 U + 0023番号記号

$ 36 0x24を0044 U + 0024ドル記号

37％0x25 0045 U + 0025パーセント記号

＆38 0x26 0046 U + 0026アンパサンド（＆アンプ;）

表D.2  -  PDFDocEncoding文字セット（続き）

文字進16進オクタル・UnicodeのUnicode文字の名前または（代替別名）の注意事項
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' 39 0x27 0047 U+0027 APOSTROPHE (&apos;)

( 40 0x28 0050 U+0028 LEFT PARENTHESIS

) 41 0x29 0051 U+0029 RIGHT PARENTHESIS

* 42 0x2a 0052 U+002A ASTERISK

+ 43 0x2b 0053 U+002B PLUS SIGN

, 44 0x2c 0054 U+002C COMMA

- 45 0x2d 0055 U+002D HYPHEN-MINUS

. 46 0x2e 0056 U+002E FULL STOP (PERIOD)

/ 47 0x2f 0057 U+002F SOLIDUS (slash)

0 48 0x30 0060 U+0030 DIGIT ZERO

1 49 0x31 0061 U+0031 DIGIT ONE

2 50 0x32 0062 U+0032 DIGIT TWO

3 51 0x33 0063 U+0033 DIGIT THREE

4 52 0x34 0064 U+0034 DIGIT FOUR

5 53 0x35 0065 U+0035 DIGIT FIVE

6 54 0x36 0066 U+0036 DIGIT SIX

7 55 0x37 0067 U+0037 DIGIT SEVEN

8 56 0x38 0070 U+0038 DIGIT EIGJT

9 57 0x39 0071 U+0039 DIGIT NINE

: 58 0x3a 0072 U+003A COLON

; 59 0x3b 0073 U+003B SEMICOLON

< 60 0x3c 0074 U+003C LESS THAN SIGN (&lt;) SR

= 61 0x3d 0075 U+003D EQUALS SIGN

> 62 0x3e 0076 U+003E GREATER THAN SIGN (&gt;)

? 63 0x3f 0077 U+003F QUESTION MARK

@ 64 0x40 0100 U+0040 COMMERCIAL AT 

A 65 0x41 0101 U+0041

B 66 0x42 0102 U+0042

C 67 0x43 0103 U+0043

D 68 0x44 0104 U+0044

E 69 0x45 0105 U+0045

F 70 0x46 0106 U+0046

G 71 0x47 0107 U+0047

Table D.2 –  PDFDocEncoding Character Set  (continued)

Character Dec Hex Octal Unicode Unicode character name or  
(alternative alias)

Notes
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（40の0x28 0050 U + 0028左括弧

）41 0x29 0051 U + 0029右カッコ

* 42 0x2a 0052 U + 002A ASTERISK

+ 43 0x2Bを0053 U + 002B PLUS SIGN

、44 0x2c 0054 U + 002C COMMA

 -  45 0x2d 0055 U + 002DハイフンMINUS

。 46 0x2e 0056 U + 002E FULL STOP（周期）

/ 47 0x2f 0057 U + 002F SOLIDUS（スラッシュ）

0 48 0x30から0060 U + 0030 DIGIT ZERO

1 49 0x31 0061 U + 0031 DIGITのONE

2~50 0x32の0062 U + 0032 DIGIT TWO

3 51 0x33の0063 U + 0033 DIGIT THREE

4 52 0x34の0064 U + 0034 DIGIT FOUR

5 53 0x35の0065 U + 0035 DIGIT FIVE

6 54 0x36 0066 U + 0036 DIGIT SIX

7 55 0x37は0067 U + 0037 DIGIT SEVEN

8 56 0x38 0070 U + 0038 DIGIT EIGJT

9 57ます。0x39 0071 U + 0039 DIGIT NINE

：58 0x3a 0072 U + 003AのCOLON

; 59 0x3b 0073 U + 003B SEMICOLON

<60 0x3cの0074 U + 003C未満のSIGN（＆LT;）SR

> 62 0x3e 0076 U + 003Eより大きい記号（＆GT;）

？ 63 0x3fを0077 U + 003F QUESTION MARK

65 0×41 0101 U + 0041

B 66の0x42 0102 U + 0042

C 67 0x43この0103 U + 0043

D 68 0x44の0104 U + 0044

E 69 0x45 0105 U + 0045

0x46の0106 U + 0046 F 70

G 71 0x47 0107 U + 0047

表D.2  -  PDFDocEncoding文字セット（続き）

文字進16進オクタル・UnicodeのUnicode文字の名前または（代替別名）の注意事項
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H 72 0x48 0110 U+0048

I 73 0x49 0111 U+0049

J 74 0x4a 0112 U+004A

K 75 0x4b 0113 U+004B

L 76 0x4c 0114 U+004C

M 77 0x4d 0115 U+004D

N 78 0x4e 0116 U+004E

O 79 0x4f 0117 U+004F

P 80 0x50 0120 U+0050

Q 81 0x51 0121 U+0051

R 82 0x52 0122 U+0052

S 83 0x53 0123 U+0053

T 84 0x54 0124 U+0054

U 85 0x55 0125 U+0055

V 86 0x56 0126 U+0056

W 87 0x57 0127 U+0057

X 88 0x58 0130 U+0058

Y 89 0x59 0131 U+0059

Z 90 0x5a 0132 U+005A

[ 91 0x5b 0133 U+005B LEFT SQUARE BRACKET

\ 92 0x5c 0134 U+005C REVERSE SOLIDUS (backslash)

] 93 0x5d 0135 U+005D RIGHT SQUARE BRACKET

^ 94 0x5e 0136 U+005E CIRCUMFLEX ACCENT (hat)

_ 95 0x5f 0137 U+005F LOW LINE (SPACING UNDERSCORE)

` 96 0x60 0140 U+0060 GRAVE ACCENT

a 97 0x61 0141 U+0061

b 98 0x62 0142 U+0062

c 99 0x63 0143 U+0063

d 100 0x64 0144 U+0064

e 101 0x65 0145 U+0065

f 102 0x66 0146 U+0066

g 103 0x67 0147 U+0067

h 104 0x68 0150 U+0068

Table D.2 –  PDFDocEncoding Character Set  (continued)

Character Dec Hex Octal Unicode Unicode character name or  
(alternative alias)

Notes
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H 72 0x48 0110 U + 0048

I 73 0x49 0111 U + 0049

J 74 0x4a 0112 U + 004A

K 75 0x4b 0113 U + 004B

L 76 0x4c 0114 U + 004C

M 77 0x4d 0115 U + 004D

N 78の0x4E 0116 U + 004E

O 79 0x4f 0117 U + 004F

P 80 0x50を0120 U + 0050

Q 81 0x51 0121 U + 0051

0x52 0122 U + 0052 R 82

S 83 $ 53 0123 U + 0053

T 84が0x54 0124 U + 0054

U + 0055 U 85 0x55を0125

0x56 0126 U + 0056 V 86

87 0x57 0127 W U + 0057

X 88 0x58 0130 U + 0058

Y 89 0x59 0131 U + 0059

Z 90 0x5a 0132 U + 005A

[91 0x5b 0133 U + 005B左角括弧は

\ 92コードに5C 0134 U + 005C REVERSE SOLIDUS（バックスラッシュ）

] 93 0x5d 0135 U + 005D右角カッコ

^ 94 0x5Eの0136 U + 005E曲折アクセント（帽子）

_ 95 0x5f 0137 U + 005F LOW LINE（SPACING下線）

`96 0x60 0140 U + 0060低アクセント

970x61 0141 U + 0061

B 98 0x62 0142 U + 0062

C 99は0x63 0143 U + 0063

D 100 0x64 0144 U + 0064

E 101 0x65 0145 U + 0065

102は0x66 0146 F U + 0066

U + 0067グラム103 0x67 0147

時間104 0x68 0150 U + 0068

表D.2  -  PDFDocEncoding文字セット（続き）

文字進16進オクタル・UnicodeのUnicode文字の名前または（代替別名）の注意事項
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i 105 0x69 0151 U+0069

j 106 0x6a 0152 U+006A

k 107 0x6b 0153 U+006B

l 108 0x6c 0154 U+006C

m 109 0x6d 0155 U+006D

n 110 0x6e 0156 U+006E

o 111 0x6f 0157 U+006F

p 112 0x70 0160 U+0070

q 113 0x71 0161 U+0071

r 114 0x72 0162 U+0072

s 115 0x73 0163 U+0073

t 116 0x74 0164 U+0074

u 117 0x75 0165 U+0075

v 118 0x76 0166 U+0076

w 119 0x77 0167 U+0077

x 120 0x78 0170 U+0078

y 121 0x79 0171 U+0079

z 122 0x7a 0172 U+007A

{ 123 0x7b 0173 U+007B LEFT CURLY BRACKET

| 124 0x7c 0174 U+007C VERTICAL LINE

} 125 0x7d 0175 U+007D RIGHT CURLY BRACKET

~ 126 0x7e 0176 U+007E TILDE

127 0x7f 0177 Undefined U

• 128 0x80 0200 U+2022 BULLET

† 129 0x81 0201 U+2020 DAGGER

‡ 130 0x82 0202 U+2021 DOUBLE DAGGER

… 131 0x83 0203 U+2026 HORIZONTAL ELLIPSIS

— 132 0x84 0204 U+2014 EM DASH

– 133 0x85 0205 U+2013 EN DASH

ƒ 134 0x86 0206 U+0192

135 0x87 0207 U+2044 FRACTION SLASH (solidus)

‹ 136 0x88 0210 U+2039 SINGLE LEFT-POINTING ANGLE 
QUOTATION MARK

Table D.2 –  PDFDocEncoding Character Set  (continued)

Character Dec Hex Octal Unicode Unicode character name or  
(alternative alias)

Notes
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I 105 0x69の0151 U + 0069

J 106 0x6a 0152 U + 006A

K 107 0x6b 0153 U + 006B

L 108 0x6c 0154 U + 006C

M 109 0x6d 0155 U + 006D

N 110 0x6e 0156 U + 006E

111 0157 0x6f U + 006F O

P 112 0x70 0160 U + 0070

Q 113（0x71）を0161 U + 0071

R 114 0x72 0162 U + 0072

U + 0073よ115 0x73 0163

T 116 0x74 0164 U + 0074

U 117 0x75 0165 U + 0075

V 118 0x76 0166 U + 0076

U + 0077 119 0x77 0167ワット

X 120 0x78と0170 U + 0078

Y 121 0x79 0171 U + 0079

Z 122 0x7Aの0172 U + 007A

{123 0x7Bと0173 U + 007B LEFT中かっこ

| 124 0x7c 0174 U + 007C縦線

} 125 0x7d 0175 U + 007D RIGHT中かっこ

〜126 0x7eの0176 U + 007E TILDE

127から0x7f 0177不定U

•128は0x80 0200 U + 2022 BULLET

†129 0x81と0201 U + 2020 DAGGER

‡1300x82 0202 U + 2021 DOUBLE DAGGER

... 131 0x83の0203 U + 2026 HORIZONTAL ELLIPSIS

 -  132 0x84の0204 U + 2014のEM DASH

 -  133 0x85 0205 U + 2013のEN DASH

U + 0192ƒ134 0x86で0206

135 0x87の0207 U + 2044フラクションスラッシュ（固相線）

<136 0x88 0210 U + 2039 SINGLE左向きANGLE引用符

表D.2  -  PDFDocEncoding文字セット（続き）

文字進16進オクタル・UnicodeのUnicode文字の名前または（代替別名）の注意事項
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› 137 0x89 0211 U+203A SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE 
QUOTATION MARK

Š 138 0x8a 0212 U+2212

‰ 139 0x8b 0213 U+2030 PER MILLE SIGN

„ 140 0x8c 0214 U+201E DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK 
(quotedblbase)

“ 141 0x8d 0215 U+201C LEFT DOUBLE QUOTATION MARK (double 
quote left)

” 142 0x8e 0216 U+201D RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK 
(quotedblright)

‘ 143 0x8f 0217 U+2018 LEFT SINGLE QUOTATION MARK 
(quoteleft)

’ 144 0x90 0220 U+2019 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK 
(quoteright)

‚ 145 0x91 0221 U+201A SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK 
(quotesinglbase)

™ 146 0x92 0222 U+2122 TRADE MARK SIGN

fi 147 0x93 0223 U+FB01 LATIN SMALL LIGATURE FI

fl 148 0x94 0224 U+FB02 LATIN SMALL LIGATURE FL

149 0x95 0225 U+0141 LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE

OE 150 0x96 0226 U+0152 LATIN CAPITAL LIGATURE OE

Š 151 0x97 0227 U+0160 LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON 

Ÿ 152 0x98 0230 U+0178 LATIN CAPITAL LETTER Y WITH 
DIAERESIS

Z hat 153 0x99 0231 U+017D LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON

i 154 0x9a 0232 U+0131 LATIN SMALL LETTER DOTLESS I 

l/ 155 0x9b 0233 U+0142 LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE 

œ 156 0x9c 0234 U+0153 LATIN SMALL LIGATURE OE 

š 157 0x9d 0235 U+0161 LATIN SMALL LETTER S WITH CARON 

ž 158 0x9e 0236 U+017E LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON 

159 0x9f 0237 Undefined U

€ 160 0xa0 0240 U+20AC EURO SIGN 

¡ 161 0xa1 0241 U+00A1 INVERTED EXCLAMATION MARK 

¢ 162 0xa2 0242 U+00A2 CENT SIGN

£ 163 0xa3 0243 U+00A3 POUND SIGN (sterling)

¤ 164 0xa4 0244 U+00A4 CURRENCY SIGN

¥ 165 0xa5 0245 U+00A5 YEN SIGN

Table D.2 –  PDFDocEncoding Character Set  (continued)

Character Dec Hex Octal Unicode Unicode character name or  
(alternative alias)

Notes
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> 137 0x89 0211 U + 203A SINGLE右向きANGLE QUOTATION MARK

ステップS138 0x8a 0212 U + 2212

‰139 0x8b 0213 U + 2030 PER MILLEのSIGN

「140 0x8c 0214 U + 201E DOUBLE LOW-9引用符（quotedblbase）

「141 0x8d 0215 U + 201C LEFTダブルクォーテーションマーク（左の二重引用符）

」142 0x8Eが0216 U + 201D RIGHTダブルクォーテーションマーク（quotedblright）

「143 0x8f 0217 U + 2018 LEFTシングルクォーテーションマーク（quoteleft）

」144 0x90を0220 U + 2019 RIGHTシングルクォーテーションマーク（quoteright）

、145 0x91を0221 U + 201A単一の低9引用符（quotesinglbase）

™146 0x92 0222 U + 2122 TRADE MARKのSIGN

Fiの147 0x93 0223 U + FB01 LATIN SMALL LIGATURE FI

FL 148 0x94 0224 U + FB02ラテンLIGATURE FL

149 0x95 0225 U +ストロークで0141 LATIN CAPITAL LETTER L

OE 150 0x96 0226 U + 0152 LATIN CAPITAL LIGATURE OE

Ÿ152 0×98 0230 U + 0178 LATIN CAPITAL LETTER Y WITHダイエレシス

Zハット153 0x99 0231 U + 017D LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON

159 0x9f 0237Undefined U

¢162 0xa2 0242 U + 00A2のセントSIGN

£163 0xA3の0243 U + 00A3のポンド記号（ポンド）

¤164 0xA4の0244 U + 00A4の通貨記号

¥165 0xA5の0245 U + 00A5円SIGN

表D.2  -  PDFDocEncoding文字セット（続き）

文字進16進オクタル・UnicodeのUnicode文字の名前または（代替別名）の注意事項
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¦ 166 0xa6 0246 U+00A6 BROKEN BAR

§ 167 0xa7 0247 U+00A7 SECTION SIGN

¨ 168 0xa8 0250 U+00A8 DIAERESIS

© 169 0xa9 0251 U+00A9 COPYRIGHT SIGN

ª 170 0xaa 0252 U+00AA FEMININE ORDINAL INDICATOR

« 171 0xab 0253 U+00AB LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE 
QUOTATION MARK

¬ 172 0xac 0254 U+00AC NOT SIGN

173 0xad 0255 Undefined U

® 174 0xae 0256 U+00AE REGISTERED SIGN

¯ 175 0xaf 0257 U+00AF MACRON

° 176 0xb0 0260 U+00B0 DEGREE SIGN

± 177 0xb1 0261 U+00B1 PLUS-MINUS SIGN

² 178 0xb2 0262 U+00B2 SUPERSCRIPT TWO

³ 179 0xb3 0263 U+00B3 SUPERSCRIPT THREE

´ 180 0xb4 0264 U+00B4 ACUTE ACCENT

µ 181 0xb5 0265 U+00B5 MICRO SIGN

¶ 182 0xb6 0266 U+00B6 PILCROW SIGN

· 183 0xb7 0267 U+00B7 MIDDLE DOT

¸ 184 0xb8 0270 U+00B8 CEDILLA

¹ 185 0xb9 0271 U+00B9 SUPERSCRIPT ONE

º 186 0xba 0272 U+00BA MASCULINE ORDINAL INDICATOR

» 187 0xbb 0273 U+00BB RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE 
QUOTATION MARK

¼ 188 0xbc 0274 U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER

½ 189 0xbd 0275 U+00BD VULGAR FRACTION ONE HALF

¾ 190 0xbe 0276 U+00BE VULGAR FRACTION THREE QUARTERS

¿ 191 0xbf 0277 U+00BF INVERTED QUESTION MARK

À 192 0xc0 0300 U+00C0

Á 193 0xc1 0301 U+00C1

Â 194 0xc2 0302 U+00C2

Ã 195 0xc3 0303 U+00C3

Ä 196 0xc4 0304 U+00C4

Å 197 0xc5 0305 U+00C5

Table D.2 –  PDFDocEncoding Character Set  (continued)

Character Dec Hex Octal Unicode Unicode character name or  
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| 166は0xA6 0246 U + 00A6 BROKEN BAR

§167 0xa7 0247 U + 00A7の節記号

¨168 0xa8 0250 U + 00A8ダイエレシス

©169 0xa9 0251 U + 00A9の著作権SIGN

ª170 0xAAを0252 U + 00AA FEMININE序数標識

«171 0xab 0253 U + 00AB左向きDOUBLE ANGLE QUOTATION MARK

¬172 0xACの0254 U + 00ACはNOT SIGN

173 0xADの0255未定義U

®174 0xAEの0256 U + 00AE REGISTEREDのSIGN

¯175 0xaf 0257 U + 00AF MACRON

°176 0xb0 0260 U + 00B0 DEGREEのSIGN

±177の0xB1 0261 U + 00B1プラスマイナス記号

²178コード（0xB2）0262 U + 00B2 SUPERSCRIPT TWO

³179 0xb3 0263 U + 00B3 SUPERSCRIPT THREE

'180 0xb4 0264 U + 00B4 ACUTE ACCENT

μ181 0xb5 0265 U + 00B5 MICROのSIGN

¶182 0xb6 0266 U + 00B6段落記号のSIGN

・183 0xb7 0267 U + 00B7 MIDDLE DOT

¸184 0xb8 0270 U + 00B8セディーユ

¹185 0xb9 0271 U + 00B9 SUPERSCRIPT ONE

º186 0xba 0272 U + 00BA男性の序数標識

»187 0xbb 0273 U + 00BB右向きDOUBLE ANGLE QUOTATION MARK

¼1880xbc 0274 U + 00BC VULGARのFRACTION ONE QUARTER

½189 0xbd 0275 U + 00BD VULGARのFRACTION ONE HALF

¾190 0xbe 0276 U + 00BE VULGAR FRACTION 4分の3が

¿191 0xbfの0277 U + 00BF INVERTED QUESTION MARK

À192 0xc0から0300 U + 00C0

Á193 0xc1 0301 U + 00C1

Â194に0xC2 0302 U + 00C2

Ã195 0xc3 0303 U + 00C3

Ä196 0xc4 0304 U + 00C4

Å197 0xc5 0305 U + 00C5

表D.2  -  PDFDocEncoding文字セット（続き）

文字進16進オクタル・UnicodeのUnicode文字の名前または（代替別名）の注意事項
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Æ 198 0xc6 0306 U+00C6

Ç 199 0xc7 0307 U+00C7

È 200 0xc8 0310 U+00C8

É 201 0xc9 0311 U+00C9

Ê 202 0xca 0312 U+00CA

Ë 203 0xcb 0313 U+00CB

Ì 204 0xcc 0314 U+00CC

Í 205 0xcd 0315 U+00CD

Î 206 0xce 0316 U+00CE

Ï 207 0xcf 0317 U+00CF

Ð 208 0xd0 0320 U+00D0

Ñ 209 0xd1 0321 U+00D1

Ò 210 0xd2 0322 U+00D2

Ó 211 0xd3 0323 U+00D3

Ô 212 0xd4 0324 U+00D4

Õ 213 0xd5 0325 U+00D5

Ö 214 0xd6 0326 U+00D6

× 215 0xd7 0327 U+00D7

Ø 216 0xd8 0330 U+00D8

Ù 217 0xd9 0331 U+00D9

Ú 218 0xda 0332 U+00DA

Û 219 0xdb 0333 U+00DB

Ü 220 0xdc 0334 U+00DC

Ý 221 0xdd 0335 U+00DD

Þ 222 0xde 0336 U+00DE

ß 223 0xdf 0337 U+00DF

à 224 0xe0 0340 U+00E0

á 225 0xe1 0341 U+00E1

â 226 0xe2 0342 U+00E2

ã 227 0xe3 0343 U+00E3

ä 228 0xe4 0344 U+00E4

å 229 0xe5 0345 U+00E5

æ 230 0xe6 0346 U+00E6

Table D.2 –  PDFDocEncoding Character Set  (continued)

Character Dec Hex Octal Unicode Unicode character name or  
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Æ198 0xc6 0306 U + 00C6

Ç199 0xc7の0307 U + 00C7

È200 0xc8 0310 U + 00C8

É201 0xc9 0311 U + 00C9

Ê202 0xca 0312 U + 00CA

Ë203 0xcb 0313 U + 00CB

Ì204 0xcc 0314 U + 00CC

Í205 0xcd 0315 U + 00CD

Î206 0xce 0316 U + 00CE

Ï207 0xcf 0317 U + 00CF

Ð208 0xd0 0320 U + 00D0

Ñ209 0xd1 0321 U + 00D1

Ò210 0xd2 0322 U + 00D2

Ó211 0xd3 0323 U + 00D3

Ô212は0xD4 0324 U + 00D4

Õ213に0xD5 0325 U + 00D5

Ö214 0xd6 0326 U + 00D6

×215 0xd7 0327 U + 00D7

Ø216 0xd8 0330 U + 00D8

Ù217 0xd9 0331 U + 00D9

Ú218 0xda 0332 U + 00DA

Û219 0xdb 0333 U + 00DB

Ü220 0xdc 0334 U + 00DC

Ý221 0xdd 0335 U + 00DD

Þ222 0xde 0336 U + 00DE

ß223 0xdf 0337 U + 00DF

224 0xe00340 U + 00E0à

á225 0xE1の0341 U + 00E1

â226 0xe2 0342 U + 00E2

ã227 0xe3 0343 U + 00E3

ä228 0xe4 0344 U + 00E4

å229 0xe5 0345 U + 00E5

æ230 0xe6 0346 U + 00E6

表D.2  -  PDFDocEncoding文字セット（続き）
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ç 231 0xe7 0347 U+00E7

è 232 0xe8 0350 U+00E8

é 233 0xe9 0351 U+00E9

ê 234 0xea 0352 U+00EA

ë 235 0xeb 0353 U+00EB

ì 236 0xec 0354 U+00EC

í 237 0xed 0355 U+00ED

î 238 0xee 0356 U+00EE

ï 239 0xef 0357 U+00EF

ð 240 0xf0 0360 U+00F0

ñ 241 0xf1 0361 U+00F1

ò 242 0xf2 0362 U+00F2

ó 243 0xf3 0363 U+00F3

ô 244 0xf4 0364 U+00F4

õ 245 0xf5 0365 U+00F5

ö 246 0xf6 0366 U+00F6

÷ 247 0xf7 0367 U+00F7

ø 248 0xf8 0370 U+00F8

ù 249 0xf9 0371 U+00F9

ú 250 0xfa 0372 U+00FA

û 251 0xfb 0373 U+00FB

ü 252 0xfc 0374 U+00FC

ý 253 0xfd 0375 U+00FD

þ 254 0xfe 0376 U+00FE

ÿ 255 0xff 0377 U+00FF

Table D.2 –  PDFDocEncoding Character Set  (continued)
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ç231 0xe7 0347 U + 00E7

è232 0xe8 0350 U + 00E8

é233 0xe9 0351 U + 00E9

ê234 0xea 0352 U + 00EA

ë235 0xeb 0353 U + 00EB

Ì236 0xec 0354 U + 00EC

í237 0xed 0355 U + 00ED

î238 0xee 0356 U + 00EE

ï239 0xEFという0357 U + 00EF

ð240の0xF0 0360 U + 00F0

ñ241 0xf1 0361 U + 00F1

ò242 0xf2 0362 U + 00F2

ó243 0xf3 0363 U + 00F3

ô244 0xf4 0364 U + 00F4

õ245 0xf5 0365 U + 00F5

ö246 0xf6 0366 U + 00F6

÷247 0xf7 0367 U + 00F7

ø248 0xf8 0370 U + 00F8

ù249 0xf9 0371 U + 00F9

ú250 0xfa 0372 U + 00FA

u ^ 251 0xfb 0373 U + 00FB

ü252 0xfc 0374 U + 00FC

Ý253 0xFDでは0375 U + 00FD

þ254 0xFEの0376 U + 00FE

ÿ255 0xffの0377 U + 00FF

表D.2  -  PDFDocEncoding文字セット（続き）

文字進16進オクタル・UnicodeのUnicode文字の名前または（代替別名）の注意事項
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D.4 Expert Set and MacExpertEncoding

p p g

CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE

æ AEsmall 276
á Aacutesmall 207
â Acircumflexsmall 211
´ Acutesmall 047
ä Adieresissmall 212
à Agravesmall 210
å Aringsmall 214
a Asmall 141
ã Atildesmall 213
˘ Brevesmall 363
b Bsmall 142
ˇ Caronsmall 256
ç Ccedillasmall 215
¸ Cedillasmall 311
ˆ Circumflexsmall 136
c Csmall 143
¨ Dieresissmall 254
˙ Dotaccentsmall 372
d Dsmall 144
é Eacutesmall 216
ê Ecircumflexsmall 220
ë Edieresissmall 221
è Egravesmall 217
e Esmall 145
ð Ethsmall 104
f Fsmall 146
` Gravesmall 140
g Gsmall 147
h Hsmall 150
˝ Hungarumlautsmall 042
í Iacutesmall 222
î Icircumflexsmall 224
ï Idieresissmall 225
ì Igravesmall 223
i Ismall 151

j Jsmall 152
k Ksmall 153
ł Lslashsmall 302
l Lsmall 154
¯ Macronsmall 364
m Msmall 155
n Nsmall 156
ñ Ntildesmall 226
œ OEsmall 317
ó Oacutesmall 227
ô Ocircumflexsmall 231
ö Odieresissmall 232
˛ Ogoneksmall 362
ò Ogravesmall 230
ø Oslashsmall 277
o Osmall 157
õ Otildesmall 233
p Psmall 160
q Qsmall 161
˚ Ringsmall 373
r Rsmall 162
š Scaronsmall 247
s Ssmall 163
þ Thornsmall 271
˜ Tildesmall 176
t Tsmall 164
ú Uacutesmall 234
û Ucircumflexsmall 236
ü Udieresissmall 237
ù Ugravesmall 235
u Usmall 165
v Vsmall 166
w Wsmall 167
x Xsmall 170
ý Yacutesmall 264
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D.4エキスパート・セットとMacExpertEncoding

Pのpグラム

CHAR NAME CODE NAME CHAR CODE

æAEsmall276áAacutesmall207âAcircumflexsmall211'Acutesmall047äAdieresissmall212àAgravesmall210åAringsmall214aAsmall141ãAtildesmall213˘Brevesmall363bBsmall 142Caronsmall256çCcedillasmall215¸Cedillasmall311Circumflexsmall 136cCsmall143¨Dieresissmall254˙Dotaccentsmall372dDsmall144éEacutesmall216êEcircumflexsmall220ëEdieresissmall221èEgravesmall217eEsmall145ðEthsmall104fFsmall 146`Gravesmall 140gGsmall 147hHsmall150˝Hungarumlautsmall042íIacutesmall222îIcircumflexsmall224ïIdieresissmall225ìIgravesmall223iIsmall 151

jJsmall 152kKsmall153łLslashsmall302lLsmall154¯Macronsmall364mMsmall 155nNsmall156ñNtildesmall226œOEsmall317óOacutesmall227ôOcircumflexsmall231öOdieresissmall232˛Ogoneksmall362òOgravesmall230øOslashsmall277oOsmall157õOtildesmall233pPsmall160qQsmall161˚Ringsmall373rRsmall162šScaronsmall247sSsmall163þThornsmall271~Tildesmall 176tTsmall164úUacutesmall234ûUcircumflexsmall236üUdieresissmall237ùUgravesmall235uUsmall 165vVsmall 166wWsmall 167xXsmall170ýYacutesmall264
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CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE

ÿ Ydieresissmall 330
y Ysmall 171
ž Zcaronsmall 275
z Zsmall 172
& ampersandsmall 046
a asuperior 201
b bsuperior 365
¢ centinferior 251
¢ centoldstyle 043
¢ centsuperior 202
: colon 072
₡ colonmonetary 173
, comma 054
, commainferior 262
, commasuperior 370
$ dollarinferior 266
$ dollaroldstyle 044
$ dollarsuperior 045
d dsuperior 353
₈ eightinferior 245
8 eightoldstyle 070
⁸ eightsuperior 241
e esuperior 344
¡ exclamdownsmall 326
! exclamsmall 041
ff ff 126
ffi ffi 131
ffl ffl 132
fi fi 127
‒ figuredash 320
⅝ fiveeighths 114
₅ fiveinferior 260
5 fiveoldstyle 065
⁵ fivesuperior 336
fl fl 130
₄ fourinferior 242

4 fouroldstyle 064
⁴ foursuperior 335
⁄ fraction 057
- hyphen 055
- hypheninferior 137
- hyphensuperior 321
i isuperior 351
l lsuperior 361
m msuperior 367
₉ nineinferior 273
9 nineoldstyle 071
⁹ ninesuperior 341
ⁿ nsuperior 366
․ onedotenleader 053
⅛ oneeighth 112
1 onefitted 174
½ onehalf 110
₁ oneinferior 301
1 oneoldstyle 061
¼ onequarter 107
¹ onesuperior 332
⅓ onethird 116
o osuperior 257
₍ parenleftinferior 133
⁽ parenleftsuperior 050
₎ parenrightinferior 135
⁾ parenrightsuperior 051
. period 056
. periodinferior 263
. periodsuperior 371
¿ questiondownsmall 300
? questionsmall 077
r rsuperior 345
Rp rupiah 175
; semicolon 073
⅞ seveneighths 115
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ÿYdieresissmall330yYsmall171žZcaronsmall275zZsmall 172＆ampersandsmall 046aasuperior 201bbsuperior 365¢centinferior 251¢centoldstyle 043¢centsuperior 202：コロン072₡colonmonetary 173、コンマ054、commainferior 262、commasuperior 370 $ dollarinferior 266 $ dollaroldstyle 044 $ dollarsuperior 045ddsuperior353₈eightinferior2458eightoldstyle070⁸eightsuperior241eesuperior344¡exclamdownsmall326！ exclamsmall 041ff FF 126ffi FFI 131ffl FFL 132fi Fiの127-figuredash320⅝fiveeighths114₅fiveinferior2605fiveoldstyle065⁵fivesuperior336fl FL130₄fourinferior242

4fouroldstyle064⁴foursuperior335/fraction 057-ハイフン055-hypheninferior 137-hyphensuperior 321iisuperior 351llsuperior 361mmsuperior367₉nineinferior2739nineoldstyle071⁹ninesuperior341ⁿnsuperior366.onedotenleader053⅛oneeighth1121onefitted174½onehalf110₁oneinferior3011oneoldstyle061¼onequarter107¹onesuperior332⅓onethird116oosuperior257₍parenleftinferior133⁽parenleftsuperior050₎parenrightinferior135⁾parenrightsuperior051.period 056.periodinferior 263.periodsuperior371¿questiondownsmall300 questionsmall 077rrsuperior 345Rprupiah 175;？セミコロン073⅞seveneighths115
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CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE

₇ seveninferior 246
7 sevenoldstyle 067
⁷ sevensuperior 340
₆ sixinferior 244
6 sixoldstyle 066
⁶ sixsuperior 337
 space 040
s ssuperior 352
⅜ threeeighths 113
₃ threeinferior 243
3 threeoldstyle 063
¾ threequarters 111

— threequartersemdash 075
³ threesuperior 334
t tsuperior 346
‥ twodotenleader 052
₂ twoinferior 252
2 twooldstyle 062
² twosuperior 333
⅔ twothirds 117
₀ zeroinferior 274
0 zerooldstyle 060
⁰ zerosuperior 342
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₇seveninferior2467sevenoldstyle067⁷sevensuperior340₆sixinferior2446sixoldstyle066⁶sixsuperior337スペース040sssuperior352⅜threeeighths113₃threeinferior2433threeoldstyle063¾threequarters111

-threequartersemdash075³threesuperior334ttsuperior 346‥twodotenleader052₂twoinferior2522twooldstyle062²twosuperior333⅔twothirds117₀zeroinferior2740zerooldstyle060⁰zerosuperior342
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D.5 Symbol Set and Encoding 

CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE

� Alpha 101
� Beta 102
� Chi 103
� Delta 104
� Epsilon 105
� Eta 110
€ Euro 240
� Gamma 107
	 Ifraktur 301

 Iota 111
� Kappa 113
� Lambda 114
 Mu 115
� Nu 116
� Omega 127
� Omicron 117
� Phi 106
� Pi 120
� Psi 131
� Rfraktur 302
� Rho 122
� Sigma 123
� Tau 124
� Theta 121
� Upsilon 125
� Upsilon1 241
� Xi 130
� Zeta 132
� aleph 300
� alpha 141
& ampersand 046
� angle 320
 angleleft 341
! angleright 361
" approxequal 273

# arrowboth 253
$ arrowdblboth 333
% arrowdbldown 337
' arrowdblleft 334
( arrowdblright 336
) arrowdblup 335
* arrowdown 257
+ arrowhorizex 276
, arrowleft 254
- arrowright 256
. arrowup 255
/ arrowvertex 275
0 asteriskmath 052
| bar 174
1 beta 142
{ braceleft 173
} braceright 175
2 bracelefttp 354
4 braceleftmid 355
5 braceleftbt 356
6 bracerighttp 374
7 bracerightmid 375
8 bracerightbt 376
9 braceex 357
[ bracketleft 133
] bracketright 135
: bracketlefttp 351
; bracketleftex 352
< bracketleftbt 353
= bracketrighttp 371
> bracketrightex 372
? bracketrightbt 373
• bullet 267
@ carriagereturn 277
A chi 143
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アルファ101Beta 102Chi 103Delta 104Epsilon 105Eta 110€ユーロ240Gamma 107Ifraktur 301Iota 111Kappa 113Lambda 114Mu 115Nu 116Omega 127Omicron 117Phi 106Pi 120Psi 131Rfraktur 302Rho 122Sigma 123Tau 124Theta 121Upsilon 125Upsilon1 241Xi 130Zeta 132aleph 300alpha 141＆アンパサンド046angle 320angleleft 341angleright 361 approxequal 273

arrowboth 253arrowdblboth 333arrowdbldown 337arrowdblleft 334arrowdblright 336arrowdblup 335arrowdown 257arrowhorizex 276arrowleft 254arrowright 256arrowup 255arrowvertex 275asteriskmath 052 |バー174beta 142 {braceleft 173} braceright175 bracelefttp 354braceleftmid 355braceleftbt 356bracerighttp 374bracerightmid 375bracerightbt 376braceex 357 [bracketleft 133] bracketright 135bracketlefttp 351bracketleftex 352bracketleftbt 353bracketrighttp 371bracketrightex 372bracketrightbt 373•箇条書き267carriagereturn 277chi 143
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B circlemultiply 304
C circleplus 305
D club 247
: colon 072
, comma 054
G congruent 100
© copyrightsans 343
H copyrightserif 323
° degree 260
I delta 144
J diamond 250
÷ divide 270
K dotmath 327
8 eight 070
M element 316
… ellipsis 274
N emptyset 306
O epsilon 145
= equal 075
Q equivalence 272
R eta 150
! exclam 041
T existential 044
5 five 065
ƒ florin 246
4 four 064
W fraction 244
X gamma 147
Y gradient 321
> greater 076
\ greaterequal 263
^ heart 251
_ infinity 245
` integral 362
a integraltp 363
b integralex 364

c integralbt 365
d intersection 307
e iota 151
f kappa 153
g lambda 154
< less 074
i lessequal 243
j logicaland 331
¬ logicalnot 330
k logicalor 332
l lozenge 340
m minus 055
n minute 242
μ mu 155
× multiply 264
9 nine 071
p notelement 317
q notequal 271
r notsubset 313
s nu 156
# numbersign 043
u omega 167
v omega1 166
w omicron 157
1 one 061
( parenleft 050
) parenright 051
~ parenlefttp 346
� parenleftex 347
� parenleftbt 350
� parenrighttp 366
� parenrightex 367
� parenrightbt 370
� partialdiff 266
% percent 045
. period 056
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circlemultiply 304circleplus 305club 247：コロン072、コンマ054congruent 100©copyrightsans 343copyrightserif 323°程度260delta 144diamond 250÷除算270dotmath 3278eight 070element 316 ...省略記号274emptyset 306イプシロン145 =等しい075equivalence 272eta 150！exclam 041existential 0445five065ƒflorin2464four 064fraction 244gamma 147gradient 321>大きい076greaterequal 263heart 251infinity 245integral 362integraltp 363integralex 364

integralbt 365intersection 307iota 151kappa 153lambda 154 <少ない074lessequal 243logicaland331¬logicalnot330logicalor 332lozenge 340minus 055minute242μmu155×乗算2649nine071notelement 317notequal 271 notsubset 313nu 156＃numbersign 043omega 167omega1 166omicron 1571one 061（parenleft 050）parenright 051parenlefttp 346parenleftex 347parenleftbt 350parenrighttp 366parenrightex 367parenrightbt 370partialdiff 266パーセントパーセント045.period 056
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CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE

� perpendicular 136
� phi 146
� phi1 152
� pi 160
+ plus 053
± plusminus 261
� product 325
� propersubset 314
� propersuperset 311
� proportional 265
� psi 171
? question 077
� radical 326
� radicalex 140
� reflexsubset 315
� reflexsuperset 312
® registersans 342
� registerserif 322
� rho 162
� second 262
; semicolon 073
7 seven 067
� sigma 163
� sigma1 126

  similar 176
6 six 066
/ slash 057
 space 040
¤ spade 252
¥ suchthat 047
¦ summation 345
§ tau 164
¨ therefore 134
ª theta 161
« theta1 112
3 three 063
™ trademarksans 344
¯ trademarkserif 324
2 two 062
_ underscore 137
´ union 310
¶ universal 042
· upsilon 165
¸ weierstrass 303
¹ xi 170
0 zero 060
» zeta 172
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垂直136phi 146phi1 152pi 160 +プラス053±plusminus 261product 325propersubset 314propersuperset 311proportional 265psi 171？質問077radical 326radicalex 140reflexsubset 315reflexsuperset312®registersans 342registerserif 322rho 162second 262;セミコロン0737seven 067sigma 163sigma1 126

同様の1766six 066 /スラッシュ057スペース040spade 252suchthat 047summation 345tau 164therefore 134theta 161theta1 1123three 063™trademarksans 344trademarkserif 3242two 062_underscore 137union 310universal 042upsilon 165weierstrass 303xi 1700zero 060zeta 172
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D.6 ZapfDingbats Set and Encoding 

CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE

 space 040
✁ a1 041
✂ a2 042
✃ a202 043
✄ a3 044
☎ a4 045
✆ a5 046
✇ a119 047
✈ a118 050
✉ a117 051
☛ a11 052
☞ a12 053
✌ a13 054
✍ a14 055
✎ a15 056
✏ a16 057
✐ a105 060
✑ a17 061
✒ a18 062
✓ a19 063
✔ a20 064
✕ a21 065
✖ a22 066
✗ a23 067
✘ a24 070
✙ a25 071
✚ a26 072
✛ a27 073
✜ a28 074
✝ a6 075
✞ a7 076
✟ a8 077
✠ a9 100
✡ a10 101
✢ a29 102

✣ a30 103
✤ a31 104
✥ a32 105
✦ a33 106
✧ a34 107
★ a35 110
✩ a36 111
✪ a37 112
✫ a38 113
✬ a39 114
✭ a40 115
✮ a41 116
✯ a42 117
✰ a43 120
✱ a44 121
✲ a45 122
✳ a46 123
✴ a47 124
✵ a48 125
✶ a49 126
✷ a50 127
✸ a51 130
✹ a52 131
✺ a53 132
✻ a54 133
✼ a55 134
✽ a56 135
✾ a57 136
✿ a58 137
❀ a59 140
❁ a60 141
❂ a61 142
❃ a62 143
❄ a63 144
❅ a64 145

❆ a65 146
❇ a66 147
❈ a67 150
❉ a68 151
❊ a69 152
❋ a70 153
● a71 154
❍ a72 155
■ a73 156
❏ a74 157
❐ a203 160
❑ a75 161
❒ a204 162
▲ a76 163
▼ a77 164
◆ a78 165
❖ a79 166
◗ a81 167
❘ a82 170
❙ a83 171
❚ a84 172
❛ a97 173
❜ a98 174
❝ a99 175
❞ a100 176
❡ a101 241
❢ a102 242
❣ a103 243
❤ a104 244
❥ a106 245
❦ a107 246
❧ a108 247
♣ a112 250
♦ a111 251
♥ a110 252

♠ a109 253
① a120 254
② a121 255
③ a122 256
④ a123 257
⑤ a124 260
⑥ a125 261
⑦ a126 262
⑧ a127 263
⑨ a128 264
⑩ a129 265
❶ a130 266
❷ a131 267
❸ a132 270
❹ a133 271
❺ a134 272
❻ a135 273
❼ a136 274
❽ a137 275
❾ a138 276
❿ a139 277
➀ a140 300
➁ a141 301
➂ a142 302
➃ a143 303
➄ a144 304
➅ a145 305
➆ a146 306
➇ a147 307
➈ a148 310
➉ a149 311
➊ a150 312
➋ a151 313
➌ a152 314
➍ a153 315
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✣a30103✤a31104✥a32105✦a33106✧a34107★A35110✩a36111✪a37112✫a38113✬a39114✭a40115✮a41116✯a42117✰a43120✱a44121✲a45122✳a46123 ✴a47124✵a48125✶a49126✷a50127✸a51130✹a52131✺a53132✻a54133✼a55134✽a56135✾a57136✿a58137❀a59140❁a60141❂a61142❃a62143❄a63 144❅a64145

❆a65146❇a66147❈a67150❉a68151❊a69152❋a70153●A71154❍a72155■A73156❏a74157❐a203160❑a75161❒a204162▲A76 163▼A77 164◆A78165❖a79 166◗a81167|a82170❙a83171❚a84172❛a97173❜a98174❝a99175❞a100176❡a101241❢a102242❣a103243❤a104244❥a106245❦a107246❧a108247♣A112 250♦A111 251♥A110 252

♠A109253①a120254②a121255③a122256④a123257⑤a124260⑥a125261⑦a126262⑧a127263⑨a128264⑩a129265❶a130266❷a131267❸a132270❹a133271❺a134272❻a135273❼a136274❽a137275❾a138276❿a139277➀a140300➁a141301➂a142302➃a143303➄a144304➅a145305➆a146306➇a147307➈a148310➉a149311➊a150312➋a151313➌a152314➍a153315
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CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE CHAR NAME CODE

➎ a154 316
➏ a155 317
➐ a156 320
➑ a157 321
➒ a158 322
➓ a159 323
➔ a160 324
→ a161 325
↔ a163 326
↕ a164 327
➘ a196 330
➙ a165 331

➚ a192 332
➛ a166 333
➜ a167 334
➝ a168 335
➞ a169 336
➟ a170 337
➠ a171 340
➡ a172 341
➢ a173 342
➣ a162 343
➤ a174 344
➥ a175 345

➦ a176 346
➧ a177 347
➨ a178 350
➩ a179 351
➪ a193 352
➫ a180 353
➬ a199 354
➭ a181 355
➮ a200 356
➯ a182 357
➱ a201 361
➲ a183 362

➳ a184 363
➴ a197 364
➵ a185 365
➶ a194 366
➷ a198 367
➸ a186 370
➹ a195 371
➺ a187 372
➻ a188 373
➼ a189 374
➽ a190 375
➾ a191 376
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➎a154316➏a155317➐a156320➑a157321➒a158322➓a159323➔a160324→A161325↔a163326↕a164327➘a196330➙a165331

➚a192332➛a166333➜a167334➝a168335➞a169336➟a170337➠a171340➡a172341➢a173342➣a162343➤a174344➥a175345

➦a176346➧a177347➨a178350➩a179351➪a193352➫a180353➬a199354➭a181355➮a200356➯a182357➱a201361➲a183362

➳a184363➴a197364➵a185365➶a194366➷a198367➸a186370➹a195371➺a187372➻a188373➼a189374➽a190375➾a191376
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Annex  E
(normative)

PDF Name Registry

E.1 General

This annex discusses a registry for developers, controlled by ISO and currently provided by Adobe on behalf of 
ISO. The registry contains private names and formats that may be used by conforming writers. Developer 
prefixes shall be used to identify extensions to PDF that use First Class names (see below) and that are 
intended for public use. (See 7.12.2, “Developer Extensions Dictionary.) “Developers” means any entity 
including individuals, companies, non-profits, standards bodies, open source groups, etc., who are developing 
standards or software to use and extend ISO 32000-1.

Private data may be added to PDF documents that enable conforming reader’s to change behavior based on 
this data. At the same time, users have certain expectations when opening a PDF document, no matter which 
conforming reader is being used. PDF enforces certain restrictions on private data in order to meet these 
expectations. 

A conforming writer or conforming reader may define new types of actions, destinations, annotations, security, 
and file system handlers. If a user opens a PDF document using a conforming reader for which the new type of 
object is not supported, the conforming reader shall behave as described in Annex I.

A conforming writer may also add keys to any PDF object that is implemented as a dictionary, except the file 
trailer dictionary (see 7.5.5, "File Trailer"). In addition, a conforming writer may create tags that indicate the role 
of marked-content operators (PDF 1.2), as described in 14.6, "Marked Content". 

E.2 Name Registry

To avoid conflicts with third-party names and with future versions of PDF, ISO maintains a registry for certain 
private names and formats. Developers shall only add private data that conforms to the registry rules. The 
registry includes three classes: 

• First class. Names and data formats that are of value to a wide range of developers. All names defined in 
this ISO 32000 specification are first-class names. Conforming readers that are publicly available shall use 
first-class names for their private data. First-class names and data formats shall be registered with ISO and 
shall be made available for all developers to use. To submit a private name and format for consideration as 
first-class, see the link on registering a private PDF extension, at the following Web page:  
 
< http://adobe.com/go/ISO32000Registry>  
 
Data format descriptions shall follow the style of ISO 32000-1 and give a complete specification of the 
intended function of the extended information.

• Second class. Names that are applicable to a specific developer. ISO does not register second-class data 
formats.) ISO distributes second-class names by registering developer-specific 4-byte prefixes. Those 
bytes followed by a LOW LINE (5Fh) shall be used as the first characters in the names of all private data 
added by the developer. ISO shall not register the same prefix to two different developers, thereby 
ensuring that different developers’ second-class names shall not conflict. It is the responsibility of the 
developer not to use the same name in conflicting ways. To register a developer-specific prefix, use the 
following Web page: 
 
< http://adobe.com/go/ISO32000Registry>

http://adobe.com/go/acrobat_developer
http://adobe.com/go/acrobat_developer
http://adobe.com/go/acrobat_developer
http://adobe.com/go/acrobat_developer
http://adobe.com/go/acrobat_developer
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附属書E（規定）

PDF名のレジストリ

E.1一般

この附属書は、開発者、ISOによって制御され、現在はISOに代わってアドビシステムズ社が提供するために、レジストリについて説明します。レジストリは、プライベート名や作家を準拠することで使用できるフォーマットが含まれています。開発者接頭辞はファーストクラス名（下記参照）を使用し、それが公共の使用のために意図されているPDFへの拡張を識別するために使用されなければなりません。 （7.12.2を参照してください、「開発者拡張辞書。） 『開発者』とはISOを使用する基準やソフトウェアを開発し、拡張されている個人、企業、非営利団体、標準化団体、オープンソースのグループなどを含む任意のエンティティ32000- 1。

プライベートデータは、読者のこのデータに基づいて変化挙動への準拠を有効PDF文書に追加することができます。 PDF文書を開くとき同時に、ユーザーは、読者の準拠に関係なく使用されている一定の期待を持っています。 PDFは、これらの期待に応えるために、個人データに一定の制限を適用します。

作家の準拠または準拠した読者は、アクション、目的地、注釈、セキュリティ、およびファイル・システム・ハンドラの新しいタイプを定義することができます。ユーザーがオブジェクトの新しいタイプがサポートされていない準拠したリーダーを使用してPDF文書を開いた場合、附属書Iに記載されているように、適合する読者は振る舞うもの

準拠した作家でもファイル・トレーラ・辞書を除いて、辞書として実装されている任意のPDFオブジェクトにキーを追加すること（7.5.5を参照してください、「ファイルトレーラ」）。また、準拠ライターは14.6で説明したように、マーク・コンテンツ事業者（PDF 1.2）の役割を示すタグ、「コンテンツをマーク」を作成することがあります。

E.2名のレジストリ

サードパーティの名前を持つとPDFの将来のバージョンとの競合を避けるために、ISOは、特定のプライベート名前と形式のレジストリを維持します。開発者は、唯一のプライベートデータを追加しなければならレジストリのルールに準拠していること。レジストリは、3つのクラスが含まれています。

•ファーストクラス。名前と開発者の広い範囲に価値のあるデータ形式。このISO 32000規格で定義されたすべての名前は、ファーストクラスの名前です。彼らのプライベートなデータのためのファーストクラス名を使用しなければならない公的に利用可能である読者に準拠。ファーストクラス名とデータフォーマットがISOに登録されなければならないし、使用するすべての開発者のために利用可能でなければなりません。ファーストクラスとして検討のためのプライベート名前と形式を送信するには、次のWebページでは、民間のPDFの拡張子を登録するには、リンクを参照してください。<http://adobe.com/go/ISO32000Registry>データの形式の説明は、スタイルに従いますISO 32000-1の拡張情報の意図された機能の完全な仕様を与えます。

•セカンドクラス。特定の開発者に適用される名前。 ISOは、第二のクラスのデータ形式を登録しません。）ISOは、開発者固有の4バイトの接頭辞を登録することにより、第2のクラス名を配布しています。 LOW LINE（5FH）、続いてこれらのバイトは、開発者によって追加されたすべてのプライベートデータの名前の最初の文字として使用しなければなりません。 ISOは、それによって、異なる開発者の二クラス名が競合してはならないことを保証し、二つの異なる開発者に同じプレフィックスを登録してはなりません。それは矛盾する方法で同じ名前を使用しない開発者の責任です。 <http://adobe.com/go/ISO32000Registry>：開発者固有の接頭辞を登録するには、次のWebページを使用します
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• Third class. Names that may be used only in PDF files that other third parties will never see because they 
can conflict with third-class names defined by others. Third-class names shall all begin with a specific 
prefix reserved for private extensions. This prefix, which is XX, shall be used as the first characters in the 
names of all private data added by the developer. It is not necessary to contact ISO to register third-class 
names. 

New keys for the document information dictionary (see 14.3.3, "Document Information Dictionary") or a thread 
information dictionary (in the I entry of a thread dictionary; see Section 12.4.3, “Articles”) shall not be 
registered. 

More information about developer prefixes, handlers and extensions to ISO 32000-1 can be obtained at http://
www.aiim.org/ISO32000Registry.
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•サードクラス。彼らは他の人によって定義されたサードクラス名と競合する可能性があるため、他の第三者が見ることはありませんということだけでPDFファイルで使用することができるの名前。サードクラス名は、すべてのプライベート拡張のために予約特定の接頭辞で始まるものとします。 XXでこのプレフィックスは、開発者が追加されたすべての個人データの名前の最初の文字として使用しなければなりません。サードクラス名を登録するにはISOに連絡する必要はありません。

文書情報辞書のための新しいキー（スレッド辞書のIエントリに、12.4.3項、「記事」を参照）またはスレッド情報辞書（14.3.3、「ドキュメント情報辞書」を参照）が登録されてはなりません。

ISO 32000-1に現像剤プレフィックス、ハンドラや拡張についての詳しい情報はhttp://www.aiim.org/ISO32000Registryで得ることができます。
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Annex  F
(normative)

Linearized PDF

F.1 General

Linearization of PDF is an optional feature available beginning in PDF 1.2 that enables efficient incremental 
access of the file in a network environment. A conforming reader that does not support this optional feature can 
still successfully process linearized files although not as efficiently. Enhanced conforming readers can 
recognize that a PDF file has been linearized and may take advantage of that organization (as well as added 
hint information) to enhance viewing performance. 

The primary goal for a linearized PDF file is to achieve the following behaviour for documents of arbitrary size 
and so that the total number of pages in the document should have little or no effect on the user-perceived 
performance of viewing any particular page:

• When a document is opened, display the first page as quickly as possible. The first page to be viewed may 
be an arbitrary page of the document, not necessarily page 0 (though opening at page 0 is most common). 

• When the user requests another page of an open document (for example, by going to the next page or by 
following a link to an arbitrary page), display that page as quickly as possible. 

• When data for a page is delivered over a slow channel, display the page incrementally as it arrives. To the 
extent possible, display the most useful data first. 

• Permit user interaction, such as following a link, to be performed even before the entire page has been 
received and displayed. 

NOTE A linearized PDF is optimized for viewing of read-only PDF documents. A linearized PDF should be generated 
once and read many times. 

Incremental update shall still be permitted, but the resulting PDF is no longer linearized and subsequently shall 
be treated as ordinary PDF. Linearizing it again may require reprocessing the entire file; see G.7, "Accessing an 
Updated File" for details. 

Linearized PDF requires two additions to the PDF specification: 

• Rules for the ordering of objects in the PDF file 

• Additional optional data structures, called hint tables, that enable efficient navigation within the document 

Both of these additions are relatively simple to describe; however, using them effectively requires a deeper 
understanding of their purpose. Consequently, this annex goes considerably beyond a simple specification of 
these PDF extensions to include background, motivation, and strategies. 

• F.2, "Background and Assumptions," provides background information about the properties of the Web that 
are relevant to the design of Linearized PDF. 

• F.3, "Linearized PDF Document Structure," specifies the file format and object-ordering requirements of 
Linearized PDF. 

• F.4, "Hint Tables," specifies the detailed representation of the hint tables. 
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附属書F（規定）

直線化PDF

F.1一般

直線化PDFファイルのための第一の目標は、任意のサイズの文書のための次の動作を達成することであるので、文書の総ページ数は、任意の特定のページを閲覧するユーザ知覚パフォーマンスにほとんど、あるいはまったく影響を持つべきであるということ。

•文書を開くと、すぐに可能な限り最初のページを表示します。 （ページ0の開口が最も一般的であるが）視聴される最初のページは、文書、必ずしもページ0の任意のページであってもよいです。

•ユーザーが（次のページに行くことによって、または任意のページへのリンクに従うことによって、例えば）開いているドキュメントの別のページを要求すると、すぐに可能な限り、そのページを表示します。

•ページのデータが低速チャネルを介して配信されると、それが到着すると、増分ページを表示します。可能な範囲内で、最初に最も有用なデータを表示します。

そのようなリンクを次のように•許可のユーザーとの対話は、ページ全体が受信され、表示されていても前に実行されます。

インクリメンタル更新はまだ許されてはならないが、得られるPDFはもはや直線化され、その後、通常のPDFとして扱われなければなりません。再びそれを線形化すると、ファイル全体を再処理する必要があり、 G.7が、詳細については、「更新されたファイルへのアクセス」を参照してください。

•ドキュメント内の効率的なナビゲーションを可能にするヒントテーブルと呼ばれる追加のオプションのデータ構造は、

これらの追加の両方を記述することは比較的簡単です。しかし、それらを効果的に使用することは、その目的をより深く理解する必要があります。したがって、この附属書は、背景、動機、および戦略を含め、かなりこれらのPDF拡張子の簡単な仕様を超えました。

•F.2、「背景と仮定は、」線形化PDFの設計に関連するウェブの性質についての背景情報を提供します。

•F.3、「線形化PDFドキュメントの構造は、」ファイル形式と線形化PDFのオブジェクト・発注要件を指定します。

•F.4、「ヒント表は、」ヒントテーブルの詳細な表現を指定します。
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• Annex G, outlines strategies for accessing Linearized PDF over a network, which in turn determine the 
optimal way to organize the PDF file. 

The reader is assumed to be familiar with the basic architecture of the Web, including terms such as URL, 
HTTP, and MIME. 

F.2 Background and Assumptions

NOTE 1 The principal problem addressed by the Linearized PDF design is the access of PDF documents through the 
Web. This environment has the following important properties: 

• The access protocol (HTTP) is a transaction consisting of a request and a response. The conforming 
reader presents a request in the form of a URL, and the server sends a response consisting of one or 
more MIME-tagged data blocks. 

• After a transaction has completed, obtaining more data requires a new request-response transaction. The 
connection between conforming reader and server does not ordinarily persist beyond the end of a 
transaction, although some implementations may attempt to cache the open connection to expedite 
subsequent transactions with the same server. 

• Round-trip delay can be significant. A request-response transaction can take up to several seconds, 
independent of the amount of data requested. 

• The data rate may be limited. A typical bottleneck is a slow link between the conforming reader and the 
Internet service provider. 

These properties are generally shared by other wide-area network architectures besides the Web. 
Also, CD-ROMs share some of these properties, since they have relatively slow seek times and lim-
ited data rates compared to magnetic media. The remainder of this annex focuses on the Web. 

Some additional properties of the HTTP protocol are relevant to the problem of accessing PDF files 
efficiently. These properties may not all be shared by other protocols or network environments. 

• When a PDF file is initially accessed (such as by following a URL hyperlink from some other document), 
the file type is not known to the conforming reader. Therefore, the conforming reader initiates a transaction 
to retrieve the entire document and then inspects the MIME tag of the response as it arrives. Only at that 
point is the document known to be PDF. Additionally, with a properly configured server environment, the 
length of the document becomes known at that time. 

• The conforming reader may abort a response while the transaction is still in progress if it decides that the 
remainder of the data is not of immediate interest. In HTTP, aborting the transaction requires closing the 
connection, which interferes with the strategy of caching the open connection between transactions. 

• The conforming reader may request retrieval of portions of a document by specifying one or more byte 
ranges (by offset and count) in the HTTP request headers. Each range can be relative to either the 
beginning or the end of the file. The conforming reader may specify as many ranges as it wants in the 
request, and the response consists of multiple blocks, each properly tagged. 

• The conforming reader may initiate multiple concurrent transactions in an attempt to obtain multiple 
responses in parallel. This is commonly done, for instance, to retrieve inline images referenced from an 
HTML document. This strategy is not always reliable and may backfire if the transactions interfere with 
each other by competing for scarce resources in the server or the communication channel. 

NOTE 2 Extensive experimentation has determined that having multiple concurrent transactions does not work very 
well for PDF in some important environments. Therefore, Linearized PDF is designed to enable good 
performance to be achieved using only one transaction at a time. In particular, this means that the conforming 
reader needs to have sufficient information to determine the byte ranges for all the objects required to display 
a given page of the PDF file so that it can specify all those byte ranges in a single request. 

NOTE 3 The following additional assumptions are made about the conforming reader and its local environment: 

• The conforming reader has plenty of local temporary storage available. It should rarely need to retrieve a 
given portion of a PDF document more than once from the server. 
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•附属書G、今度はPDFファイルを整理するための最適な方法を決定し、ネットワーク上で線形化PDFにアクセスするためのアウトライン戦略、。

読者は、URL、HTTP、およびMIMEなどの用語を含むウェブの基本的なアーキテクチャに精通していると仮定されます。

F.2の背景と仮定

•アクセスプロトコル（HTTP）は、要求と応答からなるトランザクションです。適合リーダ提示URLの形で要求し、サーバは、一つ以上のMIMEタグ付きデータブロックからなる応答を送信します。

トランザクションが完了した後•、より多くのデータを取得することは、新たな要求 - 応答トランザクションを必要とします。いくつかの実装は、同じサーバーと後続のトランザクションを促進するためのオープン接続をキャッシュすることを試みることができるが準拠リーダーとサーバとの間の接続は、通常、トランザクションの終わりを超えて持続しません。

•ラウンドトリップ遅延が重要になります。要求 - 応答トランザクションは数秒かかることができ、データの量とは無関係に要求されました。

これらの特性は、一般のWeb以外の他の広域ネットワークアーキテクチャによって共有されています。彼らは比較的遅い磁気媒体に比べて倍とLIM-itedデータレートを求めてきたので、また、CD-ROMは、これらのプロパティのいくつかを共有します。この附属書の残りの部分は、Webに焦点を当てています。

PDFファイルを最初に（例えば、いくつかの他のドキュメントからURLのハイパーリンクを以下によるような）アクセスされた場合•、ファイルの種類が合致読者に知られていません。したがって、適合する読者は文書全体を検索するために取引を開始し、それが到着すると、応答のMIMEタグを検査します。のみ、その時点でPDFであることが知ら文書があります。また、適切に設定されたサーバー環境で、文書の長さは、その時点で知られてしまいます。

トランザクションがまだ進行中である間、それはデータの残りの部分はすぐに興味がないと判断した場合•準拠した読者は応答を中止することがあります。 HTTPでは、トランザクションをアボートすると、トランザクション間のオープン接続をキャッシュする戦略を妨げる接続を閉じる必要です。

•適合リーダはHTTPリクエストヘッダに（オフセットとカウントして）一つ以上のバイト範囲を指定することにより、文書の部分の検索を要求することができます。それぞれの範囲は、先頭またはファイルのいずれかの端に相対することができます。それぞれが適切にタグ付けされ、それは要求に望むように適合読者は、多くの範囲として指定することができる、及び応答が複数のブロックから構成されています。

•適合読者は、並行して複数の応答を得るための試みにおいて、複数の同時トランザクションを開始することができます。これは、一般に、HTML文書から参照インライン画像を取得するために、例えば、行われます。この戦略は、常に信頼性の高いものではなく、トランザクションは、サーバや通信チャネルに希少な資源を競合することにより、互いに干渉した場合に裏目に出ることがあります。

注2大規模な実験は、複数の同時トランザクションを持つことが、いくつかの重要な環境でのPDFのために非常にうまく機能していないと判断しました。そのため、線形化PDFは、一度に1つのトランザクションのみを使用して達成することが良好なパフォーマンスを可能にするために設計されています。具体的には、すべてのオブジェクトのバイト範囲を決定するのに十分な情報を持っている読者のニーズを合致することを、この手段は、それが単一の要求にすべてのそれらのバイト範囲を指定することができるようにPDFファイルの特定のページを表示するために必要。
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• The conforming reader is able to display PDF data quickly once it has been received. The performance 
bottleneck is assumed to be in the transport system (throughput or round-trip delay), not in the processing 
of data after it arrives. 

The consequence of these assumptions is that it may be advantageous for the conforming reader to 
do considerable extra work to minimize delays due to communications. 

Such work includes maintaining local caches and reordering actions according to when the needed data 
becomes available. 

F.3 Linearized PDF Document Structure

F.3.1 General

Except as noted below, all elements of a Linearized PDF file shall be as specified in 7.5, "File Structure", and all 
indirect objects in the file shall be shall be divided into two groups. 

• The first group shall consist of the document catalogue, other document-level objects, and all objects 
belonging to the first page of the document. These objects shall be numbered sequentially, starting at the 
first object number after the last number of the second group. (The stream containing the hint tables, called 
a hint stream, may be numbered out of sequence; see F.3.6, "Hint Streams (Parts 5 and 10)". 

• The second group shall consist of all remaining objects in the document, including all pages after the first, 
all shared objects (objects referenced from more than one page, not counting objects referenced from the 
first page), and so forth. These objects shall be numbered sequentially starting at 1. 

These groups of objects shall be indexed by exactly two cross-reference table sections. For pedagogical 
reasons the linearized PDF is considered to be composed from 11 parts, in order, and the composition of these 
groups is discussed in more detail in the sections that follow. All objects shall have a generation number of 0. 

Beginning with PDF 1.5, PDF files may contain object streams (see 7.5.7, "Object Streams"). In linearized files 
containing object streams, the following conditions shall apply:

• These additional objects may not be contained in an object stream: the linearization dictionary, the 
document catalogue, and page objects.

• Objects stored within object streams shall be given the highest range of object numbers within the main 
and first-page cross-reference sections.

• For files containing object streams, hint data may specify the location and size of the object streams only 
(or uncompressed objects), not the individual compressed objects. Similarly, shared object references 
shall be made to the object stream containing a compressed object, not to the compressed object itself.

• Cross-reference streams (7.5.8, "Cross-Reference Streams") may be used in place of traditional cross-
reference tables. The logic described in this sub-clause shall still apply, with the appropriate syntactic 
changes.

EXAMPLE 1 Part 1: Header 
% PDF-1 . 1 % … Binary characters … 

EXAMPLE 2 Part 2: Linearization parameter dictionary 
43 0 obj 

<< /Linearized 1.0 % Version 
 /L 54567 % File length 
 /H [ 475 598 ] % Primary hint stream offset and length (part 5) 
 /O 45 % Object number of first page’s page object (part 6) 
 /E 5437 % Offset of end of first page 
 /N 11 % Number of pages in document 
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•準拠した読者は、それが受信された後すぐにPDFデータを表示することができます。パフォーマンスのボトルネックは、それが到着した後、搬送システム（スループット又は往復遅延）ではなく、データの処理中であると仮定されます。

F.3線形化PDF文書構造

F.3.1一般

以下に記載されている場合を除き、線形化PDFファイルのすべての要素は、7.5で指定されなければならないよう、「ファイル構造」、およびファイル内のすべての間接的なオブジェクトは、2つのグループに分けされなければならないされなければなりません。

•最初のグループは、ドキュメントのカタログ、他のドキュメントレベルのオブジェクト、および文書の最初のページに属するすべてのオブジェクトで構成されなければなりません。これらのオブジェクトは、第2グループの最後の番号の後の最初のオブジェクト番号から始まる連番されなければなりません。 （ヒント・ストリームと呼ばれるヒントテーブルを含むストリームは、シーケンス外の番号もよい;「）ストリーム（部品5と10のヒント」、F.3.6を参照してください。

•第2のグループは等まず、すべての共有オブジェクト（複数のページから参照されるオブジェクトは、最初のページから参照されるオブジェクトをカウントしない）の後のすべてのページを含む、ドキュメント内のすべての残りのオブジェクトで構成され、なければなりません。これらのオブジェクトは、1から始まる連番されなければなりません。

オブジェクトのこれらのグループは、正確に2つのクロスリファレンステーブルセクションによって索引付けされなければなりません。教育的な理由のために線形化されたPDFは、順番に、11部から構成されていると考えられる、そしてこれらの基の組成は、以下のセクションでより詳細に説明されています。すべてのオブジェクトは0の世代番号を持たなければなりません。

PDF 1.5以降では、PDFファイルは（7.5.7、「オブジェクトストリーム」を参照）オブジェクトストリームが含まれていてもよいです。オブジェクトストリームを含む線状化したファイルでは、次の条件が適用されます：

線形辞書、文書カタログ、およびページオブジェクト：•これらの追加のオブジェクトは、オブジェクトストリームに含まれていなくてもよいです。

•オブジェクトストリーム内に格納されたオブジェクトが主と第1ページのクロスリファレンスセクション内のオブジェクト番号の最も高い範囲を与えられなければなりません。

•オブジェクトストリームを含むファイルは、ヒントデータは、オブジェクトの位置とサイズを指定することがない個体圧縮オブジェクト、のみストリーム（又は圧縮されていないオブジェクト）。同様に、共有オブジェクトの参照がない圧縮されたオブジェクト自体に、圧縮されたオブジェクトを含むオブジェクトストリームに行わなければなりません。

•クロスリファレンス・ストリーム（7.5.8は、「クロスリファレンスストリーム」）は、従来のクロスリファレンステーブルの代わりに使用することができます。この副節で説明した論理は依然として適切な構文変更を適用しなければなりません。
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 /T 52786 % Offset of first entry in main cross-reference table (part 11) 
>> 

endobj 

EXAMPLE 3 Part 3: First-page cross-reference table and trailer 
xref 
43 14 
0000000052 00000 n 
0000000392 00000 n 
0000001073 00000 n 
… Cross-reference entries for remaining objects in the first page … 
0000000475 00000 n 
trailer 

<< /Size 57 % Total number of cross-reference table entries in document 
 /Prev 52776 % Offset of main cross-reference table (part 11) 
 /Root 44 0 R % Indirect reference to catalogue (part 4) 
 … Any other entries, such as Info and Encrypt … % (part 9) 

>> 
% Dummy cross-reference table offset 
startxref 
0 
% % EOF 

EXAMPLE 4 Part 4: Document catalogue and other required document-level objects 
44 0 obj 

<< /Type /Catalog 
 /Pages 42 0 R 

>> 
endobj 
… Other objects … 

EXAMPLE 5 Part 5: Primary hint stream (may precede or follow part 6) 
56 0 obj 

<< /Length 457 
 … Possibly other stream attributes, such as Filter … 
 /S 221 % Position of shared object hint table 
 … Possibly entries for other hint tables … 

>> 
stream 

… Page offset hint table … 
… Shared object hint table … 
… Possibly other hint tables … 

endstream 
endobj 

EXAMPLE 6 Part 6: First-page section (may precede or follow part 5) 
45 0 obj 

<< /Type /Page 
… 

>> 
endobj 
 
… Outline hierarchy (if the PageMode value in the document catalog is UseOutlines) … 
 
… Objects for first page, including both shared and nonshared objects … 

EXAMPLE 7 Part 7: Remaining pages 
1 0 obj 

<< /Type /Page 

PDF 32000-1：2008

678©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

実施例3Part 3：第1ページ43 14 0000000052 00000 N 0000000392 00000 N 0000001073 00000 XREFクロスリファレンステーブルおよびトレーラN ...クロスリファレンスエントリ最初のページ内のオブジェクトの残りのために... 0000000475 00000 Nトレーラー<< /サイズ57％総数相互参照メインクロスリファレンステーブルのオフセット文書/前のテーブルエントリ52776パーセント（その11）/ルート44 0 Rカタログ（その4）へ％間接参照...このような情報や暗号化などの他のエントリ、...％（のパート9）>>％ダミークロスリファレンステーブルstartxref 0％％EOFオフセット

実施例5Part 5：おそらくプライマリヒントストリーム（部分6に先行又は続くことができる）56 0 OBJ << /長さ457 ...このような共有オブジェクトヒントテーブルのフィルタ... / S 221パーセント位置とおそらく他のストリーム属性、...他のヒントテーブルのエントリ... >>ストリーム...ページオフセットヒントテーブル... ...共有オブジェクトヒントテーブル... ...おそらく他のヒントテーブル... endstream endobj

【実施例は6Part 6：まず、ページセクション（前または一部5に従うことができる）45 0 OBJ << /タイプ/ページ... >> endobj ...概要階層（文書カタログ内PageMode値がUseOutlinesの場合）... ...最初のページのオブジェクト、両方の共有および非共有オブジェクトを含みます...
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 … Other page attributes, such as MediaBox, Parent, and Contents … 
>> 

endobj 
 
… Nonshared objects for this page … 
 
… Each successive page followed by its nonshared objects … 
 
… Last page followed by its nonshared objects … 

EXAMPLE 8 Part 8: Shared objects for all pages except the first 
… Shared objects … 

EXAMPLE 9 Part 9: Objects not associated with pages, if any 
… Other objects … 

EXAMPLE 10 Part 10: Overflow hint stream (optional) 
… Overflow hint stream … 

EXAMPLE 11 Part 11: Main cross-reference table and trailer 
xref 
0 43 
0000000000 65535 f 
… Cross-reference entries for all except first page’s objects … 
trailer 

<< /Size 43 >> % Trailer need not contain other entries; in particular, 
% it should not have a Prev entry 
 
% Offset of first-page cross-reference table (part 3) 
startxref 
257 
% % EOF

F.3.2 Header (Part 1)

The Linearized PDF file shall begin with the standard header line (see 7.5.2, "File Header"). Linearization is 
independent of PDF version number and may be applied to any PDF file of version 1.1 or greater. 

The binary characters following the PERCENT SIGN (25h) on the second line are characters with codes 128 or 
greater, as recommended in 7.5.2, "File Header". 

F.3.3 Linearization Parameter Dictionary (Part 2)

Following the header, the first object in the body of the file (part 2) shall be an indirect dictionary object, the 
linearization parameter dictionary, which shall contain the parameters listed in Table F.1. All values in this 
dictionary shall be direct objects. There shall be no references to this dictionary anywhere in the document; 
however, the first-page cross-reference table (part 3) shall contain a normal entry for it. 

The linearization parameter dictionary shall be entirely contained within the first 1024 bytes of the PDF file. This 
limits the amount of data a conforming reader must read before deciding whether the file is linearized. 
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 ...なメディアサイズ、親、およびコンテンツなどの他のページ属性は、... >> endobj ...非共有このページのオブジェクト... ...連続する各ページには、最後のページには、その非共有オブジェクトに続いて... ...その非共有オブジェクトが続きます...

例9Part 9は：どの...他の目的ならば、ページに関連付けられていないオブジェクト...

例11Part 11：メインクロスリファレンステーブルとトレーラ0 43 0000000000 65535 F外部参照...最初のページのオブジェクトを除くすべての...トレーラーのためのクロスリファレンスエントリ<< /サイズ43 >>％トレーラー必要がない他のエントリが含まれています。特に、％は最初のページの相互参照テーブル（その3）startxref 257パーセント％EOFのオフセット前エントリ％を有していなければなりません

F.3.2ヘッダー（パート1）

線形化PDFファイルは、標準のヘッダ行で始まります（7.5.2、「ファイルのヘッダー」を参照）ものとします。線形化は、PDFのバージョン番号とは無関係であり、バージョン1.1以上の任意のPDFファイルに適用することができます。

7.5.2、「ファイルヘッダ」で推奨ように、第2行にパーセント記号（25H）を次のバイナリ文字は、コード128以上を持つ文字です。

F.3.3線形化パラメータ辞書（その2）

ヘッダに続いて、ファイル（その2）の本体内の第一の目的は、間接的な辞書オブジェクト、表F.1に示すパラメータを含まなければならない線形パラメータ辞書、でなければなりません。この辞書内のすべての値は、直接オブジェクトでなければなりません。文書中のこの辞書のどこに何の言及があってはなりません。しかし、最初のページの相互参照テーブル（パート3）がそれのための通常のエントリを含まなければなりません。
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F.3.4 First-Page Cross-Reference Table and Trailer (Part 3)

Part 3 shall contain the cross-reference table for objects belonging to the first page (discussed in F.3.4, "First-
Page Cross-Reference Table and Trailer (Part 3)") as well as for the document catalogue and document-level 
objects appearing before the first page (discussed in F.3.5, "Document Catalogue and Document-Level Objects 
(Part 4)"). Additionally, this cross-reference table shall contain entries for the linearization parameter dictionary 
(at the beginning) and the primary hint stream (at the end). This table shall be a valid cross-reference table as 
defined in 7.5.4, "Cross-Reference Table", although its position in the file shall not be at the end of the file. It 
shall consist of a single cross-reference subsection that has no free entries. 

In PDF 1.5 and later, cross-reference streams (see 7.5.8, "Cross-Reference Streams") may be used in 
linearized files in place of traditional cross-reference tables. The logic described in this section, along with the 
appropriate syntactic changes for cross-reference streams shall still apply. 

Table F.1 –  Entries in the linearization parameter dictionary  

Parameter Type Value

Linearized number (Required) A version identification for the linearized format. 

L integer (Required) The length of the entire file in bytes. It shall be exactly 
equal to the actual length of the PDF file. A mismatch indicates that 
the file is not linearized and shall be treated as ordinary PDF, ignoring 
linearization information. (If the mismatch resulted from appending an 
update, the linearization information may still be correct but requires 
validation; see G.7, "Accessing an Updated File" for details.) 

H array (Required) An array of two or four integers, [ offset1 length1 ] or 
[ offset1 length1 offset2 length2 ]. offset1 shall be the offset of the 
primary hint stream from the beginning of the file. (This is the 
beginning of the stream object, not the beginning of the stream data.) 
length1 shall be the length of this stream, including stream object 
overhead. 
If the value of the primary hint stream dictionary’s Length entry is an 
indirect reference, the object it refers to shall immediately follow the 
stream object, and length1 also shall include the length of the indirect 
length object, including object overhead. 
If there is an overflow hint stream, offset2 and length2 shall specify its 
offset and length. 

O integer (Required) The object number of the first page’s page object. 

E integer (Required) The offset of the end of the first page (the end of EXAMPLE 
6 in F.3.1, "General"), relative to the beginning of the file. 

N integer (Required) The number of pages in the document. 

T integer (Required) In documents that use standard main cross-reference 
tables (including hybrid-reference files; see 7.5.8.4, "Compatibility with 
Applications That Do Not Support Compressed Reference Streams"), 
this entry shall represent the offset of the white-space character 
preceding the first entry of the main cross-reference table (the entry for 
object number 0), relative to the beginning of the file. Note that this 
differs from the Prev entry in the first-page trailer, which gives the 
location of the xref line that precedes the table. 
(PDF 1.5) Documents that use cross-reference streams exclusively 
(see 7.5.8, "Cross-Reference Streams"), this entry shall represent the 
offset of the main cross-reference stream object. 

P integer (Optional) The page number of the first page; see F.3.4, "First-Page 
Cross-Reference Table and Trailer (Part 3)". Default value: 0. 

PDF 32000-1：2008

680©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

F.3.4まずページのクロスリファレンス表とトレーラー（パート3）

第3部は、としてだけでなく、文書カタログとドキュメントレベルのための最初の（F.3.4で説明し、「最初のページのクロスリファレンス表とトレーラー（その3）」）のページに属するオブジェクトのための相互参照テーブルを含まなければなりません（F.3.5、「文書カタログとドキュメントレベルオブジェクト（その4）」で説明）最初のページの前に現れるオブジェクト。さらに、この相互参照表は、（開始時）線形パラメータ辞書と（端）プライマリヒントストリームのエントリを含まなければなりません。 7.5.4で定義されているファイル内のその位置が、ファイルの終わりにはならないが、このテーブルは、「相互参照表」、有効なクロスリファレンステーブルでなければなりません。これは、空きのエントリを持っていない単一のクロスリファレンスサブセクションで構成されなければなりません。

PDF 1.5以降では、相互参照ストリーム（7.5.8、「相互参照ストリーム」を参照）、従来のクロスリファレンステーブルの代わりに、直線化ファイルで使用することができます。ロジックはまだ適用されるクロスリファレンス・ストリームのための適切な構文の変更に伴って、このセクションで説明します。

パラメータタイプ値

Linteger（必須）バイト単位でファイル全体の長さ。これは、PDFファイルの実際の長さと正確に一致しなければなりません。不一致は、ファイルが直線化されていないと線形化情報を無視して、通常のPDFとして扱われなければならないことを示しています。 （不一致が更新を追加から生じた場合は、線形化情報は正しいことが、検証が必要であり、G.7を参照してください、詳細については、「更新されたファイルへのアクセス」。）

Harray（必須）は、2つのまたは4つの整数の配列、[OFFSET1長さ1]または[OFFSET1長さ1 OFFSET2 LENGTH2]。 OFFSET1は、ファイルの先頭からの主なヒントストリームのオフセットされなければなりません。 （これはストリームオブジェクトではなく、ストリームデータの先頭の始まりである。）長さ1は、ストリームオブジェクトのオーバーヘッドを含め、このストリームの長さでなければなりません。プライマリヒントストリーム辞書の長さエントリの値は、間接参照である場合、それが参照するオブジェクトは、直ちにストリームオブジェクトに従わなければならない、と長さ1は、オブジェクトのオーバーヘッドを含む、間接的な長さオブジェクトの長さを含まなければなりません。オーバーフローのヒントストリームがある場合は、OFFSET2および長さ2は、そのオフセットと長さを指定しなければなりません。

Einteger（必須）ファイルの先頭からの相対、最初のページ（F.3.1、「全般」における実施例6の終わり）の最後のオフセット。

標準の主な相互参照表使用する文書でTinteger（必須）（ハイブリッドリファレンスファイルを含む;「をサポートしない圧縮されたリファレンスストリームのそれのアプリケーションとの互換性」を、7.5.8.4を参照）は、このエントリは白 - のオフセットを表現しなければなりませんファイルの先頭からの相対主クロスリファレンステーブルの最初のエントリ（オブジェクト番号0のエントリ）を先行スペース文字、。なお、外部参照ライン先行するテーブルの位置を与える最初のページトレーラにおける前のエントリからこの異なります。 （PDF 1.5）クロスリファレンスを使用ドキュメント（7.5.8、「クロス・リファレンスストリーム」を参照）、排他的ストリーム、このエントリは、主クロスリファレンス・ストリーム・オブジェクトのオフセットを表すものとします。

Pinteger（オプション）最初のページのページ番号。 F.3.4、「最初のページのクロスリファレンス表とトレーラー（その3）」を参照してください。デフォルト値：0。
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Below the table shall be the first-page trailer. The trailer’s Prev entry shall give the offset of the main cross-
reference table near the end of the file. A conforming reader that does not support the linearized feature shall 
process this correctly even though the trailers are linked in an unusual order. It interprets the first-page cross-
reference table as an update to an original document that is indexed by the main cross-reference table. 

The first-page trailer shall contain valid Size and Root entries, as well as any other entries needed to display 
the document. The Size value shall be the combined number of entries in both the first-page cross-reference 
table and the main cross-reference table. 

The first-page trailer may optionally end with startxref, an integer, and %%EOF, just as in an ordinary trailer. 
This information shall be ignored. 

F.3.5 Document Catalogue and Document-Level Objects (Part 4)

Following the first-page cross-reference table and trailer are the catalogue dictionary and other objects that are 
required present when the document is opened. These additional objects (constituting part 4) shall include the 
values of the following entries if they are present and are indirect objects: 

• The conforming reader Preferences entry in the catalogue. 

• The PageMode entry in the catalogue. Note that if the value of PageMode is UseOutlines, the outline 
hierarchy shall be located in part 6; otherwise, the outline hierarchy, if any, shall be located in part 9. See 
F.3.10, "Other Objects (Part 9)" for details. 

• The Threads entry in the catalogue, along with all thread dictionaries it refers to. This does not include the 
threads’ information dictionaries or the individual bead dictionaries belonging to the threads. 

• The OpenAction entry in the catalogue. 

• The AcroForm entry in the catalogue. Only the top-level interactive form dictionary shall be present, not 
the objects that it refers to. 

• The Encrypt entry in the first-page trailer dictionary. All values in the encryption dictionary shall also be 
located here. 

All other objects shall not be located here but instead shall be at the end of the file; see F.3.10, "Other Objects 
(Part 9)". This includes objects such as page tree nodes, the document information dictionary, and the 
definitions for named destinations. 

NOTE The objects located here are indexed by the first-page cross-reference table, even though they are not logically 
part of the first page. 

F.3.6 Hint Streams (Parts 5 and 10)

The core of the linearization information shall be stored in data structures known as hint tables, whose format is 
described in F.4, "Hint Tables." They shall provide indexing information that enables the conforming reader to 
construct a single request for all the objects that are needed to display any page of the document or to retrieve 
other information efficiently. The hint tables may contain additional information to optimize access by 
conforming writer extensions to application-specific data. 

The hint tables shall not be logically part of the information content of the document; they shall be derived from 
the document. Any action that changes the document—for instance, appending an incremental 
update—invalidates the hint tables. The document remains a valid PDF file but is no longer linearized; see G.7, 
"Accessing an Updated File" for details. 

The hint tables are binary data structures that shall be enclosed in a stream object. Syntactically, this stream 
shall be a PDF indirect object. However, there shall be no references to the stream anywhere in the document. 
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最初のページのトレーラーが有効なサイズとルートのエントリだけでなく、文書を表示するために必要な任意の他のエントリを含まなければなりません。サイズ値は、第1ページのクロスリファレンステーブルと主クロスリファレンステーブルの両方のエントリの合計数でなければなりません。

最初のページのトレーラーは、必要に応じて普通のトレーラーのように、startxref、整数、および%% EOFで終了してもよいです。この情報は無視されなければなりません。

F.3.5文書カタログとドキュメントレベルのオブジェクト（その4）

カタログのPageModeエントリを•。 PageModeの値がUseOutlinesある場合、アウトライン階層部6に配置されなければならないことに留意されたいです。それ以外の場合は、アウトライン階層は、もしあれば、詳細については、「他のオブジェクト（パート9）」、パート9を参照してくださいF.3.10に配置されなければなりません。

•カタログ内のスレッドのエントリに、それが参照するすべてのスレッドの辞書と一緒に。これは、スレッドの情報辞書やスレッドに属する個々のビーズの辞書が含まれていません。

カタログのAcroFormエントリーを•。唯一のトップレベルの対話形式辞書は、それが参照するオブジェクトではない、存在しなければなりません。

他のすべてのオブジェクトは、ここに配置されていないものではなく、ファイルの末尾でなければなりません。 F.3.10、 "他のオブジェクト（パート9）" を参照してください。これは、このようなページツリー・ノード、文書情報辞書、およびという名前の宛先の定義などのオブジェクトが含まれています。

NOTEここにあるオブジェクトは、それらが論理的に最初のページの一部ではないにもかかわらず、最初のページのクロスリファレンステーブルでインデックス化されています。

F.3.6ヒントストリーム（パート5および10）

線形化情報のコアは、その形式F.4に記載されているヒント・テーブルと呼ばれるデータ構造に格納されなければならない「ヒントテーブル。」彼らは、文書の任意のページを表示したり、効率的に他の情報を取得するために必要なすべてのオブジェクトのための単一の要求を構築するために準拠したリーダーを可能にインデックス情報を提供しなければなりません。ヒントテーブルは、アプリケーション固有のデータへの書き込み拡張を準拠により、最適化へのアクセスに追加情報が含まれていてもよいです。

ヒントテーブルは、論理的に文書の情報内容の一部であってはなりません。彼らは文書から派生されなければなりません。増分更新-無効化ヒントテーブルを追加し、ドキュメントのインスタンスを変更するアクション。文書が有効なPDFファイルのままですが、もはや直線化されていません。 G.7が、詳細については、「更新されたファイルへのアクセス」を参照してください。

ヒントテーブルは、ストリームオブジェクトで囲まれなければならないバイナリデータ構造です。構文的には、このストリームはPDF間接オブジェクトでなければなりません。ただし、文書内のストリームのどこかへの参照があってはなりません。
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Therefore, it is not logically part of the document, and an operation that regenerates the document may remove 
the stream. 

Usually, all the hint tables shall be contained in a single stream, known as the primary hint stream. Optionally, 
there may be an additional stream containing more hints, known as the overflow hint stream. The contents of 
the two hint streams shall be concatenated and treated as if they were a single unbroken stream. 

The primary hint stream, which shall be required, is shown as part 5 in Example 5. The order of this part and 
the first-page section, shown as part 6, may be reversed; see Annex G for considerations on the choice of 
placement. The overflow hint stream, part 10, is optional. 

The location and length of the primary hint stream, and of the overflow hint stream if present, shall be given in 
the linearization parameter dictionary at the beginning of the file. 

The hint streams shall be assigned the last object numbers in the file—that is, after the object number for the 
last object in the first page. Their cross-reference table entries shall be at the end of the first-page cross-
reference table. This object number assignment shall be independent of the physical locations of the hint 
streams in the file. 

NOTE This convention keeps their object numbers from conflicting with the numbering of the linearized objects. 

With one exception, the values of all entries in the hint streams’ dictionaries shall be direct objects and may 
contain no indirect object references. The exception is the stream dictionary’s Length entry (see the discussion 
of the H entry in Table F.1).

In addition to the standard stream attributes, the dictionary of the primary hint stream shall contain entries 
giving the position of the beginning of each hint table in the stream. These positions shall be counted in bytes 
relative to the beginning of the stream data (after decoding filters, if any, are applied) and with the overflow hint 
stream concatenated if present. The dictionary of the overflow hint stream shall not contain these entries. The 
keys designating the standard hint tables in the primary hint stream’s dictionary are listed in Table F.2; F.4, "Hint 
Tables," documents the format of these hint tables. Additionally, there is a required page offset hint table, which 
shall be the first table in the stream and shall start at offset 0. 

Table F.2 –  Standard hint tables  

Key Hint table

S (Required) Shared object hint table (see F.4.2, “Shared Object Hint 
Table”)

T (Present only if thumbnail images exist) Thumbnail hint table (see F.4.3, 
"Thumbnail Hint Table")

O (Present only if a document outline exists) Outline hint table (see F.4.4, 
“Generic Hint Tables”)

A (Present only if article threads exist) Thread information hint table (see 
F.4.4, “Generic Hint Tables”)

E (Present only if named destinations exist) Named destination hint table 
(see F.4.4, “Generic Hint Tables”)

V (Present only if an interactive form dictionary exists) Interactive form hint 
table (see F.4.5, “Extended Generic Hint Tables”)

I (Present only if a document information dictionary exists) Information 
dictionary hint table (see F.4.4, “Generic Hint Tables”)

C (Present only if a logical structure hierarchy exists; PDF 1.3) Logical 
structure hint table (see F.4.5, “Extended Generic Hint Tables”)

L (PDF 1.3) Page label hint table (see F.4.4, “Generic Hint Tables”)
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したがって、論理的文書の一部ではなく、文書を再生成する操作は、ストリームを除去することができます。

通常、すべてのヒントテーブルは、プライマリヒントストリームとして知られる、単一のストリームに含まれるものとします。必要に応じて、オーバーフローヒントストリームとして知られているより多くのヒントを含む追加のストリームが存在してもよいです。 2つのヒントストリームの内容を連結し、それらが単一の切れ目のないストリームであるかのように扱われなければなりません。

必要とされなければならない主要ヒントストリームは、実施例5この部分と部分6として示される最初のページセクション、の順に部品5として示され、逆にしてもよいです。配置の選択に考慮事項については附属書Gを参照してください。オーバーフローヒントストリーム、部分10は、任意です。

存在する場合、一次ヒントストリームの、そしてオーバーフローヒント・ストリームの位置と長さは、ファイルの先頭に線形パラメータ辞書で与えられなければなりません。

ヒントストリームは、最初のページの最後のオブジェクトのためのオブジェクト番号の後に、ファイルでの最後のオブジェクト番号を割り当てなければなりません。彼らのクロスリファレンステーブルエントリは、最初のページのクロスリファレンステーブルの終わりにしなければなりません。このオブジェクト番号の割り当ては、ファイル内のヒントストリームの物理的位置とは無関係でなければなりません。

一つの例外を除いて、ヒントストリーム辞書内のすべてのエントリの値は、直接オブジェクトでなければならず、いかなる間接的なオブジェクト参照を含まなくてもよいです。例外は、ストリーム辞書の長さエントリ（表F.1でHエントリの説明を参照）です。

標準ストリームの属性に加えて、主要なヒントストリームの辞書は、ストリーム内の各ヒントテーブルの先頭の位置を与えるエントリを含まなければなりません。これらの位置は、ストリームデータの先頭からの相対バイト数でカウントされなければならない（もしあれば、フィルタを復号化後に適用されている）及び存在する場合に連結オーバーフローヒントストリームと。オーバーフローのヒントストリームの辞書には、これらのエントリを含んではなりません。主なヒントストリームの辞書に標準のヒントテーブルを指定するキーは、表F.2に記載されています。 F.4、「ヒント表、」これらのヒントテーブルの文書フォーマット。また、ストリームの最初のテーブルでなければならず、オフセット0から開始するものと必要なページオフセットヒントテーブルには、そこにあります。

キーヒントテーブル

S（必須）共有オブジェクトヒントテーブル（F.4.2、「共有オブジェクトヒントテーブル」を参照してください）

T（F.4.3、「サムネイルヒント表」を参照）サムネイルヒントテーブル（存在するサムネイル画像が存在する場合のみ）

O概要ヒントテーブル（文書のアウトラインが存在する場合にのみ存在）（F.4.4、「一般的なヒント表」を参照してください）

（記事のスレッドが存在する場合にのみ存在）スレッド情報ヒントテーブル（F.4.4、「一般的なヒントテーブル」を参照します）

先のヒントテーブル名前E（という名前の宛先が存在する場合にのみ存在）（F.4.4、「一般的なヒント表」を参照してください）

V（対話形式辞書が存在する場合にのみ存在）インタラクティブフォームヒントテーブル（F.4.5、「拡張汎用ヒントテーブル」を参照）

I（文書情報辞書が存在する場合にのみ存在）情報辞書ヒントテーブル（F.4.4、「一般的なヒント表」を参照してください）

C（論理構造の階層が存在する場合にのみ存在、PDF 1.3）論理構造ヒントテーブル（F.4.5、「拡張汎用ヒントテーブル」を参照）

L（PDF 1.3）ページラベルヒントテーブル（F.4.4、「一般的なヒント表」を参照してください）
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New keys may be registered for additional hint tables required application-specific data accessed by 
conforming writer extensions. See Annex E for further information. 

F.3.7 First-Page Section (Part 6)

This part of the file contains all the objects needed to display the first page of the document. Ordinarily, the first 
page is page 0—that is, the leftmost leaf page node in the page tree. However, if the document catalogue 
contains an OpenAction entry that specifies opening at some page other than page 0, that page shall be
considered the first page and shall be located here. The page number of the first page is given in the P entry of 
the linearization parameter dictionary.

NOTE As mentioned earlier, the section containing objects belonging to the first page of the document may either 
precede or follow the primary hint stream. The starting file offset and length of this section can be determined 
from the hint tables. In addition, the E entry in the linearization parameter dictionary specifies the end of the 
first page (as an offset relative to the beginning of the file), and the O entry gives the object number of the first 
page’s page object. 

The following objects shall be contained in the first-page section: 

• The page object for the first page. This object shall be the first one in this part of the file. Its object number 
is given in the linearization parameter dictionary. This page object shall explicitly specify all required 
attributes, such as Resources and MediaBox; the attributes may not be inherited from ancestor page tree 
nodes. 

• The entire outline hierarchy, if the value of the PageMode entry in the catalogue is UseOutlines. If the 
PageMode entry is omitted or has some other value and the document has an outline hierarchy, the 
outline hierarchy shall appear in part 9; see F.3.10, "Other Objects (Part 9)" for details.

• All objects that the page object refers to, to an arbitrary depth, except page tree nodes or other page 
objects. This shall include objects referred to by its Contents, Resources, Annots, and B entries, but not 
the Thumb entry. 

The order of objects referenced from the page object should facilitate early user interaction and incremental 
display of the page data as it arrives. The following order should be used: 

a) The Annots array and all annotation dictionaries, to a depth sufficient for those annotations to be 
activated. Information required to draw the annotation may be deferred until later since annotations are 
always drawn on top of (hence after) the contents. 

b) The B (beads) array and all bead dictionaries, if any, for this page. If any beads exist for this page, the B
array shall be present in the page dictionary. Additionally, each bead in the thread (not just the first bead) 
shall contain a T entry referring to the associated thread dictionary. 

c) The resource dictionary, but not the resource objects contained in the dictionary. 

d) Resource objects, other than the types listed below, in the order that they are first referenced (directly or 
indirectly) from the content stream. If the contents are represented as an array of streams, each resource 
object shall precede the stream in which it is first referenced. Note that Font, FontDescriptor, and 
Encoding resources shall be included here, but not substitutable font files referenced from font descriptors 
(see item (g) below). 

R (Present only if a renditions name tree exists; PDF 1.5) Renditions 
name tree hint table (see F.4.5, “Extended Generic Hint Tables”)

B (Present only if embedded file streams exist; PDF 1.5) Embedded file 
stream hint table (see F.4.6, “Embedded File Stream Hint Tables”)

Table F.2 –  Standard hint tables  (continued)

Key Hint table
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F.3.7ファーストページセクション（その6）

ファイルのこの部分は、文書の最初のページを表示するのに必要なすべてのオブジェクトが含まれています。通常、最初のページは、ページ0、ページツリーの左端のリーフページノードです。ドキュメントカタログが指定のページ0以外のページで開くことOpenActionエントリが含まれている場合は、そのページには、最初のページをbeconsideredものとし、ここに配置されなければなりません。最初のページのページ番号は、線形パラメータ辞書のPのエントリに与えられています。

注意点としては、先に、文書の最初のページに属するオブジェクトを含むセクションは、どちらかの前またはが主ヒント流れに従うことができる述べました。起動ファイルは、オフセットと、このセクションの長さは、ヒント・テーブルから決定することができます。また、辞書指定するパラメータ線形で、Eエントリ最初のページの最後（ファイルの先頭からの相対オフセットとして）、およびOのエントリは、最初のページのページオブジェクトのオブジェクト番号を与えます。

•最初のページのページオブジェクト。このオブジェクトは、ファイルのこの部分の最初のものでなければなりません。そのオブジェクト番号は、線形パラメータ辞書に与えられています。このページオブジェクトは、明示的なリソースとメディアサイズなど、すべての必要な属性を指定しなければなりません。属性は、祖先ページツリーノードから継承されないことがあります。

•全体のアウトライン階層、カタログのPageModeエントリの値がUseOutlinesある場合。 PageModeエントリを省略または他のいくつかの値を持ち、ドキュメントアウトラインの階層を持っている場合は、アウトライン階層が一部9に表示されるものとします。詳細については、F.3.10、「他のオブジェクト（パート9）」を参照してください。

•すべてのページオブジェクトはページツリーのノードまたは他のページオブジェクトを除いて、任意の深さに、を参照していることをオブジェクト。これは、その内容、資源、Annots、およびBエントリが参照するオブジェクトではなく、親指のエントリーを含まなければなりません。

a）は、それらの注釈のために十分な深さまでAnnotsアレイとすべての注釈辞書は、活性化されます。注釈を描画するために必要な情報は、注釈が常に内容（したがって後）の上に描画され、後でので、まで延期することができます。

B）このページのB（ビーズ）のアレイと、すべてのビーズ辞書、もしあれば、。すべてのビーズは、このページのために存在する場合、Barrayは、ページ辞書に存在しなければなりません。また、スレッド内の各ビーズ（だけでなく、第1のビード）は、関連するスレッド辞書を参照してTのエントリを含まなければなりません。

C）リソースディクショナリは、ではなく、リソースオブジェクトは、辞書に含まれています。

D）リソースは、それらが第一のコンテンツストリームから（直接または間接的に）参照されるようにするために、下記のタイプ以外のオブジェクト。コンテンツがストリームのアレイとして表される場合、各リソース・オブジェクトは、それが最初に参照されたストリームに先行しなければなりません。フォント、FontDescriptor、エンコードリソースは（下の項目（g）を参照）ここに含まれていますが、フォント記述子から参照フォントファイルの置換ではないされなければならないことに注意してください。

R（レンディション名のツリーが存在する場合にのみ存在; PDF 1.5）レンディション名ツリーヒントテーブル（F.4.5、「拡張ジェネリックヒント表」を参照してください）

B（現在の埋め込みファイルストリームが存在する場合にのみ、PDF 1.5）埋め込みファイルストリームのヒントテーブル（F.4.6を参照してください、「埋め込みファイルストリームヒント表」）

表F.2  - 標準ヒントテーブル（続き）

キーヒントテーブル
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e) The page contents (Contents). If large, this should be represented as an array of indirect references to 
content streams, which in turn shall be interleaved with the resources they require. If small, the entire 
contents should be a single content stream preceding the resources. 

f) Image XObjects, in the order that they are first referenced. Images can be assumed to be large and slow to 
transfer; therefore, the conforming reader should defer rendering images until all the other contents have 
been displayed. 

g) FontFile streams, which contain the actual definitions of embedded fonts. These can be assumed to be 
large and slow to transfer; therefore, the conforming reader should use substitute fonts until the real ones 
have arrived. Only those fonts for which substitution is possible may be deferred in this way. (Currently, this 
includes any Type 1 or TrueType font that has a font descriptor with the Nonsymbolic flag set, indicating 
the Adobe standard Latin character set). 

See Annex G for additional discussion about object order and incremental drawing strategies. 

F.3.8 Remaining Pages (Part 7)

Part 7 of the Linearized PDF file shall contain the page objects and nonshared objects for all remaining pages 
of the file, with the objects for each page grouped together. The pages shall be contiguous and shall be ordered 
by page number. If the first page of the file is not page 0, this section shall start with page 0 and shall skip over 
the first page when its position in the sequence is reached. 

For each page, the objects required to display that page shall be grouped together, except for resources and 
other objects that are shared with other pages. Shared objects shall be located in the shared objects section 
(part 8). The starting file offset and length of any page can be determined from the hint tables. 

The recommended order of objects within a page is essentially the same as in the first page. In particular, the 
page object shall be the first object in each section. 

In most cases, unlike for the first page, little benefit is gained from interleaving contents with resources because 
most resources other than images—fonts in particular—are shared among multiple pages and therefore reside 
in the shared objects section. Image XObjects usually are not shared, but they should appear at the end of the 
page’s section of the file, since rendering of images is deferred. 

F.3.9 Shared Objects (Part 8)

Part 8 of the file contains objects, primarily named resources, that are referenced from more than one page but 
that are not referenced (directly or indirectly) from the first page. The hint tables contain an index of these 
objects. For more information on named resources, see 7.8.3, "Resource Dictionaries". 

The order of these objects shall be arbitrary. However, wherever a resource consists of a multiple-level 
structure, all components of the structure shall be grouped together. If only the top-level object is referenced 
from outside the group, the entire group may be described by a single entry in the shared object hint table. This 
helps to minimize the size of the shared object hint table and the number of individual references from entries in 
the page offset hint table. 

F.3.10 Other Objects (Part 9)

Following the shared objects are any other objects that are part of the document but are not required for 
displaying pages. These objects shall be divided into functional categories. Objects within each of these 
categories should be grouped together; the relative order of the categories is unimportant. 

• The page tree. This object can be located in this section because the conforming reader never needs to 
consult it. Note that all Resources attributes and other inheritable attributes of the page objects shall be 
pushed down and replicated in each of the leaf page objects (but they may contain indirect references to 
shared objects). 
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e）のページの内容（コンテンツ）。大規模な場合は、これは順番に、彼らが必要とするリソースと交互に配置されなければならないコンテンツのストリームへの間接参照の配列として表現されなければなりません。小さな場合には、全体の内容は、リソースの前に単一のコンテンツストリームでなければなりません。

f）の画像XObjects、彼らが最初に参照されるためです。画像が大きくて転送に遅くなると仮定することができます。そのため、適合する読者は、他のすべての内容が表示されるまで、画像をレンダリング延期すべきです。

埋め込みフォントの実際の定義を含むG）FontFileストリーム、。これらは、転写に大きいと低速であると仮定することができます。本物が到着するまでそのため、準拠リーダーは代替フォントを使用する必要があります。唯一の置換が可能であるため、これらのフォントは、このように延期することができます。 （現在、このは、Adobe標準ラテン文字セットを示し、任意のタイプ1またはNonsymbolicフラグが設定されたフォント記述子を持つTrueTypeフォントを含みます）。

F.3.8残りのページ（その7）

線形化PDFファイルの一部7は一緒にグループ化された各ページのオブジェクトと、ファイルの残りのすべてのページのページオブジェクトと非共有オブジェクトを含まなければなりません。ページが連続したものでなければならないとページ番号で注文されなければなりません。ファイルの最初のページはページ0でない場合は、このセクションでは、ページ0で始まるものとし、シーケンス内での位置に到達したとき、最初のページをスキップするものとします。

各ページには、オブジェクトは、ページが他のページと共有されているリソースやその他のオブジェクトを除いて、一緒にグループ化されなければならないことを表示するために必要な。共有オブジェクトは、共有オブジェクトの部分（パート8）に配置されなければなりません。起動ファイルには、オフセットおよび任意のページの長さは、ヒントテーブルから決定することができます。

ページ内のオブジェクトの推奨される順序は、本質的に、最初のページと同じです。具体的には、ページオブジェクトは、各セクションの最初のオブジェクトでなければなりません。

ほとんどの場合、最初のページのとは異なり、ほとんど利益は内の画像・フォント以外のほとんどのリソースの特定が-ている複数のページ間で共有され、したがって、共有オブジェクトのセクションに存在するためのリソースとの内容をインターリーブから得られます。画像XObjectsは、通常は共有されていないが、画像のレンダリングが延期されているので、彼らは、ファイルのページのセクションの最後に表示されます。

F.3.9共有オブジェクト（パート8）

ファイルの一部8は、複数のページから参照されているが、それは最初のページから（直接または間接的に）参照されていないオブジェクト、主に名前のリソースが含まれています。ヒントテーブルは、これらのオブジェクトのインデックスを含んでいます。名前付きリソースの詳細については、7.8.3、「リソース辞書」を参照してください。

これらのオブジェクトの順序は任意でなければなりません。しかし、リソースが複数レベルの構造から成る限り、構造の全ての成分は、一緒にグループ化されなければなりません。唯一のトップレベルのオブジェクトがグループ外から参照される場合、全体のグループは、共有オブジェクトヒントテーブル内の単一のエントリによって記述することができます。これは、共有オブジェクトヒントテーブルのサイズとページオフセットヒントテーブルのエントリからの個々の参照の数を最小限に抑えることができます。

F.3.10他のオブジェクト（パート9）
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• Thumbnail images. These objects shall simply be ordered by page number. (The thumbnail image for page 
0 shall be first, even if the first page of the document is some page other than 0.) Each thumbnail image 
consists of one or more objects, which may refer to objects in the thumbnail shared objects section (see 
the next item). 

• Thumbnail shared objects. These are objects that shall be shared among some or all thumbnail images 
and shall not be referenced from any other objects. 

• The outline hierarchy, if not located in part 6. The order of objects shall be the same as the order in which 
they shall be displayed by the conforming reader. This is a preorder traversal of the outline tree, skipping 
over any subtree that is closed (that is, whose parent’s Count value is negative). Following that shall be 
the subtrees that were skipped over, in the order in which they would have appeared if they were all open. 

• Thread information dictionaries, referenced from the I entries of thread dictionaries. Note that the thread 
dictionaries themselves shall be located with the document catalogue and the bead dictionaries with the 
individual pages. 

• Named destinations. These objects include the value of the Dests or Names entry in the document 
catalogue and all the destination objects that it refers to; see G.3, "Opening at an Arbitrary Page".

• The document information dictionary and the objects contained within it. 

• The interactive form field hierarchy. This group of objects shall not include the top-level interactive form 
dictionary, which is located with the document catalogue. 

• Other entries in the document catalogue that are not referenced from any page. 

• (PDF 1.3) The logical structure hierarchy. 

• (PDF 1.5) The renditions name tree hierarchy. 

• (PDF 1.5) Embedded file streams.

F.3.11 Main Cross-Reference and Trailer (Part 11)

Part 11 is the cross-reference table for all objects in the PDF file except those listed in the first-page cross-
reference table (part 3). As indicated earlier, this cross-reference table shall play the role of the original cross-
reference table for the file (before any updates are appended) and shall conform to the following rules: 

• It consists of a single cross-reference subsection, beginning at object number 0. 

• The first entry (for object number 0) shall be a free entry. 

• The remaining entries are for in-use objects, which shall be numbered consecutively, starting at 1. 

The startxref line shall give the offset of the first-page cross-reference table. The Prev entry of the first-page 
trailer shall give the offset of the main cross-reference table. The main trailer has no Prev entry and shall not 
contain any entries other than Size. 

In PDF 1.5 and later, cross-reference streams (see 7.5.8, "Cross-Reference Streams") may be used in 
linearized files in place of traditional cross-reference tables. The logic described in this sub-clause, along with 
the appropriate syntactic changes for cross-reference streams, still applies.
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•サムネイル画像。これらのオブジェクトは、単純にページ番号によって順序付けされなければなりません。各サムネイル画像がサムネイル共有オブジェクトセクション内のオブジェクトを参照することができる1つまたは複数のオブジェクトで構成さ（ページ0のサムネイル画像は、文書の最初のページが0以外のページであっても、最初のものでなければならない）（参照次の項目）。

部に位置していない場合•アウトライン階層は、6オブジェクトの順序は、準拠リーダーで表示されるものとした順序と同じでなければなりません。これは（つまり、その親のカウント値が負である、である）閉じている任意のサブツリーをスキップ、アウトラインツリーの先行順走査です。それに続いて、彼らはすべての開いていた場合、彼らは登場していると思われる順に、スキップされたサブツリーでなければなりません。

•スレッド情報辞書、スレッド辞書のIエントリから参照。スレッド辞書自体は文書カタログと個々のページで、ビーズの辞書と同じ場所に配置されなければならないことに注意してください。

•名前付きの目的地。これらのオブジェクトは、文書カタログ内Destsまたは名前エントリ及びそれが参照するすべての宛先オブジェクトの値を含みます。 G.3、「任意のページで開く」を参照してください。

•インタラクティブフォームフィールドの階層。オブジェクトのこのグループは、文書カタログで配置されている最上位のインタラクティブフォーム辞書を含めてはなりません。

•（PDF 1.5）組み込みファイルストリーム。

F.3.11メインクロスリファレンスおよびトレーラー（パート11）

部分11は、第1ページの相互参照テーブル（その3）に記載されたものを除き、PDFファイル内のすべてのオブジェクトのクロスリファレンステーブルです。先に示したように、この相互参照表は、ファイルの元のクロスリファレンステーブルの役割を果たしているものとする（任意の更新が付加される前に）、以下の規則に従わなければなりません。

•これは、オブジェクト番号0から始まる、単一のクロスリファレンスサブセクションから構成されています。

•残りのエントリは、1から始まる連続番号付けされなければならない使用中のオブジェクトのためのものです。

PDF 1.5以降では、相互参照ストリーム（7.5.8、「相互参照ストリーム」を参照）、従来のクロスリファレンステーブルの代わりに、直線化ファイルで使用することができます。ロジック相互参照ストリームのための適切な構文の変更に伴って、このサブ節に記載さ、まだ適用されます。
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F.4 Hint Tables

The core of the linearization information shall be stored in two or more hint tables, as indicated by the attributes 
of the primary hint stream; see F.3.6, "Hint Streams (Parts 5 and 10)". The format of the standard hint tables is 
described in this section. 

A conforming writer may add additional hint tables for conforming reader-specific data. A generic format for 
such hint tables is defined; see F.4.4, "Generic Hint Tables." Alternatively, the format of a hint table can be 
private to the conforming reader; see Annex E for further information. 

Each hint table shall consist of a portion of the stream, beginning at the position in the stream indicated by the 
corresponding stream attribute. Additionally, a conforming writer shall include a page offset hint table, which 
shall be the first table in the stream and shall start at offset 0. If there is an overflow hint stream, its contents 
shall be appended seamlessly to the primary hint stream. 

NOTE 1 Hint table positions are relative to the beginning of this combined stream.

In general, this byte stream shall be treated as a bit stream, high-order bit first, which shall then subdivided into 
fields of arbitrary width without regard to byte boundaries. However, each hint table shall begin at a byte 
boundary. 

NOTE 2 The hint tables are designed to encode the required information as compactly as possible. Interpreting the hint 
tables requires reading them sequentially; they are not designed for random access. 

The conforming reader shall be expected to read and decode the tables once and retain the information for as 
long as the document remains open. 

NOTE 3 A hint table encodes the positions of various objects in the file. The representation is either explicit (an offset 
from the beginning of the file) or implicit (accumulated lengths of preceding objects). 

Regardless of the representation, the resulting positions shall be interpreted as if the primary hint stream itself 
were not present. That is, a position greater than the hint stream offset shall have the hint stream length added 
to it to determine the actual offset relative to the beginning of the file. 

NOTE 4 The hint stream offset and hint stream length are the values offset1 and length1 in the H array in the 
linearization parameter dictionary at the beginning of the file. 
 
The reason for this rule is that the length of the primary hint stream depends on the information contained 
within the hint tables, which is not known until after they have been generated. Any information contained in 
the hint tables shall not depend on knowing the primary hint stream’s length in advance.  
 
Note that this rule applies only to offsets given in the hint tables and not to offsets given in the cross-reference 
tables or linearization parameter dictionary. Also, the offset and length of the overflow hint stream, if present, 
does not be taken into account, since this object follows all other objects in the file.  
 
In linearized files that use object streams (7.5.7, "Object Streams"), the position specified in a hint table for a 
compressed object is to be interpreted as a byte range in which the object can be found, not as a precise 
offset. conforming readers should locate the object via a cross-reference stream, as it would if the hint table 
were not present.

F.4.1 Page Offset Hint Table

The page offset hint table provides information required for locating each page. Additionally, for each page 
except the first, it also enumerates all shared objects that the page references, directly or indirectly. 

This table shall begin with a header section, described in Table F.3, followed by one or more per-page entries, 
described in Table F.4. 

NOTE The items making up each per-page entry are not contiguous; they are broken up with items from entries for 
other pages. 
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F.4ヒント表

プライマリヒントストリームの属性によって示されるように線形化情報のコアは、二つ以上のヒントテーブルに格納されなければなりません。 "小川（パート5および10）をヒント"、F.3.6を参照してください。標準ヒントテーブルの形式は、このセクションに記載されています。

準拠した作家は読者固有のデータを準拠するための追加のヒントテーブルを追加することもできます。このようなヒント・テーブルのための一般的なフォーマットが定義されます。 F.4.4は、「一般的なヒントテーブルを。」あるいは、ヒントテーブルのフォーマットが適合読者に非公開とすることができます。詳細については、附属書Eを参照してください。

各ヒントテーブルは、対応するストリームの属性により示されるストリーム内の位置から、ストリームの部分で構成されなければなりません。また、適合ライターは、ストリーム内の最初のテーブルでなければならず、その内容は、一次ヒントストリームにシームレスに付加されなければならない、オーバーフローヒントストリームがある場合はオフセット0から開始しなければならないページオフセットヒントテーブルを含まなければなりません。

注1つのヒントテーブルの位置は、この複合ストリームの先頭からの相対です。

一般に、このバイトストリームは、ビットストリームとして処理されなければならない、上位は、次いで、バイト境界に関係なく、任意の幅のフィールドに分割しなければならないれ、最初のビット。しかし、各ヒントテーブルは、バイト境界から始まるものとします。

プライマリヒントストリーム自体が存在しないかのようにかかわらず、表現の、結果として得られる位置は解釈されなければなりません。すなわち、実際のを決定することに加えヒントストリームの長さを有するものとオフセットヒント・ストリームよりも大きい位置には、ファイルの先頭からの相対オフセット。

注4ヒントストリームオフセットおよびヒントストリーム長の値は、ファイルの先頭に線形パラメータ辞書におけるH配列にオフセット1及び長さ1です。このルールの理由は、主ヒントストリームの長さは、彼らが生成された後まで知られていないヒントテーブル内に含まれる情報に依存していることです。ヒントテーブルに含まれるすべての情報は、事前に主要なヒントストリームの長さを知ることに依存してはなりません。このルールは唯一のクロスリファレンステーブルまたは線形化パラメータ辞書に与えられたオフセットにヒントテーブルといないで与えられたオフセットに適用されることに注意してください。このオブジェクトは、ファイル内の他のすべてのオブジェクトを次のためにも、オフセット及びオーバーフローヒントストリームの長さが、存在する場合、考慮されません。線状化ファイルにおけるその使用目的ストリーム（7.5.7は、「オブジェクトストリーム」）、圧縮されたオブジェクトのヒントテーブル内の指定された位置がオフセットしない正確として、オブジェクトが検出可能なバイト範囲として解釈されるべきです。それはヒントテーブルが存在しないかのように準拠リーダーは、相互参照ストリームを介してオブジェクトを見つけなければなりません。

F.4.1ページオフセットヒントテーブル

ページオフセットヒントテーブルには、各ページの位置を特定するために必要な情報を提供します。また、第1を除く各ページのために、それはまた、直接または間接的に、ページが参照するすべての共有オブジェクトを列挙します。

この表には、表F.4に記載の1つ以上のページ単位エントリ、続いて表F.3に記載のヘッダ部、で開始しなければなりません。
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The order of items making up the per-page entries shall be as follows: 

a) Item 1 for all pages, in page order starting with the first page 

b) Item 2 for all pages, in page order starting with the first page 

c) Item 3 for all pages, in page order starting with the first page 

d) Item 4 for all shared objects in the second page, followed by item 4 for all shared objects in the third page, 
and so on 

e) Item 5 for all shared objects in the second page, followed by item 5 for all shared objects in the third page, 
and so on 

f) Item 6 for all pages, in page order starting with the first page 

g) Item 7 for all pages, in page order starting with the first page  

All the items in Table F.3 that specify a number of bits needed, such as item 3, have values in the range 0 
through 32. Although that range requires only 6 bits, 16-bit numbers shall be used. 

Table F.3 –  Page offset hint table, header section  

Item Size (bits) Description

1 32 The least number of objects in a page (including the page object itself). 

2 32 The location of the first page’s page object. 

3 16 The number of bits needed to represent the difference between the 
greatest and least number of objects in a page. 

4 32 The least length of a page in bytes. This shall be the least length from 
the beginning of a page object to the last byte of the last object used 
by that page. 

5 16 The number of bits needed to represent the difference between the 
greatest and least length of a page, in bytes. 

6 32 The least offset of the start of any content stream, relative to the 
beginning of its page. 

7 16 The number of bits needed to represent the difference between the 
greatest and least offset to the start of the content stream. 

8 32 The least content stream length. 

9 16 The number of bits needed to represent the difference between the 
greatest and least content stream length. 

10 16 The number of bits needed to represent the greatest number of shared 
object references. 

11 16 The number of bits needed to represent the numerically greatest 
shared object identifier used by the pages (discussed further in 
Table F.4, item 4). 
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最初のページから始まるページの順序ですべてのページのa）のアイテム1、

最初のページから始まるページの順序ですべてのページのb）の項目2、

最初のページから始まるページの順序ですべてのページのC）項目3、

第3ページ内のすべての共有オブジェクトの項目4に続く第2ページ内のすべての共有オブジェクトのD）項目4、など

E）第3ページ内のすべての共有オブジェクトの項目5に続く第2ページ内のすべての共有オブジェクトの項目5、など

最初のページから始まるページの順序ですべてのページのF）項目6、

最初のページから始まるページの順序ですべてのページのグラム）項目7、

その範囲はわずか6ビットを必要とするが、このような項目3として必要なビットの数を指定し、表F.3のすべての項目は、32を介して範囲0の値を有し、16ビットの番号が使用されなければなりません。

表F.3  - ページヒントオフセットテーブル、ヘッダ部

項目サイズ（ビット）説明

5 16バイトで、ページの最大と最小長さとの差を表すのに必要なビット数。

6 32は、少なくともそのページの先頭に対する任意のコンテンツストリームの開始オフセット。

11 16ページ（表F.4、項目4に更に議論される）によって使用される数値の最大共有オブジェクト識別子を表すために必要なビット数。
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12 16 The number of bits needed to represent the numerator of the fractional 
position for each shared object reference. For each shared object 
referenced from a page, there shall be an indication of where in the 
page’s content stream the object is first referenced. That position shall 
be given as the numerator of a fraction, whose denominator is 
specified once for the entire document (in the next item in this table). 
The fraction is explained in more detail in Table F.4, item 5. 

13 16 The denominator of the fractional position for each shared object 
reference. 

Table F.4 –  Page offset hint table, per-page entry  

Item Size (bits) Description

1 See Table F.3, item 3 A number that, when added to the least number of objects in a page 
(Table F.3, item 1), shall give the number of objects in the page. The 
first object of the first page shall have an object number that is the 
value of the O entry in the linearization parameter dictionary at the 
beginning of the file. The first object of the second page shall have an 
object number of 1. Object numbers for subsequent pages shall be 
determined by accumulating the number of objects in all previous 
pages. 

2 See Table F.3, item 5 A number that, when added to the least page length (Table F.3, item 
4), shall give the length of the page in bytes. The location of the first 
object of the first page may be determined from its object number (the 
O entry in the linearization parameter dictionary) and the cross-
reference table entry for that object; see F.3.4, "First-Page Cross-
Reference Table and Trailer (Part 3)". The locations of subsequent 
pages shall be determined by accumulating the lengths of all previous 
pages. A conforming product shall skip over the primary hint stream, 
wherever it is located. 

3 See Table F.3, item 10 The number of shared objects referenced from the page. For the first 
page, this number shall be 0; the next two items start with the second 
page. 

4 See Table F.3, item 11 (One item for each shared object referenced from the page) A shared 
object identifier—that is, an index into the shared object hint table 
(described in F.4.2, “Shared Object Hint Table”). A single entry in the 
shared object hint table may designate a group of shared objects, but 
only one of which shall be referenced from outside the group. That is, 
shared object identifiers shall not be directly related to object numbers. 
This identifier combines with the numerators provided in item 5 to form 
a shared object reference. 

Table F.3 –  Page offset hint table, header section  (continued)

Item Size (bits) Description
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12 16各共有オブジェクト参照の分数位置の分子を表すために必要なビット数。ページから参照される各共有オブジェクトについて、ページのコンテンツストリーム中のオブジェクトが最初に参照されるの指示がなければなりません。その位置は、分母（この表の次の項目で）文書全体に対して一度だけ指定される分数の分子として与えられなければなりません。画分は、表F.4、項目5にさらに詳細に説明します。

表F.4  - ページは、ページごとのエントリーをヒントテーブルをオフセット

項目サイズ（ビット）説明

1表参照F.3、ページ（表F.3、項目1）内のオブジェクトの最小数に添加した場合、ページ内のオブジェクトの数を与えなければならない項目3 A番号。最初のページの最初のオブジェクトは、ファイルの先頭に線形化パラメータ辞書のOエントリの値であるオブジェクトの数を持たなければなりません。 2ページ目の第一の目的は、後続のページのための1オブジェクト番号のオブジェクト番号は、すべての以前のページ内のオブジェクトの数を累積することによって決定されるものでなければなりません。

2表参照F.3、少なくともページ長（表F.3、項目4）に添加したとき、バイトのページの長さを与えなければならない項目5 A番号。最初のページの最初のオブジェクトの位置は、そのオブジェクト番号（線形パラメータ辞書におけるOエントリー）とそのオブジェクトのクロスリファレンス・テーブル・エントリから決定することができます。 F.3.4、「最初のページのクロスリファレンス表とトレーラー（その3）」を参照してください。後続のページの場所は、すべての前のページの長さを蓄積することによって決定されなければなりません。それが置かれている場所に準拠した製品は、主ヒントストリームをスキップしなければなりません。

3表参照F.3、項目10ページから参照される共有オブジェクトの数。最初のページの場合、この番号は0でなければなりません。次の2つの項目が2ページ目から開始します。

4表参照F.3、項目11（ページから参照される各共有オブジェクトの1つの項目）は、Aは、共有オブジェクト識別子、つまり、F.4.2、「共有オブジェクトヒントテーブル」に記載された共有オブジェクトヒントテーブルへのインデックス（ ）。共有オブジェクトヒントテーブル内の単一のエントリは、共有オブジェクトのグループを指定することができるが、一方のみの群外部から参照されなければなりません。これは、直接オブジェクト番号に関連してはならない共有オブジェクト識別子です。共有オブジェクト参照を形成するために、項目5に設けられた分母でこの識別子組み合わせます。

表F.3  - ページ（続き）ヒントテーブル、ヘッダ部をオフセット

項目サイズ（ビット）説明
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F.4.2 Shared Object Hint Table

The shared object hint table gives information required to locate shared objects; see F.3.9, "Shared Objects 
(Part 8)". Shared objects may be physically located in either of two places: objects that are referenced from the 
first page shall be located with the first-page objects (part 6); all other shared objects shall be located in the 
shared objects section (part 8). 

A single entry in the shared object hint table may describe a group of adjacent objects under the following 
condition: Only the first object in the group is referenced from outside the group; the remaining objects in the 
group are referenced only from other objects in the same group. The objects in a group shall have adjacent 
object numbers. 

The page offset hint table, interactive form hint table, and logical structure hint table shall refer to an entry in the 
shared object hint table by a simple index that is its sequential position in the table, counting from 0. 

The shared object hint table shall consist of a header section (Table F.5) followed by one or more shared object 
group entries (Table F.6). There shall be two sequences of shared object group entries: the ones for objects 
located in the first page, followed by the ones for objects located in the shared objects section. The entries shall 
have the same format in both cases. Note that the items making up each shared object group entry need not be 

5 See Table F.3, item 12 (One item for each shared object referenced from the page) The 
numerator of the fractional position for each shared object reference, 
which shall be in the same order as the preceding item. The fraction 
shall indicate where in the page’s content stream the shared object is 
first referenced. This item shall be interpreted as the numerator of a 
fraction whose denominator is specified once for the entire document 
(Table F.3, item 13). 
EXAMPLE If the denominator is d, a numerator ranging from 0 

to d - 1 indicates the corresponding portion of the 
page’s content stream. For example, if the 
denominator is 4, a numerator of 0, 1, 2, or 3 
indicates that the first reference lies in the first, 
second, third, or fourth quarter of the content 
stream, respectively. 

There are two (or more) other possible values for the numerator, which 
shall indicate that the shared object is not referenced from the content 
stream but instead is needed by annotations or other objects that are 
drawn after the contents. The value d shall indicate that the shared 
object is needed before image XObjects and other nonshared objects 
that are at the end of the page. A value of d + 1 or greater shall 
indicate that the shared object is needed after those objects. 
NOTE This method of dividing the page into fractions is only 

approximate. Determining the first reference to a shared 
object entails inspecting the unencoded content stream. 
The relationship between positions in the unencoded and 
encoded streams is not necessarily linear. 

6 See Table F.3, item 7 A number that, when added to the least offset to the start of the 
content stream (Table F.3, item 6), shall give the offset in bytes of the 
start of the page’s content stream (the stream object, not the stream 
data), relative to the beginning of the page. 

7 See Table F.3, item 9 A number that, when added to the least content stream length 
(Table F.3, item 8), shall give the length of the page’s content stream in 
bytes. This length shall include object overhead preceding and 
following the stream data. 

Table F.4 –  Page offset hint table, per-page entry  (continued)

Item Size (bits) Description
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F.4.2共有オブジェクトのヒント表

共有オブジェクトヒントテーブルは、共有オブジェクトを検索するために必要な情報を与えます。 F.3.9、 "共有オブジェクト（パート8）" を参照してください。共有オブジェクトは、物理的に二つの場所のいずれかに配置することができる：最初のページから参照されるオブジェクトは、最初のページのオブジェクト（その6）で配置されなければなりません。他のすべての共有オブジェクトは、共有オブジェクトの部分（パート8）に配置されなければなりません。

ページオフセットヒントテーブル、インタラクティブフォームヒントテーブル、および論理構造のヒントテーブルは、テーブル内の順序位置である単純なインデックス、0からカウントすることにより、共有オブジェクトヒントテーブル内のエントリを指します。

共有オブジェクトヒントテーブルは、1つまたは複数の共有オブジェクトグループエントリ（表F.6）が続くヘッダ部（表F.5）から構成されなければなりません。共有オブジェクトセクションにあるオブジェクトのためのものに続いて最初のページにあるオブジェクトのためのもの、：共有オブジェクトグループエントリの二つの配列が存在しなければなりません。エントリは、どちらの場合も同じフォーマットでなければなりません。各共有オブジェクトグループエントリの必要性を構成する項目はならないことに注意してください

5表参照F.3、項目12（ページから参照される各共有オブジェクトの1つの項目）先行する項目と同じ順序でなければならない各共有オブジェクト参照の分数位置の分子。ページのコンテンツストリームで共有オブジェクトが最初に参照された場合は、端数を示さなければなりません。この項目は、分母文書全体（表F.3、アイテム13）が一度指定された分数の分子と解釈されなければなりません。 EXAMPLEIf分母をd 0からdまでの範囲の分子 -  1ページのコンテンツストリームの対応する部分を示しています。分母が4である場合、例えば、0、1、2、または3の分子は、それぞれ、コンテンツ・ストリームの第1、第2、第3、または第4四半期の第一の基準にあることを示しています。

共有オブジェクトがコンテンツストリームから参照されていないが、代わりに、注釈やコンテンツの後に描かれている他のオブジェクトによって必要とされていることを示すものとする分子、のための2つ（またはそれ以上）の他の可能な値が存在します。値dは、共有オブジェクトがページの最後にある画像XObjects及び他の非共有オブジェクトの前に必要であることを示さなければなりません。 D + 1以上の値は、共有オブジェクトがこれらのオブジェクトの後に必要であることを示さなければなりません。画分にページを分割する注：この方法は、近似です。共有オブジェクトへの最初の参照を決定する符号化されていないコンテンツストリームを検査することを伴います。エンコードされていないと符号化ストリーム中の位置との関係は必ずしも線形ではありません。

、少なくともコンテンツストリーム（表F.3、項目6）の開始オフセットに添加された場合、ページのコンテンツストリームの開始バイトオフセットを与えるものと6表参照F.3、項目7 A番号ページの先頭からの相対（ストリームオブジェクトではなく、ストリームデータ）、。

7参照表F.3、少なくともコンテンツストリーム長（表F.3、項目8）に添加したとき、バイト単位でページのコンテンツストリームの長さを与えなければならない項目9 A番号。この長さは、ストリームデータを前後のオブジェクトのオーバーヘッドを含まなければなりません。

表F.4  - ページは、ヒントテーブル、ページごとのエントリ（続き）オフセット

項目サイズ（ビット）説明
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contiguous; they may be broken up with items from entries for other shared object groups. The order of items in 
each sequence shall be as follows: 

a) Item 1 for the first group, item 1 for the second group, and so on 

b) Item 2 for the first group, item 2 for the second group, and so on 

c) Item 3 for the first group, item 3 for the second group, and so on 

d) Item 4 for the first group, item 4 for the second group, and so on 

All objects associated with the first page (part 6) shall have entries in the shared object hint table, regardless of 
whether they are actually shared. The first entry shall refer to the beginning of the first page and shall be have 
an object count and length that shall span all the initial nonshared objects. The next entry shall refer to a group 
of shared objects. Subsequent entries shall span additional groups of either shared or nonshared objects 
consecutively until all shared objects in the first page have been enumerated. (There shall not be any entries 
that refer to nonshared objects.) 

Table F.5 –  Shared object hint table, header section  

item Size (bits) Description

1 32 The object number of the first object in the shared objects section (part 
8). 

2 32 The location of the first object in the shared objects section. 

3 32 The number of shared object entries for the first page (including 
nonshared objects, as noted above). 

4 32 The number of shared object entries for the shared objects section, 
including the number of shared object entries for the first page (that is, 
the value of item 3). 

5 16 The number of bits needed to represent the greatest number of objects 
in a shared object group.

6 32 The least length of a shared object group in bytes. 

7 16 The number of bits needed to represent the difference between the 
greatest and least length of a shared object group, in bytes. 

Table F.6 –  Shared object hint table, shared object group entry  

Item Size (bits) Description

1 See Table F.5, item 7 A number that, when added to the least shared object group length 
(Table F.5, item 6), gives the length of the object group in bytes. The 
location of the first object of the first page shall be given in the page 
offset hint table, header section (Table F.3, item 4). The locations of 
subsequent object groups can be determined by accumulating the 
lengths of all previous object groups until all shared objects in the first 
page have been enumerated. Following that, the location of the first 
object in the shared objects section can be obtained from the header 
section of the shared object hint table (Table F.5, item 2). 

2 1 A flag indicating whether the shared object signature (item 3) is 
present; its value shall be 1 if the signature is present and 0 if it is 
absent. 
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最初のグループのためのA）項目1、第二のグループのための項目1、など

最初のグループのためのB）項目2、第二のグループのためのアイテム2、など

最初のグループのためのC）項目3、第2のグループのための項目3など

最初のグループに対するD）項目4、第二のグループのための項目4など

最初のページ（その6）に関連付けられたすべてのオブジェクトは関係なく、実際に共有されているかどうかの、共有オブジェクトヒントテーブル内のエントリを持たなければなりません。最初のエントリは、最初のページの先頭に参照するものとし、すべての初期非共有オブジェクトに及ぶものとオブジェクト数と長さを持つものでなければなりません。次のエントリは、共有オブジェクトのグループを指すものとします。最初のページにあるすべての共有オブジェクトが列挙されるまで、後続のエントリは連続していずれかの共有または非共有オブジェクトの追加のグループにまたがるものとします。 （非共有オブジェクトを参照するすべてのエントリがあってはなりません。）

表F.5  - 共有オブジェクトヒントテーブル、ヘッダ部

項目サイズ（ビット）説明

3 32（上述したように非共有オブジェクトを含む）最初のページ用の共有オブジェクトのエントリの数。

4 32（、項目3の値である）最初のページ用の共有オブジェクトのエントリの数を含む共有オブジェクトの部分に対する共有オブジェクトのエントリの数。

共有オブジェクトグループ内のオブジェクトの最大数を表すのに必要なビットの5 16The番号。

7~16バイトに、共有オブジェクト・グループの最大と最小長さとの差を表すのに必要なビット数。

表F.6  - 共有オブジェクトヒントテーブル、共有オブジェクト・グループ・エントリ

項目サイズ（ビット）説明

1表参照F.5、少なくとも共有オブジェクトグループ長（表F.5、項目6）に添加したとき、バイト単位でのオブジェクトグループの長さを与える項目7 A番号。最初のページの最初のオブジェクトの位置は、ヘッダ部（表F.3、項目4）、ページオフセットヒントテーブルに与えられなければなりません。後続のオブジェクトグループの位置は、最初のページ内のすべての共有オブジェクトが列挙されるまで、以前のすべてのオブジェクトグループの長さを蓄積することによって決定することができます。その次、共有オブジェクトのセクションの最初のオブジェクトの位置は、共有オブジェクトヒントテーブル（表F.5、アイテム2）のヘッダ部から取得することができます。
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NOTE In a document consisting of only one page, all of that page’s objects shall be treated as if they were shared; the 
shared object hint table reflects this.

F.4.3 Thumbnail Hint Table

The thumbnail hint table shall consist of a header section (Table F.7) followed by the thumbnails section, which 
shall include one or more per-page entries (Table F.8), each of which describes the thumbnail image for a 
single page. The entries shall be in page number order starting with page 0, even if the document catalogue 
contains an OpenAction entry that specifies opening at some page other than page 0. Thumbnail images may 
exist for some pages and not for others. 

3 128 (Only if item 2 is 1) The shared object signature, a 16-byte MD5 hash 
that uniquely identifies the resource that the group of objects 
represents. 
NOTE It enables the conforming reader to substitute a locally 

cached copy of the resource instead of reading it from the 
PDF file. Note that this signature is unrelated to signature 
fields in interactive forms, as defined in 12.7.4.5, 
"Signature Fields". 

4 See Table F.5, item 5 A number equal to 1 less than the number of objects in the group. The 
first object of the first page shall be the one whose object number is 
given by the O entry in the linearization parameter dictionary at the 
beginning of the file. Object numbers for subsequent entries can be 
determined by accumulating the number of objects in all previous 
entries until all shared objects in the first page have been enumerated. 
Following that, the first object in the shared objects section has a 
number that can be obtained from the header section of the shared 
object hint table (Table F.5, item 1). 

Table F.7 –  Thumbnail hint table, header section  

Item Size (bits) Description

1 32 The object number of the first thumbnail image (that is, the thumbnail 
image that is described by the first entry in the thumbnails section). 

2 32 The location of the first thumbnail image. 

3 32 The number of pages that have thumbnail images. 

4 16 The number of bits needed to represent the greatest number of 
consecutive pages that do not have a thumbnail image. 

5 32 The least length of a thumbnail image in bytes. 

6 16 The number of bits needed to represent the difference between the 
greatest and least length of a thumbnail image. 

7 32 The least number of objects in a thumbnail image. 

8 16 The number of bits needed to represent the difference between the 
greatest and least number of objects in a thumbnail image. 

9 32 The object number of the first object in the thumbnail shared objects 
section (a subsection of part 9). This section includes objects (colour 
spaces, for example) that shall be referenced from some or all 
thumbnail objects and are not referenced from any other objects. The 
thumbnail shared objects shall be undifferentiated; there is no 
indication of which shared objects shall be referenced from any given 
page’s thumbnail image. 

Table F.6 –  Shared object hint table, shared object group entry  (continued)

Item Size (bits) Description
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1ページのみからなる文書で注意それらが共有されているかのように、そのページのすべてのオブジェクトが扱わなければなりません。共有オブジェクトヒントテーブルはこれを反映しています。

F.4.3サムネイルヒント表

表は、ヘッダ部（表F.7）で構成するサムネイルヒントは、単一のページのサムネイル画像を記述し、それぞれが1つ以上のページごとのエントリ（表F.8）を含まなければならないサムネール部、続いて。エントリは、文書のカタログページ以外のページで開い指定0サムネイル画像は他の人のためのいくつかのページとないために存在し得ることOpenActionエントリが含まれていても、ページ0から始まるページ番号順にしなければなりません。

3 128共有オブジェクト署名、一意のオブジェクトのグループが表すリソースを識別する16バイトのMD5ハッシュ（項目2が1である場合のみ）。注これは、PDFファイルから読み込むのではなく、リソースのローカルにキャッシュされたコピーを置換する準拠したリーダーを可能にします。 「署名フィールド」、12.7.4.5で定義され、この署名は、対話形式での署名フィールドとは無関係であることに留意されたいです。

4表参照F.5、項目5 Aの数が少ないグループ内のオブジェクトの数よりも1に等しいです。最初のページの最初のオブジェクトは、そのオブジェクト数、ファイルの先頭に線形化パラメータ辞書のOエントリで与えられる1でなければなりません。後続エントリのオブジェクト番号は、最初のページにあるすべての共有オブジェクトが列挙されるまで、すべての以前のエントリでオブジェクトの数を累積することによって決定することができます。その次、共有オブジェクトセクションの第一の目的は、共有オブジェクトヒントテーブル（表F.5、アイテム1）のヘッダ部から取得することができる数を有しています。

表F.7  - サムネイルヒントテーブル、ヘッダ部

項目サイズ（ビット）説明

1 32第サムネイル画像のオブジェクトの数（すなわち、サムネイルセクションの最初のエントリによって記述されているサムネイル画像）。

サムネイルの最初のオブジェクトの9 32Theオブジェクト数、オブジェクトのセクション（部分9のサブセクション）を共有しました。このセクションでは、一部またはすべてのサムネイルオブジェクトから参照されるものとし、他のオブジェクトから参照されていない（例えば色空間）のオブジェクトを含みます。サムネイル共有オブジェクトは未分化されなければなりません。オブジェクトは、任意のページのサムネイル画像から参照されるものと共有それらの兆候はありません。

表F.6  - 共有オブジェクトヒントテーブル、共有オブジェクト・グループ・エントリ（続き）

項目サイズ（ビット）説明
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The order of items in Table F.8 is as follows: 

a) Item 1 for all pages, in page order starting with the first page 

b) Item 2 for all pages, in page order starting with the first page 

c) Item 3 for all pages, in page order starting with the first page 

F.4.4 Generic Hint Tables

Categories of objects are associated with the document as a whole rather than with individual pages (see 
F.3.10, "Other Objects (Part 9)"), and hints should be provided for accessing those objects efficiently. For each 
category of hints, there shall be a separate entry in the primary hint stream giving the starting position of the 
table within the stream; see F.3.6, "Hint Streams (Parts 5 and 10)". 

Such hints shall be represented by a generic hint table, which describes a single group of objects that are 
located together in the PDF file. The entries in this table are listed in Table F.9. This representation shall be 
used for the following hint tables, if needed:

• Outline hint table

• Thread information hint table

• Named destination hint table

• Information dictionary hint table

• Page label hint table

Generic hint tables may be used for product-specific objects accessed by conforming readers. 

NOTE It is considerably more convenient for a conforming reader to use the generic hint representation than to 
specify custom hints.

10 32 The location of the first object in the thumbnail shared objects section. 

11 32 The number of thumbnail shared objects. 

12 32 The length of the thumbnail shared objects section in bytes. 

Table F.8 –  Thumbnail hint table, per-page entry  

Item Size (bits) Description

1 See Table F.7, item 4 (Optional) The number of preceding pages lacking a thumbnail image. 
This number indicates how many pages without a thumbnail image lie 
between the previous entry’s page and this page. 

2 See Table F.7, item 8 A number that, when added to the least number of objects in a 
thumbnail image (Table F.7, item 7), gives the number of objects in this 
page’s thumbnail image. 

3 See Table F.7, item 6 A number that, when added to the least length of a thumbnail image 
(Table F.7, item 5), gives the length of this page’s thumbnail image in 
bytes. 

Table F.7 –  Thumbnail hint table, header section  (continued)

Item Size (bits) Description
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最初のページから始まるページの順序ですべてのページのa）のアイテム1、

最初のページから始まるページの順序ですべてのページのb）の項目2、

最初のページから始まるページの順序ですべてのページのC）項目3、

F.4.4一般的なヒント表

オブジェクトのカテゴリは（F.3.10、「他のオブジェクト（パート9）」を参照してください）全体としてではなく、個々のページに、文書に関連付けられている、とヒントを効率的にそれらのオブジェクトにアクセスするために提供されるべきです。ヒントのカテゴリごとに、ストリーム内のテーブルの開始位置を与える主要ヒントストリームにおける別個のエントリが存在しなければなりません。 "小川（パート5および10）をヒント"、F.3.6を参照してください。

このようなヒントは、PDFファイル内に一緒に配置されているオブジェクトの単一のグループを記述する一般的なヒントテーブルで表されなければなりません。この表のエントリは表F.9に記載されています。必要であれば、この表現は、以下のヒントテーブルに使用されなければなりません。

•概要ヒントテーブル

•スレッド情報ヒントテーブル

•名前付きデスティネーションヒントテーブル

•情報の辞書のヒントテーブル

•ページラベルヒントテーブル

NOTEは、それはかなりのカスタムヒントを指定するよりも、一般的なヒント表現を使用するために準拠した読者にとってより便利です。

表F.8  - サムネイルヒントテーブル、ページごとのエントリー

項目サイズ（ビット）説明

1表参照F.7、アイテム4（オプション）、サムネイル画像を欠く先行ページの数。この数は、前のエントリのページと、このページの間にサムネイル画像嘘のないページ数を示します。

2表参照F.7、サムネイル画像（表F.7、項目7）内のオブジェクトの最小数に加え、その項目8 A番号は、このページのサムネイル画像内のオブジェクトの数を与えます。

3表参照F.7、項目6A番号サムネイル画像（表F.7、項目5）の前記長さに添加されたとき、バイト単位でこのページのサムネイル画像の長さを与えること。

表F.7  - サムネイルヒントテーブル、ヘッダ部（続き）

項目サイズ（ビット）説明
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F.4.5 Extended Generic Hint Tables

An extended generic hint table shall begin with the same entries as in a generic hint table, and shall be followed 
by three additional entries, as shown in Table F.10. This table provides hints for accessing objects that 
reference shared objects. As of PDF 1.5, the following hint tables, if needed, shall use the extended generic 
format:

• Interactive form hint table

• Logical structure hint table

• Renditions name tree hint table 

Embedded file streams shall not be referred to by this hint table, even if they are reachable from nodes in the 
renditions name tree; instead they shall use the hint table described in F.4.6, "Embedded File Stream Hint 
Tables."

F.4.6 Embedded File Stream Hint Tables

The embedded file streams hint table allows a conforming reader to locate all byte ranges of a PDF file needed 
to access its embedded file streams. An embedded file stream may be grouped with other objects that it 
references; all objects in such a group shall have adjacent object numbers. (A group shall contain no objects at 
all if it contains shared object references.)

This hint table shall have a header section (see Table F.11), which shall have general information about the 
embedded file stream groups. The header section shall be followed by the entries in Table F.12. Each of the 
items in Table F.12 shall be repeated for each embedded file stream group (the number of groups being 
represented by item 3 in Table F.11). That is, the order of items in Table F.12 shall be item 1 for the first group, 
item 1 for the second group, and so on; item 2 for the first group, item 2 for the second group, and so on; 
repeated for the 5 items.

Table F.9 –  Generic hint table  

item Size (bits) Description

1 32 The object number of the first object in the group. 

2 32 The location of the first object in the group. 

3 32 The number of objects in the group. 

4 32 The length of the object group in bytes. 

Table F.10 –  Extended generic hint table  

Item Size (bits) Description

1 32 The object number of the first object in the group. 

2 32 The location of the first object in the group. 

3 32 The number of objects in the group. 

4 32 The length of the object group in bytes. 

5 32 The number of shared object references. 

6 16 The number of bits needed to represent the numerically greatest 
shared object identifier used by the objects in the group. 

7 … See Table F.3, item 11 Starting with item 7, each of the remaining items in this table shall be a 
shared object identifier—that is, an index into the shared object hint 
table (described in F.4.2, “Shared Object Hint Table”). 
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F.4.5拡張一般的なヒント表

拡張汎用ヒントテーブルは、一般的なヒントテーブル内の同じエントリで始まるものとし、表F.10に示すように、三つの追加エントリによって従わなければなりません。この表は、参照オブジェクトを共有することをオブジェクトにアクセスするためのヒントを提供します。 PDF 1.5の時点では、以下のヒントテーブルは、必要に応じて、拡張された汎用的なフォーマットを使用しなければなりません。

•インタラクティブフォームヒントテーブル

•論理構造ヒントテーブル

埋め込まれたファイルストリームは、彼らがレンディション名ツリー内のノードから到達可能な場合でも、このヒントテーブルによって参照されてはなりません。代わりに、彼らはF.4.6、で説明したヒントテーブル使用しなければならない「埋め込みファイルストリームヒントテーブルを。」

F.4.6埋め込みファイルストリームヒント表

埋め込まれたファイルは、ヒントテーブルが適合読者がその埋め込まれたファイルストリームにアクセスするために必要なPDFファイルのすべてのバイト範囲を見つけることができますストリーム。埋め込まれたファイルストリームは、それが参照する他のオブジェクトとグループ化することができます。そのようなAグループ内のすべてのオブジェクトは、隣接するオブジェクト番号を持たなければなりません。 （それは共有オブジェクト参照が含まれている場合、グループは、全くのオブジェクトを含まないものとします。）

このヒントテーブルは、埋め込まれたファイルストリームグループに関する一般的な情報を持っていなければならないヘッダ部（表F.11）を有するものとします。ヘッダ部には、表F.12のエントリによって従わなければなりません。表F.12の各項目は、それぞれの埋め込みファイルストリーム群（表F.11の項目3で表される基の数）に対して繰り返さなければなりません。すなわち、表F.12内の項目の順序は、最初のグループのための項目1、第二のグループのための項目1、およびそうでなければならない、です。最初のグループのための項目2と、上のように第二のグループのためのアイテム2。 5つの項目ごとに繰り返さ。

項目サイズ（ビット）説明

項目サイズ（ビット）説明

7 ...参照表F.3、項目7以降でアイテム11は、このテーブル内の残りの各項目は、共有オブジェクト識別子、F.4.2に記載の共有オブジェクトヒントテーブル（「共有へのインデックスでなければなりませんオブジェクトのヒント表」）。
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Table F.11 –  Embedded file stream hint table, header section  

Item Size (bits) Description

1 32 The object number of the first object in the first embedded file stream group. 

2 32 The location of the first object in the first embedded file stream group. 

3 32 The number of embedded file stream groups referenced by this hint table. 

4 16 The number of bits needed to represent the highest object number 
corresponding to an embedded file stream object. 

5 16 The number of bits needed to represent the greatest number of objects in an 
embedded file stream group. 

6 16 The number of bits needed to represent the greatest length of an embedded file 
stream group, in bytes. 

7 16 The number of bits needed to represent the greatest number of shared object 
references in any embedded file stream group.

Table F.12 –  Embedded file stream hint table, per-embedded file stream group entries  

Item Size (bits) Description

1 See Table F.11, item 4 The object number of the embedded file stream that this entry is 
associated with. 

2 See Table F.11, item 5 The number of objects in this embedded file streams group. This item 
may be 0, meaning that there are only shared object references. In this 
case, item 4 for this group shall be greater than zero and item 3 shall 
be zero.

3 See Table F.11, item 6 The length of this embedded file stream group, in bytes. This item may 
be 0, which shall mean that there are only shared object references. In 
this case, item 4 for this group shall be greater than zero and item 2 
shall be zero.

4 See Table F.11, item 7 The number of shared objects referenced by this embedded file 
stream group.

5 See Table F.3, item 11 A bit-packed list of shared object identifiers; that is, indices into the 
shared object hint table (see F.4.2, “Shared Object Hint Table”). Item 4 
for this group shall specify how many shared object identifiers shall be 
associated with the group.
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表F.11  - 埋め込みファイルストリームヒントテーブル、ヘッダ部

項目サイズ（ビット）説明

バイトで、埋め込まれたファイルストリーム群の最大長さを表現するのに必要なビットの6 16The番号。

任意の埋め込みファイルストリームグループ内の共有オブジェクト参照の最大数を表すのに必要なビット7 16The番号。

表F.12  - 組み込みファイルストリームのヒントテーブルごとの埋め込みファイルストリームグループエントリ

項目サイズ（ビット）説明

1表参照F.11、項目4このエントリが関連付けられている埋め込みファイルストリームのオブジェクト番号。

2表参照F.11、項目5は、この埋め込みファイル内のオブジェクトの数は、グループストリーム。このアイテムは共有オブジェクト参照があることを意味し、0かもしれません。この場合、このグループのアイテム4は、ゼロより大きくなければならないとアイテム3がゼロでなければなりません。

バイト3表参照F.11、この埋め込まれたファイルストリームグループの項目6The長さは、。この項目は、共有オブジェクトの参照があることを意味するものとし、0であってもよいです。この場合、このグループのアイテム4は、ゼロより大きくなければならないとアイテム2はゼロでなければなりません。

4表参照F.11、この埋め込まれたファイル・ストリーム・グループによって参照される共有オブジェクトの項目7The番号。

共有オブジェクト識別子の5表参照F.3、項目11 Aビットパックリスト。つまり、共有オブジェクトヒントテーブルへのインデックス（F.4.2、「共有オブジェクトヒントテーブル」を参照します）。このグループのアイテム4は、グループに関連付けられなければならないどのように多くの共有オブジェクト識別子を指定しなければなりません。
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Annex  G
(informative)

Linearized PDF Access Strategies

G.1 General

This section outlines how the conforming reader can take advantage of the structure of a Linearized PDF file to 
retrieve and display it efficiently. This material may help explain the rationale for the organization. 

G.2 Opening at the First Page

As described earlier, when a document is initially accessed, a request is issued to retrieve the entire file, 
starting at the beginning. Consequently, Linearized PDF is organized so that all the data required to display the 
first page is at the beginning of the file. This includes all resources that are referenced from the first page, 
regardless of whether they are also referenced from other pages. 

The first page is usually but not necessarily page 0. If the document catalogue contains an OpenAction entry 
that specifies opening at some page other than page 0, that page is the one physically located at the beginning 
of the document. Thus, opening a document at the default place (rather than a specific destination) requires 
simply waiting for the first-page data to arrive; no additional transactions are required. 

In an ordinary conforming reader, opening a document requires first positioning to the end to obtain the 
startxref line. Since a Linearized PDF file has the first page’s cross-reference table at the beginning, reading 
the startxref line is not necessary. All that is required is to verify that the file length given in the linearization 
parameter dictionary at the beginning of the file matches the actual length of the file, indicating that no updates 
have been appended to the PDF file. 

The primary hint stream is located either before or after the first-page section, which means that it is also 
retrieved as part of the initial sequential read of the file. The conforming reader is expected to interpret and 
retain all the information in the hint tables. The tables are reasonably compact and are not designed to be 
obtained from the file in random pieces. 

The conforming reader must now decide whether to continue reading the remainder of the document 
sequentially or to abort the initial transaction and access subsequent pages by using separate transactions 
requesting byte ranges. This decision is a function of the size of the file, the data rate of the channel, and the 
overhead cost of a transaction. 

G.3 Opening at an Arbitrary Page

The conforming reader may be requested to open a PDF file at an arbitrary page. The page can be specified in 
one of three ways: 

• By page number (remote go-to action, integer page specifier) 

• By named destination (remote go-to action, name or string page specifier) 

• By article thread (thread action) 

Additionally, an indexed search results in opening a document by page number. Handling this case efficiently is 
especially important. 
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附属書G（参考）

線形化PDFのアクセス戦略

G.1一般

最初のページのG.2オープニング

前述したように、文書が最初にアクセスされた場合、要求は先頭から、ファイル全体を取得するために発行されます。その結果、線形化PDFは、すべてのデータが最初のページを表示するために必要なファイルの先頭になるように構成されています。これは関係なく、彼らはまた、他のページから参照されているかどうかの、最初のページから参照されているすべてのリソースを含んでいます。

最初のページには、通常、必ずしもそうとは限らないページ0である文書カタログが指定のページ0以外のページで開くことOpenActionエントリが含まれている場合は、そのページが物理的に文書の先頭に位置するものです。したがって、（むしろ特定先より）デフォルト場所で文書を開くと、最初のページのデータが到着するのを単純に待っている必要があり、追加のトランザクションは必要ありません。

通常準拠リーダーで、文書を開くことstartxrefラインを得るために、端部に第一の位置決めを必要とします。線形化PDFファイルを先頭に、最初のページの相互参照表を持っているので、startxrefラインを読んでする必要はありません。必要とされるすべてのファイルの先頭に線形化パラメータ辞書で指定したファイルの長さが全く更新がPDFファイルに追加されていないことを示す、ファイルの実際の長さと一致することを確認することです。

プライマリヒントストリームは、それは、ファイルの最初のシーケンシャル読み出しの一部として取得されることを意味する最初のページのセクションの前または後のいずれかに配置されます。適合読者は解釈し、ヒントテーブル内のすべての情報を保持することが期待されます。テーブルは合理的にコンパクトであり、ランダムな断片内のファイルから取得されるように設計されていません。

準拠した読者は今、順次、文書の残りの部分を読んで続行するか、バイト範囲を要求し、別のトランザクションを使用して初期トランザクションとアクセスページ以降を中止するかどうかを決定する必要があります。この決定は、ファイルのサイズ、チャネルのデータ・レート、およびトランザクションのオーバーヘッドコストの関数です。

任意のページのG.3オープニング

•ページ番号（リモート行く-にアクション、整数ページ指定子）

•名前の先では（リモート行く-にアクション、名前または文字列のページ指定子）

ページ番号でドキュメントを開くことでさらに、インデックス付きの検索結果。この場合の処理を効率的に特に重要です。
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As indicated above, when the document is initially opened, it is retrieved sequentially starting at the beginning. 
As soon as the hint tables have been received, the conforming reader has sufficient information to request 
retrieval of any page of the document given its page number. Therefore, the conforming reader can abort the 
initial transaction and issue a new transaction for the target page, as described in G.4, "Going to Another Page 
of an Open Document".

The position of the primary hint stream (part 5 in F.3.1, "General") with respect to the first-page section (part 6
in F.3.1, "General") determines how quickly this can be done. If the primary hint stream precedes the first-page 
section, the initial transaction can be aborted very quickly; however, this is at the cost of increased delay when 
opening the document at the first page. On the other hand, if the primary hint stream follows the first-page 
section, displaying the first page is quicker (since the hint tables are not needed for that), but opening at an 
arbitrary page is delayed by the time required to receive the first page. The decision whether to favour opening 
at the first page or opening at an arbitrary page must be made at the time a PDF file is linearized. 

If an overflow hint stream exists, obtaining it requires issuing an additional transaction. For this reason, 
inclusion of an overflow hint stream in Linearized PDF, although permitted, is not recommended. The feature 
exists to allow the linearizer to write the PDF file with space reserved for a primary hint stream of an estimated 
size and then go back and fill in the hint tables. If the estimate is too small, the linearizer can append an 
overflow stream containing the remaining hint table data. Thus, the PDF file can be written in one pass, which 
may be an advantage if the performance of writing PDF is considered important. 

Opening at a named destination requires the conforming reader first to read the entire Dests or Names
dictionary, for which a hint is present. Using this information, it is possible to determine the page containing the 
specific destination identified by the name. 

Opening to an article requires the conforming reader first to read the entire Threads array, which is located with 
the document catalogue at the beginning of the document. Using this information, it is possible to determine the 
page containing the first bead of any thread. Opening at other than the first bead of a thread requires chaining 
through all the beads until the desired one is reached; there are no hints to accelerate this. 

G.4 Going to Another Page of an Open Document

Given a page number and the information in the hint tables, it is now straightforward for the conforming reader 
to construct a single request to retrieve any arbitrary page of the document. The request should include the 
following items: 

• The objects of the page itself, whose byte range can be determined from the entry in the page offset hint 
table. 

• The portion of the main cross-reference table referring to those objects. This can be computed from main 
cross-reference table location (the T entry in the linearization parameter dictionary) and the cumulative 
object number in the page offset hint table. 

• The shared objects referenced from the page, whose byte ranges can be determined from information in 
the shared object hint table. 

• The portion or portions of the main cross-reference table referring to those objects, as described above. 

The purpose of the fractions in the page offset hint table is to enable the conforming reader to schedule 
retrieval of the page in a way that allows incremental display of the data as it arrives. It accomplishes this by 
constructing a request that interleaves pieces of the page contents with the shared resources that the contents 
refer to. This serves much the same purpose as the physical interleaving that is done for the first page. 
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上記に示したように、文書が最初に開かれたとき、それは先頭から順次取り出されます。すぐにヒントテーブルが受信されているように、適合リーダは、そのページ番号所与の文書の任意のページのリクエスト検索するのに十分な情報を有しています。したがって、「オープンドキュメントの別のページに行く」、準拠する読者は、最初のトランザクションをアボートすることができますし、G.4で説明したように、目的のページのための新しいトランザクションを発行します。

最初のページ部（F.3.1、「一般的な」6インチ部分）に対する一次ヒント・ストリーム（F.3.1で部分5、「一般」）の位置は、これを行うことができる方法を迅速に決定します。主なヒントストリームは最初のページのセクションの前にした場合、最初の取引は非常に迅速に中止することができます。最初のページで文書を開くときにしかし、これは増加した遅延のコストです。プライマリヒントストリームは最初のページのセクションに続く一方、最初のページを表示する（ヒントテーブルはそのために必要とされないため）迅速であるが、任意のページに開口部が受信するために必要な時間だけ遅延されます一ページ目。任意のページで、最初のページまたは開口部に開口部を支持するかどうかの決定は、PDFファイルが直線化された時に行われなければなりません。

オーバーフローのヒントストリームが存在する場合、それは追加のトランザクションを発行する必要が取得します。このため、線形化されたPDFにオーバーフローヒント・ストリームを含めるために、許可が、推奨されません。機能は、リニアライザは推定サイズの主要なヒントストリーム用に予約されているスペースでPDFファイルを作成して、ヒントテーブルにバックフィル行くことができるように存在しています。推定値が小さすぎると、リニアライザは、残りのヒントテーブルデータを含むオーバーフローストリームを追加することができます。このように、PDFファイルは、PDFを書き出す際の性能が重要であると考えられる場合には利点となり得る1つのパスに書き込むことができます。

名前先に開くと、ヒントが存在するため、全体Dests又はNamesdictionaryを読み取るために、第1合致リーダーを必要とします。この情報を使用して、名前によって識別される特定の宛先を含むページを決定することが可能です。

物品への開口部は、文書の先頭に文書カタログで配置されている全体のスレッド配列を読み取るために第一適合リーダーを必要とします。この情報を使用して、任意のスレッドの最初のビーズを含むページを決定することが可能です。所望のものに達するまで、スレッドの第1のビード以外の開口部は、全てのビーズを介してチェーン必要とこれを加速するために何のヒントはありません。

オープンドキュメントの別のページに行くG.4

準拠した読者は、文書の任意のページを取得するための単一の要求を構築するためのページ番号とヒントテーブルの情報を考えると、それは今簡単です。要求は、以下の項目を含める必要があります。

バイト範囲のページオフセットヒントテーブルのエントリから決定することができるページ自体のオブジェクトを•。

•そのバイト範囲の共有オブジェクトヒントテーブル内の情報から判断することができるページから参照された共有オブジェクト、。

•上記のようにメイン相互参照テーブルの一部又は部分は、これらのオブジェクトを参照します。
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G.5 Drawing a Page Incrementally

The ordering of objects in pages and the organization of the hint tables are intended to allow progressive 
update of the display and early opportunities for user interaction when the data is arriving slowly. The 
conforming reader must recognize instances in which the targets of indirect object references have not yet 
arrived and, where possible, rearrange the order in which it acts on the objects in the page. 

The following sequence of actions is recommended:

a) Activate the annotations, but do not draw them yet. Also activate the cursor feedback for any article 
threads in the page. 

b) Begin drawing the contents. Whenever there is a reference to an image XObject that has not yet arrived, 
skip over it. Whenever there is a reference to a font whose definition is an embedded font file that has not 
yet arrived, draw the text using a substitute font (if that is possible). 

c) Draw the annotations. 

d) Draw the images as they arrive, together with anything that overlaps them. 

e) Once the embedded font definitions have arrived, redraw the text using the correct fonts, together with 
anything that overlaps the text.  

The last two steps should be done using an off-screen buffer, if possible, to avoid objectionable flashing during 
the redraw process. 

On encountering a reference XObject (see 8.10.4, "Reference XObjects"), the conforming reader may choose 
to initially display the object as a proxy and defer the retrieval and rendering of the imported content. Note that, 
since all XObjects in a Linearized PDF file follow the content stream of the page on which they appear, their 
retrieval is already deferred; the use of a reference XObject results in an additional level of deferral. 

G.6 Following an Article Thread

As indicated earlier, the bead dictionaries for any article thread that visits a given page are located with that 
page. This enables the bead rectangles to be activated and proper cursor feedback to be shown. 

If the user follows a thread, the conforming reader can obtain the object number from the N or P entry of the 
bead dictionary. This identifies a target bead, which is located with the page to which it belongs. Given this 
object number, the conforming reader can go to that page, as discussed in G.4, "Going to Another Page of an 
Open Document."

G.7 Accessing an Updated File

As stated earlier, if a Linearized PDF file subsequently has an incremental update appended to it, the 
linearization and hints are no longer valid. Actually, this is not necessarily true, but the conforming reader must 
do some additional work to validate the information. 

When the conforming reader sees that the file is longer than the length given in the linearization parameter 
dictionary, it must issue an additional transaction to read everything that was appended. It must then analyse 
the objects in that update to see whether any of them modify objects that are in the first page or that are the 
targets of hints. If so, it must augment its internal data structures as necessary to take the updates into account. 

For a PDF file that has received only a small update, this approach may be worthwhile. Accessing the file this 
way is quicker than accessing it without hints or retrieving the entire file before displaying any of it. 
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ページ増分を描くG.5

ページ内のオブジェクトの順序やヒントテーブルの組織は、データがゆっくりと到着したときの表示とユーザーとの対話の早期機会の漸進的な更新を許可することを意図しています。準拠した読者は、それがページ内のオブジェクトに作用する順番を並べ替えることができ、間接オブジェクト参照のターゲットはまだ到着していないいるインスタンスとを、認識しなければなりません。

アクションの次の手順が推奨されます：

a）の注釈を有効にし、まだそれらを描画しません。また、ページ内の任意の物品スレッドのカーソルのフィードバックを有効にします。

b）の内容を描画開始します。まだ到着していない画像のXObjectへの参照があるたびに、それをスキップ。定義はまだ到着していない埋め込みフォントファイルのあるフォントへの参照があるたびに（それが可能である場合）、代替フォントを使用してテキストを描画します。

彼らはそれらを一緒に重なっているもので、到着するとd）の画像を描画します。

埋め込みフォント定義が到着したらe）は、テキストと重なるものと一緒に、正しいフォントを使用してテキストを再描画します。

可能な場合は、最後の2つのステップが再描画処理中に不快な点滅を避けるために、オフスクリーンバッファを使用して行われるべきです。

（「参照XObjects」、8.10.4を参照）を参照のXObjectに遭遇に、適合リーダーは、最初のプロキシとしてオブジェクトを表示することを選択すると検索を延期し、インポートされたコンテンツをレンダリングすることができます。線形化のPDFファイル内のすべてのXObjectsは、彼らが表示されるページのコンテンツストリームに従っているので、彼らの検索がすでに延期され、ことに注意してください。延期の付加的なレベルの基準のXObject結果の使用。

記事のスレッドに続きG.6

以前の訪問与えられたページは、そのページに配置されていることを任意の物品スレッドのビーズの辞書を示しました。これは、ビーズの長方形をアクティブにすると、適切なカーソルのフィードバックが示されることを可能にします。

ユーザがスレッドを以下の場合は、適合リーダは、ビーズ辞書のN又はPエントリからオブジェクト数を取得することができます。これは、それが属するページに配置され、ターゲットビーズを識別します。 、G.4で説明したように、このオブジェクトの数を考えると、準拠する読者は、そのページに行くことができる「オープンドキュメントの別のページに行きます。」

更新されたファイルへのアクセスG.7

線形化のPDFファイルは、その後、それに追加増分更新を持っている場合は、先に述べたように、線形化およびヒントは、もはや有効ではありません。実は、これは必ずしも真実ではありませんが、準拠読者は情報を検証するために、いくつかの追加作業を行う必要があります。

準拠した読者は、ファイルが線形パラメータ辞書に与えられた長さよりも長くなっていることを確認すると、それが追加されたすべてのものを読むために追加のトランザクションを発行する必要があります。その後、それらのいずれかが最初のページにあるか、それがヒントのターゲットであるオブジェクトを変更するかどうかを確認するためにその更新内のオブジェクトを分析する必要があります。もしそうなら、それは考慮にアップデートを取るために、必要に応じてその内部データ構造を補強しなければなりません。

わずかなアップデートを受信したPDFファイルの場合、このアプローチは価値があるかもしれません。ファイルにアクセスすると、この方法は、迅速なヒントなしでそれにアクセスするかのいずれかを表示する前に、ファイル全体を検索するよりもです。
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Annex  H
(informative)

Example PDF Files

H.1 General

This annex presents several examples showing the structure of actual PDF files: 

• A minimal file that can serve as a starting point for creating other PDF files (and that is the basis of later 
examples) 

• A simple example that shows a text string—the classic “Hello World”—and a simple graphics example that 
draws lines and shapes 

• A fragment of a PDF file that illustrates the structure of the page tree for a large document and, similarly, 
two fragments that illustrate the structure of an outline hierarchy 

• An example showing the structure of a PDF file as it is updated several times, illustrating multiple body 
sections, cross-reference sections, and trailers 

NOTE The Length values of stream objects in the examples and the byte addresses in cross-reference tables are not 
necessarily accurate. 

H.2 Minimal PDF File

The example in H.2, "Minimal PDF File" is a PDF file that does not draw anything; it is almost the minimum 
acceptable PDF file. It is not strictly the minimum acceptable because it contains an outline dictionary 
(Outlines in the document catalog) with a zero count (in which case this object would normally be omitted); a 
page content stream (Contents in the page object); and a resource dictionary (Resources in the page object) 
containing a ProcSet array. These objects were included to make this file useful as a starting point for creating 
other, more realistic PDF files. 

Table H.1 lists the objects in this example. 

NOTE When using the example in H.2, "Minimal PDF File" as a starting point for creating other files, remember to 
update the ProcSet array as needed (see 14.2, "Procedure Sets"). Also, remember that the cross-reference 
table entries may need to have a trailing SPACE (see 7.5.4, "Cross-Reference Table"). 

Table H.1 –  Objects in minimal example

Object number Object type

1 Catalog (document catalog)

2 Outlines (outline dictionary)

3 Pages (page tree node)

4 Page (page object)

5 Content stream

6 Procedure set array
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附属書H（参考）

例PDFファイル

H.1一般

•同様に、大規模な文書のページツリーの構造を示しており、PDFファイルの断片で、アウトライン階層の構造を示す二つの断片

それは、数回更新される•例では、複数のボディ区画、クロスリファレンスセクション、及びトレーラーを示し、PDFファイルの構造を示します

H.2最小限のPDFファイル

H.2、「最小限のPDFファイル」の例には、何かを描画していないPDFファイルです。それはほとんど最小許容PDFファイルです。それはゼロカウント（その場合には、このオブジェクトは、通常は省略されるだろう）とアウトライン辞書（文書カタログでアウトライン）が含まれているため、これは厳密には最小許容ではありません。ページのコンテンツストリーム（ページオブジェクト内の内容）。そして、ProcSet配列を含むリソースディクショナリ（ページオブジェクト内のリソース）。これらのオブジェクトは、他の、より現実的なPDFファイルを作成するための出発点として有用な、このファイルを作成するために含まれていました。

H.2に例を使用する場合は、必要に応じてNOTE、他のファイルを作成するための出発点として、「最小限のPDFファイル」（14.2を参照してください、「プロシージャのセット」）ProcSet配列を更新することを忘れないでください。また、クロスリファレンステーブルエントリは（7.5.4、「相互参照表」を参照）、末尾のスペースを持っている必要があるかもしれないことを覚えておいてください。

表H.1  - 最小限の例のオブジェクト

オブジェクト番号オブジェクトタイプ

1つのカタログ（ドキュメント・カタログ）

2つのアウトライン（アウトライン辞書）

3Pages（ページツリーノード）

4ページ（ページオブジェクト）

5コンテンツストリーム

6手順セットアレイ
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EXAMPLE %PDF-1. 4 
1 0 obj 

<<  /Type  /Catalog 
 /Outlines 2 0 R 
 /Pages 3 0 R 

>> 
endobj 
 
2 0 obj 

<<  /Type Outlines 
 /Count 0 

>> 
endobj 
 
3 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Kids [ 4 0 R ] 
 /Count 1 

>> 
endobj 
 
4 0 obj 

<<  /Type /Page 
 /Parent 3 0 R 
 /MediaBox [ 0 0 612 792 ] 
 /Contents 5 0 R 
 /Resources << /ProcSet 6 0 R >> 

>> 
endobj 
 
5 0 obj 

<< /Length 35 >> 
stream 
… Page-marking operators … 
endstream 
endobj 
 
6 0 obj 

[ /PDF ] 
endobj 
 
xref 
0 7 
0000000000 65535 f 
0000000009 00000 n 
0000000074 00000 n 
0000000120 00000 n 
0000000179 00000 n 
0000000300 00000 n 
0000000384 00000 n 
 
trailer 

<<  /Size 7 
 /Root 1 0 R 

>> 
startxref 
408 
%%EOF

H.3 Simple Text String Example

The example in H.3, "Simple Text String Example" is the classic “Hello World” example built from the preceding 
example. It shows a single line of text consisting of the string Hello World, illustrating the use of fonts and 
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例％のPDF-1。 4 1 0 OBJ << /タイプ/カタログ/概要2 0 R /ページ3 0 R >> endobj 2 0 OBJ << /タイプアウトライン/カウント0 >> endobj 3 0 OBJ << /タイプ/ページ/キッズ[4 0 R] / 1 >> endobj 4 0 OBJ << /タイプ/ページ/親3 0 R /メディアサイズ[0 0 612 792] /目次5 0 R /リソース<< / ProcSet 6 0 R >> endobjカウント5 0 OBJ << /長さ35 >>ストリーム...ページマーキングオペレータ... endstream endobj 6 0 OBJ [/ PDF] endobj XREF 0~7 0000000000 65535 00000 0000000009 F N 0000000074 00000 N 0000000120 00000 N 0000000179 00000 N 0000000300 00000 N 0000000384 00000 Nトレーラー<< /サイズ7 /ルート1 0 R >> startxref 408 %% EOF

H.3単純なテキスト文字列の例

H.3、「単純なテキスト文字列の例」の例では、前の例から構築された古典的な「Hello World」の一例です。これは、フォントの使用を示す、文字列のHello Worldからなるテキストの一行を示しており、
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several text-related PDF operators. The string is displayed in 24-point Helvetica. Because Helvetica is one of 
the standard 14 fonts, no font descriptor is needed. 

Table H.2 lists the objects in this example. 

EXAMPLE %PDF-1. 4 
1 0 obj 

<<  /Type /Catalog 
 /Outlines 2 0 R 
 /Pages 3 0 R 

>> 
endobj 
 
2 0 obj 

<<  /Type /Outlines 
 /Count 0 

>> 
endobj 
 
3 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Kids [ 4 0 R ] 
 /Count 1 

>> 
endobj 
 
4 0 obj 

<<  /Type /Page 
 /Parent 3 0 R 
 /MediaBox [ 0 0 612 792 ] 
 /Contents 5 0 R 
 /Resources <<  /ProcSet 6 0 R 

 /Font << /F1 7 0 R >> 
>> 

>> 
endobj 
 
5 0 obj 

<< /Length 73 >> 
stream 

BT 
/F1 24 Tf 
100 100 Td 
( Hello World ) Tj 

ET 
endstream 
endobj 

Table H.2 –  Objects in simple text string example

Object number Object type

1 Catalog (document catalog)

2 Outlines (outline dictionary)

3 Pages (page tree node)

4 Page (page object)

5 Content stream

6 Procedure set array

7 Font (Type 1 font)
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いくつかのテキスト関連PDF演算子。文字列は、24ポイントのHelveticaに表示されます。ヘルベチカは、標準的な14個のフォントの1つであるため、何のフォント記述子は必要ありません。

表H.2  - シンプルなテキスト文字列の例では、オブジェクト

オブジェクト番号オブジェクトタイプ

1Catalog（ドキュメント・カタログ）

2つのアウトライン（アウトライン辞書）

3ページ（ページツリーノード）

4Page（ページオブジェクト）

5コンテンツストリーム

6手順セットアレイ

7フォント（Type 1フォント）
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6 0 obj 
[ /PDF /Text ] 

endobj 
 
7 0 obj 

<<  /Type /Font 
 /Subtype /Type1 
 /Name /F1 
 /BaseFont /Helvetica 
 /Encoding /MacRomanEncoding 

>> 
endobj 
 
xref 
0 8 
0000000000 65535 f 
0000000009 00000 n 
0000000074 00000 n 
0000000120 00000 n 
0000000179 00000 n 
0000000364 00000 n 
0000000466 00000 n 
0000000496 00000 n 
 
trailer 

<< /Size 8 
 /Root 1 0 R 

>> 
startxref 
625 
%%EOF

H.4 Simple Graphics Example

The example in H.4, "Simple Graphics Example" draws a thin black line segment, a thick black dashed line 
segment, a filled and stroked rectangle, and a filled and stroked cubic Bézier curve. Table H.3 lists the objects 
in this example, and Figure H.1 shows the resulting output. (Each shape has a red border, and the rectangle is 
filled with light blue.) 

Table H.3 –  Objects in simple graphics example

Object number Object type

1 Catalog (document catalog)

2 Outlines (outline dictionary)

3 Pages (page tree node)

4 Page (page object)

5 Content stream

6 Procedure set array
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0 8 0000000000 65535 00000 00000 0000000009 F N 0000000074 N XREF 6 0 OBJ [/ PDF /テキスト] endobj 7~0 OBJ << /タイプ/フォント/サブタイプ/タイプ1 /名前/ F1 / BASEFONT /ヘルベチカ/エンコーディング/ MacRomanEncoding >> endobj 0000000120 00000 N 0000000179 00000 N 0000000364 00000 N 0000000466 00000 N 0000000496 00000 Nトレーラー<< /サイズ8 /ルート1 0 R >> startxref 625 %% EOF

H.4のシンプルなグラフィックの例

H.4、「単純なグラフィックス例」の例は、薄い黒色の線分、太い黒い破線セグメント、充填及びストローク矩形、充填及び立方ベジェ曲線のストロークを描きます。表H.3は、この例ではオブジェクトを示し、図H.1は、結果の出力を示します。 （各形状は、赤色境界線を有し、長方形は水色で満たされています。）

表H.3  - シンプルなグラフィックの例では、オブジェクト

オブジェクト番号オブジェクトタイプ

1つのカタログ（ドキュメント・カタログ）

2つのアウトライン（アウトライン辞書）

3ページ（ページツリーノード）

4Page（ページオブジェクト）

5コンテンツストリーム

6手順セットアレイ
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Figure H.1 –  Output of the following example

EXAMPLE %PDF-1. 4 
1 0 obj 

<<  /Type /Catalog 
 /Outlines 2 0 R 
 /Pages 3 0 R 

>> 
endobj 
 
2 0 obj 

<<  /Type /Outlines 
 /Count 0 

>> 
endobj 
 
3 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Kids [ 4 0 R ] 
 /Count 1 

>> 
endobj 
 
4 0 obj 

<<  /Type /Page 
 /Parent 3 0 R 
 /MediaBox [ 0 0 612 792 ] 
 /Contents 5 0 R 
 /Resources << /ProcSet 6 0 R >> 

>> 
endobj 
 
5 0 obj 

<< /Length 883 >> 
stream 

% Draw a black line segment, using the default line width .  
150 250 m 
150 350 l 
S 

 
% Draw a thicker, dashed line segment .  
4 w % Set line width to 4 points 
[ 4 6 ] 0 d % Set dash pattern to 4 units on, 6 units off 
150 250 m 
400 250 l 
S 
[ ] 0 d % Reset dash pattern to a solid line 
1 w % Reset line width to 1 unit 
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図H.1  - 次の例の出力

例％のPDF-1。 4 1 0 OBJ << /タイプ/カタログ/概要2 0 R /ページ3 0 R >> endobj 2 0 OBJ << /タイプ/アウトライン/カウント0 >> endobj 3 0 OBJ << /タイプ/ページ/子供[ 4 0 R] /カウント1 >> endobj 4 0 OBJ << /タイプ/ページ/親3 0 R /メディアサイズ[0 0 612 792] /目次5 0 R /リソース<< / ProcSet 6 0 R >> endobj 5 0 OBJ << /長さ883 >>ストリーム％は、デフォルトの線幅を使用して、黒線分を描きます。 150 250メートル150 350リットルS％、より厚い、破線の線分を描きます。 4点で4つの単位[4 6] 0 D％セットダッシュパターン、150 250メートル400 250リットルのSオフ6つのユニット4は、％wの設定線幅[] 0 D％％リセットW実線1にリセットダッシュパターン1つの単位の線幅
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% Draw a rectangle with a 1-unit red border, filled with light blue .  
1.0 0.0 0.0 RG % Red for stroke color 
0.5 0.75 1.0 rg % Light blue for fill color 
200 300 50 75 re 
B 

 
% Draw a curve filled with gray and with a colored border .  
0.5 0.1 0.2 RG 
0.7 g 
300 300 m 
300 400 400 400 400 300 c 
b 

endstream 
endobj 
 
6 0 obj 

[ /PDF ] 
endobj 
 
xref 
0 7 
0000000000 65535 f 
0000000009 00000 n 
0000000074 00000 n 
0000000120 00000 n 
0000000179 00000 n 
0000000300 00000 n 
0000001532 00000 n 
 
trailer 

<<  /Size 7 
 /Root 1 0 R 

>> 
startxref 
1556 
%%EOF

H.5 Page Tree Example

The example in H.5, "Page Tree Example" is a fragment of a PDF file illustrating the structure of the page tree 
for a large document. It contains the page tree nodes for a 62-page document. Figure H.2 shows the structure 
of this page tree. Numbers in the figure are object numbers corresponding to the objects in the example. 
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％水色で満たされた1単位赤い枠の矩形を描きます。塗りつぶしの色の1.0 0.0 0.0 RG％の赤線の色のために0.5 0.75 1.0 RG％のライトブルー200 300 50 75のRE B％は灰色で着色境界を充填した曲線を描きます。 0000000009 00000 N 0000000074 00000 N 0000000120 00000 N 0000000179 00000 N 0000000300 00000 N 0000001532 00000 N F 0.5 0.1 0.2 RG 0.7グラム300 300メートル300 400 400 400 400 300 CB endstream endobj 6 0 OBJ [/ PDF] endobj XREF 0~7 0000000000 65535トレーラー<< /サイズ7 /ルート1つの0 R >> startxref 1556 %% EOF

H.5ページツリーの例

H.5、「ページツリーの例」の例では、大規模な文書のページツリーの構造を説明するPDFファイルの断片です。これは、62ページの文書のページツリーノードが含まれています。図H.2はこのページツリーの構造を示しています。図中の番号は、例のオブジェクトに対応するオブジェクトの番号です。
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Figure H.2 –  Page tree for the following example

EXAMPLE 337 0 obj 
<<  /Type /Pages 

 /Kids [ 335 0 R 
336 0 R 

 ] 
 /Count 62 

>> 
endobj 
 
335 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 337 0 R 
 /Kids [ 4 0 R 

43 0 R 
77 0 R 
108 0 R 
139 0 R 
170 0 R 

 ] 
 /Count 36 

>> 
endobj 
 
336 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 337 0 R 
 /Kids [ 201 0 R 

232 0 R 
263 0 R 
294 0 R 
325 0 R 

 ] 
 /Count 26 

>> 
endobj 
 
4 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 335 0 R 
 /Kids [ 3 0 R 

16 0 R 
21 0 R 
26 0 R 

337

335 336

4 43 77 108 139 170 201 232 263 294 325

3

16

21

26

31

37

42

48

53

58

63

70

76

82

87

92

97

102

107

113

118

123

128

133

138

144

149

154

159

164

169

175

180

185

190

195

200

206

211

216

221

226

231

237

242

247

252

257

262

268

273

278

283

288

293

299

304

309

314

319

324

330
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図H.2  - 次の例のページツリー
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31 0 R 
37 0 R 

 ] 
 /Count 6 

>> 
endobj 
 
43 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 335 0 R 
 /Kids [ 42 0 R 

48 0 R 
53 0 R 
58 0 R 
63 0 R 
70 0 R 

 ] 
 /Count 6 

>> 
endobj 
 
77 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 335 0 R 
 /Kids [ 76 0 R 

82 0 R 
87 0 R 
92 0 R 
97 0 R 
102 0 R 

 ] 
 /Count 6 

>> 
endobj 
 
108 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 335 0 R 
 /Kids [ 107 0 R 

113 0 R 
118 0 R 
123 0 R 
128 0 R 
133 0 R 

 ] 
 /Count 6 

>> 
endobj 
 
139 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 335 0 R 
 /Kids [ 138 0 R 

144 0 R 
149 0 R 
154 0 R 
159 0 R 
164 0 R 

 ] 
 /Count 6 

>> 
endobj 
 
170 0 obj 

<<  /Type /Pages 
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 /Parent 335 0 R 
 /Kids [ 169 0 R 

175 0 R 
180 0 R 
185 0 R 
190 0 R 
195 0 R 

 ] 
 /Count 6 

>> 
endobj 
 
201 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 336 0 R 
 /Kids [ 200 0 R 

206 0 R 
211 0 R 
216 0 R 
221 0 R 
226 0 R 

 ] 
 /Count 6 

>> 
endobj 
 
232 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 336 0 R 
 /Kids [ 231 0 R 

237 0 R 
242 0 R 
247 0 R 
252 0 R 
257 0 R 

 ] 
 /Count 6 

>> 
endobj 
 
263 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 336 0 R 
 /Kids [ 262 0 R 

268 0 R 
273 0 R 
278 0 R 
283 0 R 
288 0 R 

 ] 
 /Count 6 

>> 
endobj 
 
294 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 336 0 R 
 /Kids [ 293 0 R 

299 0 R 
304 0 R 
309 0 R 
314 0 R 
319 0 R 

 ] 
 /Count 6 
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>> 
endobj 
 
325 0 obj 

<<  /Type /Pages 
 /Parent 336 0 R 
 /Kids [ 324 0 R 

330 0 R 
 ] 

 /Count 2 
>> 

endobj

H.6 Outline Hierarchy Example

This section from a PDF file illustrates the structure of an outline hierarchy with six items. Example 1 in H.6, 
"Outline Hierarchy Example" shows the outline with all items open, as illustrated in Figure H.3. 

Figure H.3 –  Document outline as displayed in Example 1

EXAMPLE 1 21 0 obj 
<<  /Type /Outlines 

 /First 22 0 R 
 /Last 29 0 R 
 /Count 6 

>> 
endobj 
 
22 0 obj 

<<  /Title ( Document ) 
 /Parent 21 0 R 
 /Next 29 0 R 
 /First 25 0 R 
 /Last 28 0 R 
 /Count 4 
 /Dest [ 3 0 R /XYZ 0 792 0 ] 

>> 
endobj 
 
25 0 obj 

<<  /Title ( Section 1 ) 
 /Parent 22 0 R 
 /Next 26 0 R 
 /Dest [ 3 0 R /XYZ null 701 null ] 

>> 
endobj 
 
26 0 obj 

Document

Section 1

Section 2

Subsection 1

Section 3

Summary

On-screen appearance Object
number

Count

22

25

26

27

28

29

4

0

1

0

0

0

621
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>> endobj 325 0 OBJ << /タイプ/ページ/親336 0 R /キッズ[324 0 R 330 0 R] /カウント2 >> endobj

H.6概要階層の例

PDFファイルからこのセクションでは、6つの項目を持つアウトライン階層の構造を示しています。図H.3に示すようH.6実施例1は、すべての項目と「アウトライン階層の例」を示す概要は、開きます。

図H.3  - 文書の概要は、実施例1で表示されます

資料

第1節

第2節

サブセクション1

第3節

概要

オンスクリーンappearanceObjectnumberCount

22

25

26

27

28

29

4

0

1

0

0

0

6 21
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<<  /Title ( Section 2 ) 
 /Parent 22 0 R 
 /Prev 25 0 R 
 /Next 28 0 R 
 /First 27 0 R 
 /Last 27 0 R 
 /Count 1 
 /Dest [ 3 0 R /XYZ null 680 null ] 

>> 
endobj 
 
27 0 obj 

<<  /Title ( Subsection 1 ) 
 /Parent 26 0 R 
 /Dest [ 3 0 R /XYZ null 670 null ] 

>> 
endobj 
 
28 0 obj 

<<  /Title ( Section 3 ) 
 /Parent 22 0 R 
 /Prev 26 0 R 
 /Dest [ 7 0 R /XYZ null 500 null ] 

>> 
endobj 
 
29 0 obj 

<<  /Title ( Summary ) 
 /Parent 21 0 R 
 /Prev 22 0 R 
 /Dest [ 8 0 R /XYZ null 199 null ] 

>> 
endobj

Example 2 in H.6, "Outline Hierarchy Example" is the same as Example 1, except that one of the outline items 
has been closed in the display. The outline appears as shown in Figure H.4. 

Figure H.4 –  Document outline as displayed in Example 2

EXAMPLE 2 21 0 obj 
<<  /Type /Outlines 

 /First 22 0 R 
 /Last 29 0 R 
 /Count 5 

>> 
endobj 
 
22 0 obj 

<<  /Title ( Document ) 
 /Parent 21 0 R 

On-screen appearance Object
number

Count

Document

Section 1

Section 2

Section 3

Summary

22

25

26

28

29

3

0

–1

0

0

521
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<< /タイトル（セクション2）/親22 0 R /前25 0 R /次の28 0 R /最初の27 0 R /最終27 0 R /カウント1 /取引先[3 0 R / XYZヌル680ヌル] >> endobj 27 0 OBJ << /タイトル（サブセクション1）/親26 0 R /取引先[3 0 R / XYZヌル670ヌル] >> 28 0 OBJ << /タイトル（セクション3）/親22 0 R /前のページendobj 26 0 R /取引先[7 0 R / XYZヌル500ヌル] >> 29 0 OBJ << /タイトル（概要）/親21 0 R /前22 0 R /取引先[8 0 R / XYZヌル199ヌル] endobj >> endobj

アウトライン項目の1つが表示に閉鎖された以外H.6、「アウトライン階層の例」の例2は、実施例1と同じです。図H.4に示すように、アウトラインが表示されます。

図H.4  - 文書の概要は、実施例2に表示されます

オンスクリーンappearanceObjectnumberCount

資料

第1節

第2節

第3節

概要

22

25

26

28

29

3

0

0

0

5 21
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 /Next 29 0 R 
 /First 25 0 R 
 /Last 28 0 R 
 /Count 3 
 /Dest [ 3 0 R /XYZ 0 792 0 ] 

>> 
endobj 
 
25 0 obj 

<<  /Title ( Section 1 ) 
 /Parent 22 0 R 
 /Next 26 0 R 
 /Dest [ 3 0 R /XYZ null 701 null ] 

>> 
endobj 
 
26 0 obj 

<<  /Title ( Section 2 ) 
 /Parent 22 0 R 
 /Prev 25 0 R 
 /Next 28 0 R 
 /First 27 0 R 
 /Last 27 0 R 
 /Count −1 
 /Dest [ 3 0 R /XYZ null 680 null ] 

>> 
endobj 
 
27 0 obj 

<<  /Title ( Subsection 1 ) 
 /Parent 26 0 R 
 /Dest [ 3 0 R /XYZ null 670 null ] 

>> 
endobj 
 
28 0 obj 

<<  /Title ( Section 3 ) 
 /Parent 22 0 R 
 /Prev 26 0 R 
 /Dest [ 7 0 R /XYZ null 500 null ] 

>> 
endobj 
 
29 0 obj 

<<  /Title ( Summary ) 
 /Parent 21 0 R 
 /Prev 22 0 R 
 /Dest [ 8 0 R /XYZ null 199 null ] 

>> 
endobj

H.7 Updating Example

This example shows the structure of a PDF file as it is updated several times; it illustrates multiple body 
sections, cross-reference sections, and trailers. In addition, it shows that once an object has been assigned an 
object identifier, it keeps that identifier until the object is deleted, even if the object is altered. Finally, the 
example illustrates the reuse of cross-reference entries for objects that have been deleted, along with the 
incrementing of the generation number after an object has been deleted. 

The original file is the example in H.2, "Minimal PDF File". The updates are divided into four stages, with the file 
saved after each stage: 
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H.7は例を更新します

この例では、それが数回更新されるPDFファイルの構造を示す図です。これは、複数のボディ区画、クロスリファレンスセクション、及びトレーラーを示します。また、オブジェクトはオブジェクト識別子を割り当てられた後、オブジェクトが削除されるまで、それは、オブジェクトが変更された場合でも、その識別子を保持することを示しています。最後に、この例では、オブジェクトが削除された後の世代番号のインクリメントとともに、削除されたオブジェクトの相互参照エントリの再利用を示します。

元のファイルはH.2、「最小限のPDFファイル」の一例です。更新は、各ステージの後に保存したファイルを、4つの段階に分かれています。
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a) Four text annotations are added. 

b) The text of one of the annotations is altered. 

c) Two of the text annotations are deleted. 

d) Three text annotations are added. 

The following sections show the segments added to the file at each stage. Throughout this example, objects 
are referred to by their object identifiers, which are made up of the object number and the generation number, 
rather than simply by their object numbers as in earlier examples. This is necessary because the example 
reuses object numbers; therefore, the objects they denote are not unique. 

NOTE The tables in these sections show only those objects that are modified during the updating process. Objects 
from H.2, "Minimal PDF File" that are not altered during the update are not shown. 

H.7.1 Stage 1: Add Four Text Annotations

Four text annotations are added to the initial file and the file is saved. Table H.4 lists the objects involved in this 
update. 

The example in H.7.1, "Stage 1: Add Four Text Annotations" shows the lines added to the file by this update. 
The page object is updated because an Annots entry has been added to it. Note that the file’s trailer now 
contains a Prev entry, which points to the original cross-reference section in the file, while the startxref value at 
the end of the trailer points to the cross-reference section added by the update. 

EXAMPLE 4 0 obj 
<<  /Type /Page 

 /Parent 3 0 R 
 /MediaBox [ 0 0 612 792 ] 
 /Contents 5 0 R 
 /Resources << /ProcSet 6 0 R >> 
 /Annots 7 0 R 

>> 
endobj 
 
7 0 obj 

[ 8 0 R 
  9 0 R 
  10 0 R 
  11 0 R 
] 

endobj 
 
8 0 obj 

<<  /Type /Annot 
 /Subtype /Text 

Table H.4 –  Object usage after adding four text annotations

Object identifier Object type

4 0 Page (page object)

7 0 Annotation array

8 0 Annot (annotation dictionary)

9 0 Annot (annotation dictionary)

10 0 Annot (annotation dictionary)

11 0 Annot (annotation dictionary)
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以下のセクションでは、各段階でファイルに追加セグメントを示します。この例全体を通して、オブジェクトは、以前の例のようにオブジェクト番号と世代番号のではなく、単にそのオブジェクト番号によって構成され、それらのオブジェクト識別子によって参照されます。例では、オブジェクト番号を再利用するために必要です。そのため、彼らは表すオブジェクトは一意ではありません。

注これらのセクションの表には、更新処理中に修正されているオブジェクトのみを表示します。更新中に変更されないH.2、「最小限のPDFファイル」からのオブジェクトは表示されません。

H.7.1ステージ1：四つのテキスト注釈を追加します。

H.7.1の例で、「ステージ1：四つのテキスト注釈の追加」の行は、このアップデートによってファイルに追加ショーを。 Annotsエントリが追加されているため、ページオブジェクトが更新されます。ファイルのトレーラが今前のエントリを含むことに注意してください、ファイルの元のクロスリファレンス部を指し、更新によって追加されたクロスリファレンスセクションにトレーラー点の末尾startxref値つつ。

表H.4  -  4つのテキスト注釈を追加した後のオブジェクトの使用

オブジェクト識別子のオブジェクトタイプ

4 0Page（ページオブジェクト）

7 0注釈アレイ

8 0 Annotの（注釈辞書）

9 0Annot（注釈辞書）

10 0 Annotの（注釈辞書）

11 0 Annotの（注釈辞書）
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 /Rect [ 44 616 162 735 ] 
 /Contents ( Text #1 ) 
 /Open true 

>> 
endobj 
 
9 0 obj 

<<  /Type /Annot 
 /Subtype /Text 
 /Rect [ 224 668 457 735 ] 
 /Contents ( Text #2 ) 
 /Open false 

>> 
endobj 
 
10 0 obj 

<<  /Type /Annot 
 /Subtype /Text 
 /Rect [ 239 393 328 622 ] 
 /Contents ( Text #3 ) 
 /Open true 

>> 
endobj 
 
11 0 obj 

<<  /Type /Annot 
 /Subtype /Text 
 /Rect [ 34 398 225 575 ] 
 /Contents ( Text #4 ) 
 /Open false 

>> 
endobj 
 
xref 
0 1 
0000000000 65535 f 
4 1 
0000000632 00000 n 
7 5 
0000000810 00000 n 
0000000883 00000 n 
0000001024 00000 n 
0000001167 00000 n 
0000001309 00000 n 
 
trailer 

<<  /Size 12 
 /Root 1 0 R 
 /Prev 408 

>> 
startxref 
1452 
%%EOF

H.7.2 Stage 2: Modify Text of One Annotation

One text annotation is modified and the file is saved. The example in H.7.2, "Stage 2: Modify Text of One 
Annotation" shows the lines added to the file by this update. Note that the file now contains two copies of the 
object with identifier 10 0 (the text annotation that was modified) and that the added cross-reference section 
points to the more recent version of the object. This added cross-reference section contains one subsection, 
which contains only an entry for the object that was modified. In addition, the Prev entry in the file’s trailer has 
been updated to point to the cross-reference section added in the previous stage, while the startxref value at 
the end of the trailer points to the newly added cross-reference section. 
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4 1 0000000632 00000 nは7~5 0000000810 00000 F 0 1 0000000000 65535 XREF endobj 11 0 OBJ << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/テキスト/のRect [34 398 225 575] /コンテンツ（テキスト＃4）/オープン偽>> endobj N 0000000883 00000 N 0000001024 00000 N 0000001167 00000 N 0000001309 00000 Nトレーラー<< /サイズ12 /ルート1 0 R /前408 >> startxref 1452 %% EOF

H.7.2ステージ2：一つのアノテーションの変更テキスト

1つのテキスト注釈が変更され、ファイルが保存されます。 H.7.2の例で、「ステージ2：一つのアノテーションの変更テキスト」ショーこのアップデートにより、ファイルに追加された行。メモファイルは、現在のオブジェクトの最新バージョンに加えクロスリファレンスセクションポイント識別子10 0（変更されたテキスト注釈）と、そのオブジェクトの2つのコピーが含まれていること。この追加されたクロスリファレンスセクションは、変更されたオブジェクトのエントリのみを含むものサブセクションを含んでいます。加えて、ファイルのトレーラ内の前のエントリが新たに追加されたクロスリファレンスセクションにトレーラー点の末尾startxref値が、前の段階で添加クロスリファレンスセクションを指すように更新されました。
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EXAMPLE 10 0 obj 
<<  /Type /Annot 

 /Subtype /Text 
 /Rect [ 239 393 328 622 ] 
 /Contents ( Modified Text #3 ) 
 /Open true 

>> 
endobj 
 
xref 
0 1 
0000000000 65535 f 
10 1 
0000001703 00000 n 
 
trailer 

<<  /Size 12 
 /Root 1 0 R 
 /Prev 1452 

>> 
startxref 
1855 
%%EOF

H.7.3 Stage 3: Delete Two Annotations

Two text annotation are deleted and the file is saved. Table H.5 lists the objects updated.

The Annots array is the only object that is written in this update. It is updated because it now contains two 
annotations fewer. 

The example in H.7.3, "Stage 3: Delete Two Annotations" shows the lines added when the file was saved. Note 
that objects with identifiers 8 0 and 9 0 have been deleted, as can be seen from the fact that their entries in the 
cross-reference section end with the keyword f. 

EXAMPLE 7 0 obj 
[ 10 0 R 
  11 0 R 
] 

endobj 
 
xref 
0 1 
0000000008 65535 f 
7 3 
0000001978 00000 n 
0000000009 00001 f 
0000000000 00001 f 
 
trailer 

<<  /Size 12 
 /Root 1 0 R 

Table H.5 –  Object usage after deleting two text annotations

Object identifier Object type

7 0 Annotation array

8 0 Free

9 0 Free
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実施例10 0真OBJ << /タイプ/ Annotの/サブタイプ/テキスト/のRect [239 393 328 622] /内容（変更されたテキスト＃3）/オープン>> 10 1 0000001703 00000 F 0 1 0000000000 65535 XREF endobj Nトレーラー<< /サイズ12 /ルート1 0 R /前1452 >> startxref 1855 %% EOF

H.7.3ステージ3：削除二つの注釈

二つのテキスト注釈が削除され、ファイルが保存されます。表H.5は、更新されたオブジェクトを示しています。

H.7.3の例で、「ステージ3：削除二つの注釈」のショー行が追加されたファイルが保存されました。注キーワードFとのクロスリファレンスセクションの端におけるそれらのエントリことから分かるように、識別子8 0と9 0を持つオブジェクトは、削除されたこと。

表H.5  -  2つのテキスト注釈を削除した後、オブジェクトの使用

オブジェクト識別子のオブジェクトタイプ

7 0注釈アレイ

8 0無料

9 0無料
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 /Prev 1855 
>> 

startxref 
2027 
%%EOF

The cross-reference section added at this stage contains four entries, representing object number 0, the 
Annots array, and the two deleted text annotations. 

• The cross-reference entry for object number 0 is updated because it is the head of the linked list of free 
entries and points to the entry for the newly freed object number 8. The entry for object number 8 points to 
the entry for object number 9 (the next free entry), while the entry for object number 9 is the last free entry 
in the cross-reference table, indicated by the fact that it points back to object number 0. 

• The entries for the two deleted text annotations are marked as free and as having generation numbers of 1, 
which are used for any objects that reuse these cross-reference entries. Keep in mind that, although the 
two objects have been deleted, they are still present in the file. It is the cross-reference table that records 
the fact that they have been deleted. 

The Prev entry in the trailer has again been updated so that it points to the cross-reference section added at 
the previous stage, and the startxref value points to the newly added cross-reference section. 

H.7.4 Stage 4: Add Three Annotations

Finally, three new text annotations are added to the file. Table H.6 lists the objects involved in this update. 

Object numbers 8 and 9, which were used for the two annotations deleted in the previous stage, have been 
reused; however, the new objects have been given a generation number of 1. In addition, the third text 
annotation added has been assigned the previously unused object identifier of 12 0. 

The example in H.7.4, "Stage 4: Add Three Annotations" shows the lines added to the file by this update. The 
added cross-reference section contains five entries, corresponding to object number 0, the Annots array, and 
the three annotations added. The entry for object number 0 is updated because the previously free entries for 
object numbers 8 and 9 have been reused. The entry for object number 0 now shows that the cross-reference 
table has no free entries. The Annots array is updated to reflect the addition of the three text annotations. 

EXAMPLE 7 0 obj 
[ 10 0 R 
    11 0 R 
     8 1 R 
     9 1 R 
    12 0 R 
] 

endobj 
 
8 1 obj 

<<  /Type /Annot 
 /Subtype /Text 

Table H.6 –  Object usage after adding three text annotations

Object identifier Object type

7 0 Annotation array

8 1 Annot (annotation dictionary)

9 1 Annot (annotation dictionary)

12 0 Annot (annotation dictionary)
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この段階で追加のクロスリファレンスセクションは、オブジェクト番号0、Annotsアレイ、および2つの削除されたテキスト注釈を表す、4つのエントリを含んでいます。

•それは空きエントリと点の連結リストの先頭であるため、オブジェクト番号0の相互参照エントリが更新されたエントリに新たに解放されたオブジェクト番号8のエントリは、オブジェクト数のオブジェクト数のエントリに8点9（次の空きエントリ）、オブジェクト番号9のエントリは、それがバックオブジェクト番号0を指しているという事実によって示されるクロスリファレンステーブルの最後の空きエントリ、です。

•2つの削除されたテキスト注釈のエントリが自由のようにこれらの相互参照エントリを再利用するすべてのオブジェクトのために使用される1の世代番号を持つものとしてマークされています。 2つのオブジェクトが削除されているが、彼らはまだ、ファイル内に存在している、ということを覚えておいてください。それは彼らが削除されたという事実を記録したクロスリファレンステーブルです。

トレーラーで前のエントリは、再び、前の段階で添加クロスリファレンス部と、新たに追加されたクロスリファレンスセクションにstartxref値のポイントを指すように更新されています。

H.7.4ステージ4：三つの注釈を追加します。

最後に、3つの新しいテキスト注釈がファイルに追加されます。表H.6このアップデートに関連するオブジェクトを示しています。

前の段階で削除された2つの注釈のために使用されたオブジェクト番号8及び9は、再利用されてきました。しかし、新たなオブジェクトが1の添加の世代番号が与えられている、第三のテキスト注釈を加え、12 0の未使用オブジェクト識別子を割り当てられています。

H.7.4の例で、「ステージ4：三注釈の追加」のショーにこのアップデートにより、ファイルに追加された行を。追加のクロスリファレンスセクションは、オブジェクト番号0、Annotsアレイ、及び添加3つのアノテーションに対応する、5つのエントリを含んでいます。オブジェクト番号8と9のために以前に空きエントリが再利用されているため、オブジェクト番号0のエントリが更新されます。オブジェクト番号0のエントリは、現在クロスリファレンステーブルが空きエントリを有していないことを示しています。 Annots配列は、3つのテキスト注釈の追加を反映するように更新されます。

表H.6  -  3つのテキスト注釈を追加した後のオブジェクトの使用

オブジェクト識別子のオブジェクトタイプ

7 0注釈アレイ

8 1 Annotの（注釈辞書）

9 1 Annotの（注釈辞書）

12 0Annot（注釈辞書）
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 /Rect [ 58 657 172 742 ] 
 /Contents ( New Text #1 ) 
 /Open true 

>> 
endobj 
 
9 1 obj 

<<  /Type /Annot 
 /Subtype /Text 
 /Rect [ 389 459 570 537 ] 
 /Contents ( New Text #2 ) 
 /Open false 

>> 
endobj 
 
12 0 obj 

<<  /Type /Annot 
 /Subtype /Text 
 /Rect [ 44 253 473 337 ] 
 /Contents ( New Text #3\203a longer text annotation which we will continue \ 

onto a second line ) 
 /Open true 

>> 
endobj 
 
xref 
0 1 
0000000000 65535 f 
7 3 
0000002216 00000 n 
0000002302 00001 n 
0000002447 00001 n 
12 1 
0000002594 00000 n 
 
trailer 

<<  /Size 13 
 /Root 1 0 R 
 /Prev 2027 

>> 
startxref 
2814 
%%EOF

The annotation with object identifier 12 0 illustrates splitting a long text string across multiple lines, as well as 
the technique for including nonstandard characters in a string. In this case, the character is an ellipsis (…), 
which is character code 203 (octal) in PDFDocEncoding, the encoding used for text annotations. 

As in previous updates, the trailer’s Prev entry and startxref value have been updated. 

H.8 Structured Elements That Describe Hierarchical Lists

H.8, "Structured Elements That Describe Hierarchical Lists" presents examples that illustrate how structured 
elements are used to describe hierarchical lists, such as a table of contents or an index. 
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>> 7 3 0000002216 00000 N 0000002302 00001 N 0000002447 00001 N 12 1 0000002594 00000 F 0 1 0000000000 65535 XREF endobj Nトレーラー<< /サイズ13 /ルート1 0 R /前2027 >> startxref 2814 %% EOF

オブジェクト識別子12 0との注釈が分割複数行に長いテキスト文字列、ならびにストリングに非標準文字を含むための技術を示します。この場合、文字はPDFDocEncoding、テキスト注釈のために使用される符号化の文字コード203（8進数）であり、省略記号（...）、です。

前回のアップデートのように、トレーラーの前のエントリとstartxref値が更新されました。

階層リストを説明してH.8構造化要素

H.8、構成要素は、このような内容のテーブルまたはインデックスのような階層的なリストを記述するために使用される方法を示し提示例を「階層リストを記述する構造化要素」。



PDF 32000-1:2008

716 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

H.8.1 Table of Contents

The structured element’s structure type entry (S) may have values that establish hierarchical relationships 
between entries in a table of content. The TOCI value specifies an individual member of a table of contents. 
The TOC value specifies a list made up of other table of contents items that are individual members of the table 
of contents and/or lists of table of contents items. (The trailing character in TOCI is an upper case “I”.)

Figure H.5 shows the table of contents described by the example in H.8.1, "Table of Contents". 

Figure H.5 –  Table of contents 

Figure H.6 illustrates the association between marked content identifiers (MCID) and content. This illustration 
includes part of the stream object so you can see how the MCID entries are associated with the content in the 
table of contents. 

TABLE OF CONTENTS

1. Chapter One . . . . . . . . . 3

1.1 Section A . . . . . . . . 4 

1.2 Section B . . . . . . . . 5

2. Chapter Two . . . . . . . . . 6

3. Chapter Three . . . . . . . . 7

3.1 Section A . . . . . . . . 8
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内容のH.8.1表

構成要素の構造型のエントリ（S）は、コンテンツのテーブルのエントリ間の階層関係を確立する値を有していてもよいです。 TOCI値は、コンテンツのテーブルの個々のメンバーを特定します。 TOC値は、コンテンツ項目のテーブルの内容および/またはリストのテーブルの個々のメンバーであるコンテンツ・アイテムの他のテーブルで構成されたリストを指定します。 （TOCIの末尾の文字が大文字「I」です。）

図H.5番組コンテンツのテーブルは、「目次」、H.8.1の例により記載しました。

目次

1.第一章。 。 。 。 。 。 。 。 。 3

1.2節B。 。 。 。 。 。 。 。 5

2.第二章。 。 。 。 。 。 。 。 。 6

3.第三章。 。 。 。 。 。 。 。 7

3.1節A。 。 。 。 。 。 。 。 8



© Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved 717

PDF 32000-1:2008

Figure H.6 –  Association between content and marked content identifiers 

Figure H.7 shows how the relationships of the structure elements and their use of the TOC and TOCI structure 
types represent the structure of a table of contents. This figure also shows the relationship between the 
structured content elements and the marked content in the stream. Gray text indicates marked content 
identifiers (MCID).

TABLE OF CONTENTS

1. Chapter One . . . . . . . . . 3

1.1 Section A . . . . . . . . 4 

1.2 Section B . . . . . . . . 5

2. Chapter Two . . . . . . . . . 6

3. Chapter Three . . . . . . . . 7

3.1 Section A . . . . . . . . 8

/P <</MCID 1>> BDC 
BT T* (TABLE OF CONTENTS) Tj ET 

EMC 
 
/Lbl <</MCID 11>>  BDC 

BT T* (1. ) Tj ET EMC 
 
/Reference <</MCID 12>> BDC 

BT (Chapter One ) Tj ET EMC 
 
/NonStruct <</MCID 13>> BDC 

BT (. . . . . . . . . ) Tj ET EMC 
 
/Reference <</MCID 14>> /BDC 

BT (3 ) Tj ET EMC 
 
/Lbl <</MCID 21>>  BDC 

BT T* (1.1 ) Tj ET EMC 
 
/Reference <</MCID 22>> BDC 

BT (Section A ) Tj ET EMC 
 
/NonStruct <</MCID 23>> BDC 

BT (. . . . . . . . ) Tj ET EMC 
 
/Reference <</MCID 24>> /BDC 

BT (4 ) Tj ET EMC

1

11 12 13 14

21 22 23 24

Contents of the stream object (partial)Association of marked content 
identifiers (at right) to content
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構造要素の関係及びTOCとTOCI構造タイプのそれらの使用は、コンテンツのテーブルの構造を表す方法を図H.7ショー。この図はまた、構造化コンテンツ要素とストリームでマークされたコンテンツとの関係を示したものです。灰色のテキストは、マークされたコンテンツの識別子（MCID）を示しています。

目次

1.第一章。 。 。 。 。 。 。 。 。 3

1.2節B。 。 。 。 。 。 。 。 5

2.第二章。 。 。 。 。 。 。 。 。 6

3.第三章。 。 。 。 。 。 。 。 7

3.1節A。 。 。 。 。 。 。 。 8

/ P << / MCID 1 >> BDC BT T *（目次）TjのET EMC / LBL << / MCID 11 >> BDC BT T *（1）TjのET EMC /参照<< / MCID 12 >> BDC BT（第一章）TjのET EMC / NonStruct << / MCID 13 >> BDC BT（。。。。。。。。。）TjのET EMC /リファレンス<< / MCID 14 >> / BDC BT（3）TjをET EMC / LBL << / MCID 21 >> BDC BT T *（1.1）TjのET EMC /参照<< / MCID 22 >> BDC BT（セクションA）TjのET EMC / NonStruct << / MCID 23 >> BDC BT （。。。。。。。。）TjのET EMC /参照<< / MCID 24 >> / BDC BT（4）TjのET EMC

1

11 12 13 14

21 22 23 24

コンテンツへのストリームオブジェクト（右）マークされたコンテンツ識別子の（部分）協会の内容
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Figure H.7 –  Hierarchy of structure elements and relationship with marked content

EXAMPLE

4 0 obj
<< /Type /Page

/Contents 5 0 R
>>

5 0 obj
<< /Length  6 0 R >>
stream

/P <</MCID 1>> BDC
BT T* (TABLE OF CONTENTS) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 11>>  BDC
BT T* (1. ) Tj ET EMC

/Reference <</MCID 12>> BDC
BT (Chapter One ) Tj ET EMC

/NonStruct <</MCID 13>> BDC
BT (. . . . . . . . . ) Tj ET EMC

/Reference <</MCID 14>> /BDC
BT (3 ) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 21>>  BDC

101 ->1

201
/S /Caption

211
/S /TOCI

301
/S /TOC

214
/S /TOCI

215
/S /TOCI

302
/S /TOC

400
/S /TOC

212
/S /TOCI

213
/S /TOCI

216
/S /TOCI

113 ->13

114 ->14

111 ->11

112 ->12

123 ->23

124 ->24

121 ->21

122 ->22

133 ->33

134 ->34

131 ->31

132 ->32

143 ->43

144 ->44

141 ->41

142 ->42

153 ->53

154 ->54

151 ->51

152 ->52

163 ->63

164 ->64

161 ->61

162 ->62
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図H.7  - 構造要素の階層とマークされたコンテンツとの関係

例

4 0 OBJ << /タイプ/ページ/目次5 0 R >>

5 0 OBJ << /長さ6 0 R >>ストリーム/ P << / MCID 1 >> BDCBT T *（目次）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 11 >> BDCBT T *（1）TjのET EMC /参照<< / MCID 12 >> BDCBT（第一）TjのET EMC / NonStruct << / MCID 13 >> BDCBT（。。。 。。。。。。）TjのET EMC /参照<< / MCID 14 >> / BDCBT（3）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 21 >> BDC

101  - > 1

201 / S / Caption211 / S / TOCI301 / S / TOC214 / S / TOCI215 / S / TOCI302 / S / TOC

400 / S / TOC

212 / S / TOCI213 / S / TOCI216 / S / TOCI

113  - > 13

114  - > 14

111  - > 11

112  - > 12

123  - > 23

124  - > 24

121  - > 21

122  - > 22

133  - > 33

134  - > 34

131  - > 31

132  - > 32

143  - > 43

144  - > 44

141  - > 41

142  - > 42

153  - > 53

154  - > 54

151  - > 51

152  - > 52

163  - > 63

164  - > 64

161  - > 61

162  - > 62

目次

1.第一章。 。 。 。 。 。 。 。 。 3

1.1節A。 。 。 。 。 。 。 。 4

1.2節B。 。 。 。 。 。 。 。 5

2.第二章。 。 。 。 。 。 。 。 。 6

3.第三章。 。 。 。 。 。 。 。 7

3.1節A。 。 。 。 。 。 。 。 8

1
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21232224

31333234

41434244

51535254

61636264

構造要素

マーク内容
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BT T* (1.1 ) Tj ET EMC
/Reference <</MCID 22>> BDC

BT (Section A ) Tj ET EMC
/NonStruct <</MCID 23>> BDC

BT (. . . . . . . . ) Tj ET EMC
/Reference <</MCID 24>> /BDC

BT (4 ) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 31>>  BDC
BT T* (1.2 ) Tj ET EMC

/Reference <</MCID 32>> BDC
 BT (Section B ) Tj ET EMC

/NonStruct <</MCID 33>> BDC
BT (. . . . . . . . ) Tj ET EMC

/Reference <</MCID 34>> /BDC
BT (5 ) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 41>>  BDC
BT T* (2. ) Tj ET EMC

/Reference <</MCID 42>> BDC
 BT (Chapter Two ) Tj ET EMC

/NonStruct <</MCID 43>> BDC
BT (. . . . . . . . . ) Tj ET EMC

/Reference <</MCID 44>> /BDC
 BT (6 ) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 51>>  BDC
BT T* (3. ) Tj ET EMC

/Reference <</MCID 52>> BDC
BT (Chapter Three ) Tj ET EMC

/NonStruct <</MCID 53>> BDC
BT (. . . . . . . . ) Tj ET EMC

/Reference <</MCID 54>> /BDC
BT (7 ) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 61>>  BDC
BT T* (3.1 ) Tj ET EM

/Reference <</MCID 62>> BDC
BT (Section A ) Tj ET EM

/NonStruct <</MCID 63>> BDC
BT (. . . . . . . . ) Tj ET EM

/Reference <</MCID 64>> /BDC
BT (8 ) Tj ET EMC

endstream
endobj

101 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /P
/P 201 0 R
/Pg 4 0 R
/K 1

>>
endobj
111 0 obj

<< /Type /StructElem
/S /Lbl
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BT T *（1.1）TjのET EMC /リファレンス<< / MCID 22 >> BDCBT（セクションA）TjのET EMC / NonStruct << / MCID 23 >> BDCBT（。。。。。。。。）TjのET EMC /参照<< / MCID 24 >> / BDCBT（4）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 31 >> BDCBT T *（1.2）TjのET EMC /参照<< / MCID 32 >> BDC BT（セクションB）TjのET EMC / NonStruct << / MCID 33 >> BDCBT（。。。 。。。。。）TjのET EMC /参照<< / MCID 34 >> / BDCBT（5）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 41 >> BDCBT T *（2）TjのET EMC /参照<< / MCID 42 >> BDC BT（第二章）TjのET EMC / NonStruct << / MCID 43 >> BDCBT（。。 。。。。。。。）TjのET EMC /参照<< / MCID 44 >> / BDC BT（6）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 51 >> BDCBT T *（3）TjのET EMC /参照<< / MCID 52 >> BDCBT（第三）TjのET EMC / NonStruct << / MCID 53 >> BDCBT（。。。 。。。。。）TjのET EMC /参照<< / MCID 54 >> / BDCBT（7）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 61 >> BDCBT T *（3.1）TjのET EM /参照<< / MCID 62 >> BDCBT（セクションA）TjのET EM / NonStruct << / MCID 63 >> BDCBT（。。。。 。。。。）TjのET EM /参照<< / MCID 64 >> / BDCBT（8）TjのET EMCendstreamendobj

101 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / P / P 0 201 R / Pgの4 0 R / K 1 >> endobj111 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / LBL
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/P 211 0 R
/Pg 4 0 R
 /K 11

>>
endobj

112 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /Reference
/P 211 0 R
/Pg 4 0 R
/K 12

>>
endobj

113 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /NonStruct
/P 211 0 R
/Pg 4 0 R
 /K 13

>>
endobj

114 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /Reference
/P 211 0 R
/Pg 4 0 R
/K 14

 >>
endobj

objects 121-124, 131-134, 141-144, 151-154 and 161-164 referencing MCIDs 21-24, 31-34, 41-44, 
51-54, and 61-64 are omitted in the interest of space.

201 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /Caption
/P 400 0 R
/K [101 0 R]

>>
endobj

211 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /TOCI
/P 400 0 R
/K [111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R]

>>
endobj

212 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /TOCI
/P 301 0 R
/K [121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R]
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/ P 211 0 R / Pgの4 0 R / K 11 >> endobj

112 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S /参照/ P 211 0 R / Pgの4 0 R / K 12 >> endobj

113 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / NonStruct / P 211 0 R / Pgの4 0 R / K 13 >> endobj

114 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S /参照/ P 211 0 R / Pgの4 0 R / K 14 >> endobj

121から124まで、131から134まで、141から144まで、151から154と161から164するMCID 21-24、31-34、41-44、51-54を参照し、61-64空間の利益のために省略されているオブジェクト。

201 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S /キャプション/ P 400 0 R / K [101 0 R] >> endobj

211 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / TOCI / P 400 0 R / K [111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R] >> endobj

212 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / TOCI / P 301 0 R / K [121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R]
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>>
endobj

213 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /TOCI
/P 301 0 R
/K [131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R]

>>
endobj

214 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /TOCI
/P 400 0 R
/K [141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R]

>>
endobj

215 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /TOCI
/P 400 0 R
/K [151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R]

>>
endobj

216 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /TOCI
/P 302 0 R
/K [161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R]

>>
endobj

301 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /TOC
/P 400 0 R
/K [212 0 R 213 0 R]

>>
endobj

302 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /TOC
/P 400 0 R
/K [216 0 R]

>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /StructElem

/S TOC
/K [201 0 R 211 0 R 301 0 R 214 0 R 215 0 R 302 0 R]

>>
endobj

©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利reserved721

PDF 32000-1：2008

>> endobj

213 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / TOCI / P 301 0 R / K [131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R] >> endobj

214 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / TOCI / P 400 0 R / K [141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R] >> endobj

215 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / TOCI / P 400 0 R / K [151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R] >> endobj

216 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / TOCI / P 302 0 R / K [161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R] >> endobj

301 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / TOC / P 400 0 R / K [212 0 R 213 0 R] >> endobj

302 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / TOC / P 400 0 R / K [216 0 R] >> endobj

400 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S TOC / K [201 0 R 211 0 R 301 0 R 214 0 R 215 0 R 302 0 R] >> endobj
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H.8.2 Nested Lists

The structured element’s structure type entry (S) may have values that establish hierarchical relationships 
between entries in an index. The LI value specifies an individual index entry. The L value specifies a list made 
up of individual index entries and/or lists of index entries. (The trailing character in LI is an upper case “I”.)

Figure H.8 shows the index described by the example in H.8.2, "Nested Lists". 

Figure H.8 –  Index

Figure H.9 shows how the relationships of the structure elements and their use of the L and LI structure types 
defines the structure of an index. This figure also shows the relationship between the structured content 
elements and the marked content in the stream. Gray text indicates marked content identifiers (MCID).

Figure H.9 –  Hierarchy of structure elements and relationship with marked content
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H.8.2ネストされたリスト

構成要素の構造型のエントリ（S）は、インデックス内のエントリ間の階層関係を確立する値を有していてもよいです。 LI値は、個々のインデックス・エントリを指定します。 L値は、個々のインデックス・エントリおよび/または索引エントリのリストで構成されたリストを指定します。 （LIの末尾の文字が大文字「I」です。）

図H.8は、インデックスは、H.8.2例により「ネストされたリスト」を記載示します。

図H.8  - インデックス

構造要素及びLのそれらの使用およびLI構造タイプの関係インデックスの構造を定義する方法を図H.9ショー。この図はまた、構造化コンテンツ要素とストリームでマークされたコンテンツとの関係を示したものです。灰色のテキストは、マークされたコンテンツの識別子（MCID）を示しています。

図H.9  - 構造要素の階層とマークされたコンテンツとの関係

INDEX
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3.犬歯

101  - > 1

201 / S / Caption211 / S / LI301 / S / L214 / S / LI215 / S / LI302 / S / L

400 / S / L

212 / S / LI213 / S / LI216 / S / LI

111  - > 11

112  - > 12

121  - > 21

122  - > 22

131  - > 31

132  - > 32

141  - > 41

142  - > 42

151  - > 51

152  - > 52
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162  - > 62
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EXAMPLE

4 0 obj
<< /Type /Page

/Contents 5 0 R
>>

endobj

5 0 obj
<< /Length 6 0 R >>
stream

/P <</MCID 1>> BDC
BT T* (INDEX) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 11>> BDC
BT T* (1. ) Tj ET EMC

/LBody <</MCID 12>> /BDC
BT (Cats ) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 21>> BDC
BT T* (a. ) Tj ET EMC

/LBody <</MCID 22>> /BDC
BT (Lions ) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 31>> BDC
BT T* (b. ) Tj ET EMC

/LBody <</MCID 32>> /BDC
BT (Tigers ) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 41>> BDC
BT T* (2. ) Tj ET EMC

/LBody <</MCID 42>> /BDC
BT (Bears ) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 51>> BDC
BT T* (3. ) Tj ET EM

/LBody <</MCID 52>> /BDC
BT (Canines ) Tj ET EMC

/Lbl <</MCID 61>> BDC
BT T* (a. ) Tj ET EM

/LBody <</MCID 62>> /BDC
BT (Wolves ) Tj ET EMC

endstream
endobj

101 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /P
/P 201 0 R
/Pg 4 0 R
/K 1

>>
endobj

111 0 obj
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例

4 0 OBJ << /タイプ/ページ/目次5 0 R >> endobj

5 0 OBJ << /長さ6 0 R >>ストリーム/ P << / MCID 1 >> BDCBT T *（INDEX）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 11 >> BDCBT T *（1）TjのET EMC / LBody << / MCID 12 >> / BDCBT（ネコ）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 21 >> BDCBT T *（。）TjのET EMC / LBody << / MCID 22 >> / BDCBT（ライオンズ）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 31 >> BDCBT T *（B。）TjのET EMC / LBody << / MCID 32 >> / BDCBT（タイガース）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 41 >> BDCBT T *（2）TjのET EMC / LBody << / MCID 42 >> / BDCBT（ベアーズ）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 51 >> BDCBT T *（3）TjのET EM / LBody << / MCID 52 >> / BDCBT（イヌ）TjのET EMC

/ LBL << / MCID 61 >> BDCBT T *（。）TjのET EM / LBody << / MCID 62 >> / BDCBT（オオカミ）TjのET EMC

endstreamendobj

101 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / P / P 0 201 R / Pgの4 0 R / K 1 >> endobj

111 0 OBJ



PDF 32000-1:2008

724 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

<< /Type /StructElem
/S /Lbl
/P 211 0 R
/Pg 4 0 R
/K 11

>>
endobj

112 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /LBody
/P 211 0 R
/Pg 4 0 R
/K 12

>>
endobj

objects 121-122, 131-132, 141-142, 151-152 and 161-162 referencing MCIDs 21-22, 31-32, 41-42, 
51-52, and 61-62 are omitted in the interest of space.

201 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /Caption
/P 400 0 R
/K [101 0 R]

>>
endobj

211 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /LI
/P 400 0 R
/K [111 0 R 112 0 R]

>>
endobj

212 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /LI
/P 301 0 R
/K [121 0 R 122 0 R]

>>
endobj

213 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /LI
/P 301 0 R
/K [131 0 R 132 0 R]

>>
endobj

214 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /LI
/P 400 0 R
/K [141 0 R 142 0 R]

PDF 32000-1：2008

724©Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）2008  - すべての権利を保有

<< /タイプ/ StructElem / S / LBL / P 211 0 R / Pgの4 0 R / K 11 >> endobj

112 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / LBody / P 211 0 R / Pgの4 0 R / K 12 >> endobj

121から122、131-132、141-142、151-152および161-162するMCID 21-22、31-32、41-42、51-52を参照し、61-62空間の利益のために省略されているオブジェクト。

201 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S /キャプション/ P 400 0 R / K [101 0 R] >> endobj

211 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / LI / P 400 0 R / K [111 0 R 112 0 R] >> endobj

212 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / LI / P 301 0 R / K [121 0 R 122 0 R] >> endobj

213 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / LI / P 301 0 R / K [131 0 R 132 0 R] >> endobj

214 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / LI / P 400 0 R / K [141 0 R 142 0 R]
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>>
endobj

215 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /LI
/P 400 0 R
/K [151 0 R 152 0 R]

>>
endobj

216 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /LI
/P 302 0 R
/K [161 0 R 162 0 R]

>>
endobj

301 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /L
/P 400 0 R
/K [212 0 R 213 0 R]

>>

302 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /L
/P 400 0 R
/K [216 0 R]

>>
endobj

400 0 obj
<< /Type /StructElem

/S /L
/K [201 0 R 211 0 R 301 0 R 214 0 R 215 0 R 302 0 R]

>>
endobj
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>> endobj

215 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / LI / P 400 0 R / K [151 0 R 152 0 R] >> endobj

216 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / LI / P 302 0 R / K [161 0 R 162 0 R] >> endobj

301 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / L / P 400 0 R / K [212 0 R 213 0 R] >>

302 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / L / P 400 0 R / K [216 0 R] >> endobj

400 0 OBJ << /タイプ/ StructElem / S / L / K [201 0 R 211 0 R 301 0 R 215 0 R 302 0 R 214 0 R] >> endobj
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Annex  I
(normative)

PDF Versions and Compatibility

I.1 General

The goal of PDF is to enable people to exchange and view electronic documents easily and reliably. Ideally, this 
means that any conforming reader should be able to display the contents of any PDF file, even if the PDF file 
was created long before or long after the conforming reader was developed. In reality, new versions of PDF are 
occasionally introduced to provide additional capabilities not present before. Furthermore, conforming readers 
may support private extensions to PDF, making some conforming readers more capable than others, 
depending on what extensions are present. 

PDF has been designed to enable users to view everything in the document that the conforming reader
understands and to enable the conforming reader to ignore or inform the user about objects not understood. 
The decision whether to ignore or inform the user is made on a feature-by-feature basis, at the discretion of the 
confirming reader. 

I.2 PDF Version Numbers

The PDF version number identifies a specific version of the Adobe PDF specification. A PDF file is labelled with 
the version number of the Adobe PDF specification that the file conforms to.

PDF version numbers take the form M . m, where M is the major and m the minor version number, each 
represented as a decimal integer. 

The version number for a subsequent version of the PDF specification is formed either by incrementing m or by 
incrementing M and setting m to zero, as follows:

• The major version is incremented if PDF changes in a way that is not upward-compatible from previous 
versions. (In practice, this has never happened; the current major version is 1.)

• The minor version is incremented if PDF changes in a way that is upward-compatible from previous 
versions. (The current minor version is 7.)

• The PDF version number does not change at all if private data is included in a PDF file by one of the 
extension mechanisms defined in this specification.

The header in the first line of a PDF file specifies a PDF version (see 7.5.2, "File Header"). Starting with PDF 
1.4, a PDF version can also be specified in the Version entry of the document catalogue, essentially updating 
the version associated with the file by overriding the one specified in the file header (see 7.7.2, "Document 
Catalog"). As described in the following paragraphs, the conforming product’s behaviour upon opening or 
saving a document depends on comparing the PDF file's version with the PDF version that the conforming 
product supports. 

A conforming readers shall attempt to read any PDF file, even if the file’s version is more recent than that of the 
conforming reader. 

If a conforming reader opens a PDF file with a major version number newer than the version that it supports, it 
should warn the user that it is unlikely to be able to read the document successfully and that the user cannot 
change or save the document. Upon the first error that is caused by encountering an unrecognized feature, the 
conforming reader should notify the user that an error has occurred but that no further errors will be reported. 
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附属書I（規定）

PDFのバージョンとの互換性

I.1ジェネラル

PDFの目標は、為替に人々を可能にし、容易かつ確実に電子文書を閲覧することです。理想的には、この手段は、任意の準拠リーダーは、PDFファイルは、長い前、または長い準拠したリーダーが開発された後に作成された場合でも、任意のPDFファイルの内容を表示することができなければならないこと。現実には、PDFの新しいバージョンは、時折前に存在していない追加機能を提供するために導入されています。さらに、適合する読者は、他よりもいくつかの準拠読者がより有能な作りの拡張機能が存在しているかに応じて、PDFにプライベート拡張をサポートすることができます。

PDFは準拠readerunderstandsことを文書でビューのすべてにユーザーを有効にすると理解されていないオブジェクトについて、ユーザーを無視するか、通知するために準拠したリーダーを有効にするために設計されています。無視するかをユーザに通知するかどうかの決定を確認するリーダーの裁量で、特徴別に基づいて行われます。

I.2 PDFバージョン番号

PDFのバージョン番号は、AdobeのPDF仕様の特定のバージョンを識別します。 PDFファイルは、そのファイルが準拠するには、AdobeのPDF仕様のバージョン番号で標識されています。

PDFのバージョン番号は、フォームMを取ります。 M、Mはメジャーであり、それぞれ10進数として表され、マイナーバージョン番号をmです。

次のようにPDF仕様の後続のバージョンのバージョン番号は、Mを増分することによって、またはMをインクリメントし、ゼロにMを設定することのいずれかによって形成されています。

PDFは、以前のバージョンからの上位互換ではない方法で変更された場合•メジャーバージョンがインクリメントされます。 （実際には、これは決して起こらなかった。現在のメジャーバージョンは1です）

•PDFは、以前のバージョンからの上位互換であるように変更された場合、マイナーバージョンがインクリメントされます。 （現在のマイナーバージョンは7です）

プライベートデータはこの仕様で定義された拡張メカニズムの一つでPDFファイルに含まれている場合•PDFのバージョン番号は、すべてでは変更されません。

PDFファイルの最初の行にヘッダはPDF版（7.5.2、「ファイルのヘッダー」を参照）を指定します。 PDF 1.4以降では、PDF版も基本的に（7.7.2、「ドキュメントカタログ」を参照してください）ファイルヘッダに指定されたものをオーバーライドすることで、ファイルに関連付けられたバージョンを更新し、文書のカタログのバージョンのエントリで指定することができます。次の段落で説明したように、開口部または文書を保存するときに準拠した製品の動作は良品サポートしているPDF版とPDFファイルのバージョンを比較することによって異なります。

準拠した読者は、ファイルのバージョンが適合し、読者のそれよりも新しい場合でも、任意のPDFファイルを読み込もうとするもの。

準拠した読者は、それがサポートしているバージョンより新しいメジャーバージョン番号を持つPDFファイルを開いた場合、成功した文書を読むことができそうにないことをユーザーに警告する必要がありますし、ユーザーが変更したり、文書を保存することができません。認識されていない機能に遭遇することによって引き起こされる最初のエラーの際、適合リーダは、エラーが発生したことが、更なるエラーが報告されないことをユーザに通知しなければなりません。
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(Some errors should nevertheless be always reported, including file I/O errors, out-of-memory errors, and 
notifications that a command has failed.) Processing should continue if possible. 

If a conforming reader opens a PDF file that has a minor version number newer than the version that it 
supports, it should notify the user that the document may contain information the conforming reader does not 
understand. If the conforming reader encounters an error, it should notify the user that the PDF file’s version is 
newer than expected, an error has occurred, and no further errors will be reported. 

Whether and how the version of a PDF file should change when the document is modified and saved depends 
on several factors. If the PDF file has a newer version than the conforming product supports, the conforming 
product should not alter the version—that is, a PDF file’s version should never be changed to an older version. 
If the PDF file has an older version than the conforming product supports, the conforming product may update
the PDF file’s version to match the conforming product’s version. If a user modifies a document by inserting the 
contents of another PDF file into it, the saved document’s version should be the most recent of the conforming 
product’s version, the original PDF file's version, and the inserted PDF file’s version. 

I.3 Feature Compatibility

When a new version of PDF is defined, many features are introduced simply by adding new entries to existing 
dictionaries. Earlier versions of conforming readers do not notice the existence of such entries and behave as if 
they were not there. Such new features are therefore both forward- and backward-compatible. Likewise, 
adding entries not described in the PDF specification to dictionary objects does not affect the conforming 
reader’s behaviour. See Annex E for information on how to choose key names that are compatible with future 
versions of PDF. See 7.12.2, “Developer Extensions Dictionary” for a discussion of how to designate the use of 
public extensions in PDF file.

In some cases, a new feature is impossible to ignore, because doing so would preclude some vital operation 
such as viewing or printing a page. For instance, if a page’s content stream is encoded with some new type of 
filter, there is no way for an earlier version of conforming reader to view or print the page, even though the 
content stream (if decoded) would be perfectly understood by the reader. There is little choice but to give an 
error in cases like these. Such new features are forward-compatible but not backward-compatible. 

In a few cases, new features are defined in a way that earlier versions of conforming readers will ignore, but the 
output will be degraded in some way without any error indication. If a PDF file undergoes editing by an earlier 
version of a conforming product that does not understand some of the features that the file uses, the 
occurrences of those features may or may not survive. 
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可能な場合は（多少の誤差はそれにもかかわらず、常にファイルI / Oエラー、メモリ不足のエラーが発生し、コマンドが失敗したことを通知など、報告する必要があります。）処理を継続すべきです。

準拠した読者は、それがサポートしているバージョンより新しいマイナーバージョン番号を持っているPDFファイルを開いた場合、その文書が準拠する読者が理解していない情報が含まれていることをユーザーに通知する必要があります。準拠したリーダーでエラーが発生した場合は、PDFファイルのバージョンは、予想よりも新しい、エラーが発生していると、それ以上のエラーが報告されないことをユーザーに通知する必要があります。

かどうか、どのようにドキュメントが変更され、保存されたときに変更する必要がありますPDFファイルのバージョンは、いくつかの要因に依存します。 PDFファイルが適合製品のサポートする範囲よりも新しいバージョンを持っている場合は、良品は、バージョン、PDFファイルのバージョンが古いバージョンに変更すべきではありませんさを変えるべきではありません。 PDFファイルが適合製品のサポートする範囲よりも古いバージョンを持っている場合は、良品は良品のバージョンと一致するPDFファイルのバージョンをupdatetheことがあります。そこに別のPDFファイルの内容を挿入することで、ユーザの修正文書場合は、保存されたドキュメントのバージョンが適合し、製品のバージョン、元のPDFファイルのバージョン、および挿入されたPDFファイルのバージョンの最新でなければなりません。

I.3機能の互換性

PDFの新しいバージョンが定義されると、多くの機能は、既存の辞書に新しいエントリを追加するだけで導入されています。彼らはそこにいなかったかのように準拠した読者の以前のバージョンでは、このようなエントリや振る舞いの存在に気付くことはありません。このような新機能は、したがって、前方と後方互換性の両方があります。同様に、辞書オブジェクトにPDFの仕様書に記述されていない追加のエントリが準拠読者の行動に影響を与えません。 PDFの将来のバージョンと互換性のあるキー名を選択する方法については附属書Eを参照してください。 7.12.2、PDFファイル内の公共の拡張子の使用を指定する方法については、「開発者向けの拡張機能辞典」を参照してください。

そうすることが、このようなページを表示したり、印刷するなど、いくつかの重要な操作を妨げるので、いくつかのケースでは、新機能は、無視することは不可能です。ページのコンテンツストリームがフィルタのいくつかの新しいタイプで符号化されている場合、例えば、表示または（復号されている場合）コンテンツストリームは完全には理解されるにもかかわらず、ページを印刷するために読者を適合以前のバージョンのための方法はありません読者。そこ選択の余地はあるが、このような場合にエラーを与えます。このような新機能は、前方互換性が、下位互換性がありません。

いくつかのケースでは、新しい機能が適合リーダの以前のバージョンを無視するように定義されるが、出力は、任意のエラー表示せずに、何らかの方法で分解されるであろう。ファイル使用する機能のいくつかを理解していない準拠した製品の以前のバージョンで編集したPDFファイル受ける場合は、それらの機能の出現は、または生き残れない場合があります。
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Annex  J
(informative)

FDF Rename Flag Implementation Example

J.1 General

The Rename flag is used to specify whether fields imported from the template shall be renamed in the event of 
name conflicts with existing fields;

J.2 Implementation Example

If the Rename flag in the FDF template dictionary is true, fields with such conflicting names shall be renamed 
to guarantee their uniqueness. If Rename is false, the fields shall not be renamed; this results in multiple fields 
with the same name in the target document. Each time the FDF file provides attributes for a given field name, 
all fields with that name shall be updated. 

This can be implemented by a conforming product renaming fields by prepending a page number, a template 
name, and an ordinal number to the field name. The ordinal number corresponds to the order in which the 
template is applied to a page, with 0 being the first template specified for the page. 

EXAMPLE If the first template used on the fifth page has the name Template and has the Rename flag set to true, 
fields defined in that template are renamed by prepending the character string P5 . Template_0 . to their 
field names. 
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附属書J（参考）

FDF名前の変更フラグの実装例

J.1一般

名前の変更フラグは、テンプレートからインポートフィールドが既存のフィールドと名前が競合した場合に改名されなければならないかどうかを指定するために使用されます。

J.2実装例

FDFテンプレート辞書の名前の変更フラグがtrueの場合、そのような競合する名前を持つフィールドは、その一意性を保証するために名前を変更されなければなりません。名前の変更がfalseの場合、フィールドは名前を変更してはなりません。これは、ターゲットドキュメント内の同じ名前を持つ複数のフィールドになります。 FDFファイルが指定したフィールド名の属性を提供するたびに、その名前を持つすべてのフィールドが更新されなければなりません。

これは、フィールド名にページ番号、テンプレート名、および序数を付加することでフィールドの名前を変更する準拠製品で実現することができます。序数は、テンプレートを0がページに指定された最初のテンプレートであると、ページに適用される順序に対応します。

【実施例5ページで使用された最初のテンプレートが名前のテンプレートがあり、trueに名前の変更フラグが設定されている場合は、そのテンプレートで定義されたフィールドは、文字列P5を付加することで名前を変更されています。 Template_0。自分のフィールド名に。
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Annex  K
(informative)

PostScript Compatibility — Transparent Imaging Model

K.1 General

Because the PostScript language does not support the transparent imaging model, a conforming reader 
desiring to print on a PostScript output device needs to have some means for converting the appearance of a 
document that uses transparency to a purely opaque description. 

K.2 Conversion

Converting the contents of a page from transparent to opaque form entails some combination of shape 
decomposition and prerendering to flatten the stack of transparent objects on the page, performing all the 
needed transparency computations, and describing the final appearance using opaque objects only. Whether 
the page contains transparent content needing to be flattened can be determined by straightforward analysis of 
the page’s resources; it is not necessary to analyse the content stream itself. The conversion to opaque form is 
irreversible, since all information about how the transparency effects were produced is lost. 

To perform the transparency computations properly, the conforming reader needs to know the native colour 
space of the output device. This is no problem when the conforming reader controls the output device directly. 
However, when generating PostScript output, the conforming reader has no way of knowing the native colour 
space of the PostScript output device. An incorrect assumption will ruin the calibration of any CIE-based 
colours appearing on the page. This problem can be addressed in either of two ways: 

• If the entire page consists of CIE-based colours, flatten the colours to a single CIE-based colour space 
rather than to a device colour space. The preferred colour space for this purpose can easily be determined 
if the page has a group attributes dictionary (Group entry in the page object) specifying a CIE-based 
colour space (see 11.6.6, "Transparency Group XObjects"). 

• Otherwise, flatten the colours to some assumed device colour space with predetermined calibration. In the 
generated PostScript output, paint the flattened colours in a CIE-based colour space having that 
calibration. 

Because the choice between using spot colorants and converting them to an alternate colour space affects the 
flattened results of process colours, a decision needs to be made during PostScript conversion about the set of 
available spot colorants to assume. (This differs from strictly opaque painting, where the decision can be 
deferred until the generated PostScript code is executed.) 
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附属書K（参考）

PostScriptの互換性 - 透明なイメージングモデル

K.1一般

ポストスクリプト言語は、透明な結像モデルをサポートしていないため、PostScript出力デバイスで印刷することを望む準拠リーダーは、純粋に不透明な説明を文書その用途の透明の外観を変換するための何らかの手段を有する必要があります。

K.2変換

形状分解のいくつかの組み合わせは、不透明形態に透明からページの内容を伴う変換し、必要なすべての透明度計算を実行する、ページ上の透明なオブジェクトのスタックを平坦化するために事前レンダリングし、不透明なオブジェクトのみを使用して最終的な外観を説明します。ページが平坦化される必要が透明コンテンツが含まれているかどうかは、ページのリソースの簡単な分析によって決定することができます。コンテンツストリーム自体を解析する必要はありません。透明効果が生産された方法についてのすべての情報が失われるため、不透明な形式への変換は、不可逆的です。

適切透明度計算を実行するために、適合リーダは、出力デバイスの固有の色空間を知る必要があります。適合読者が直接出力デバイスを制御するとき、これは問題ありません。 PostScript出力を生成するときしかし、適合リーダは、PostScript出力デバイスの固有の色空間を知る方法がありません。間違った仮定は、ページに表示される任意のCIEベースの色のキャリブレーションを台無しにします。この問題は、次の2つの方法のいずれかで対処することができます。

•ページ全体がCIEベースの色で構成されている場合は、単一CIEベースの色空間にではなく、デバイスの色空間に色を平ら。ページは、CIEベースの色空間を指定するグループ辞書（ページオブジェクトのグループエントリ）属性を持っている場合、この目的のために好適な色空間が容易に決定することができる（11.6.6を参照して、「透明グループXObjects」）。

•それ以外の場合は、所定の較正と、いくつかの想定デバイス色空間に色を平らに。生成されたPostScript出力では、その較正を有するCIEベースの色空間の色を平らに塗ります。

スポットの着色剤を使用して、代替の色空間に変換するかの選択は、プロセスカラーの平坦化の結果に影響を与えるため、決定が想定する利用可能なスポットの着色剤のセットについてのPostScript変換時に行う必要があります。 （生成されたPostScriptコードが実行されるまで、決定を延期することができる厳密に不透明な塗装、からこれが異なります。）
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Annex  L
(informative)

Colour Plates

L.1 Colour Plates

This annex consists of figures that logically belong in other parts of this specification. They are collected here 
so that all colour figures appear together as a sequence of colour plates that may be produced separately from 
the remainder of the specification.

Color Plates

Figure L.1 –  Additive and subtractive colour (8.6.4, "Device Colour Spaces")

Additive Subtractive
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附属書L（参考）

カラープレート

L.1カラープレート

この附属書は、論理的に、本明細書の他の部分に属している数字で構成されています。すべての色の数字は明細書の残りの部分とは別個に製造することができる色版のシーケンスとして一緒に表示されるので、ここで収集されます。

カラープレート

図L.1  - 加法と減法混色（8.6.4、「デバイス色空間」）

加法減法
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Figure L.2 –  Uncalibrated colour (8.6.5, "CIE-Based Colour Spaces")

Figure L.3 –  Lab colour space (8.6.5.4, "Lab Colour Spaces")

L* = 100
white

L* = 0
black

b* = 100
yellow

b* = -100
blue

a* = 100
red

a* = -100
green
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図L.2  - 未校正の色（8.6.5、「CIEベースのカラースペース」）

図L.3  -  Lab色空間（8.6.5.4、 "Lab色空間"）

L * = 100white

L * = 0black

B * = 100yellow

B * = -100bluea * = 100red

* = -100green
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Figure L.4 –  Color gamuts (8.6.5.4, "Lab Colour Spaces")

Figure L.5 –  Rendering intents (8.6.5.8, "Rendering Intents")

RGB

CMYK

L*a*b*

AbsoluteColorimetric RelativeColorimetric

PerceptualSaturation
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図L.4  - 色域（8.6.5.4、 "Lab色空間"）

図L.5  - レンダリングインテント（8.6.5.8、 "レンダリングインテント"）

RGB

CMYK

L * a * b *表

AbsoluteColorimetric RelativeColorimetric

知覚彩度



PDF 32000-1:2008

736 © Adobe Systems Incorporated 2008 – All rights reserved

Figure L.6 –  Duotone image (8.6.6.5, "DeviceN Colour Spaces")

Figure L.7 –  Quadtone image (8.6.6.5, "DeviceN Colour Spaces"

Grayscale Black Magenta Result

Single-component (grayscale) image Quadtone image
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図L.6  - ダブルトーン画像（8.6.6.5、 "DeviceNのカラースペース"）

図L.7  -  Quadtone画像（8.6.6.5、 "DeviceNのカラースペース"

グレースケールブラックマゼンタ結果

単一成分（グレースケール）画像Quadtone画像
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Figure L.8 –  Colored tiling pattern (8.7.3.2, "Coloured Tiling Patterns")

Figure L.9 –  Uncoloured tiling pattern (8.7.3.3, "Uncoloured Tiling Patterns")

♠♥
♦♣

♠♥
♦♣
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図L.8  - カラータイルパターン（8.7.3.2、「カラータイルパターン」）

図L.9  - 無色タイリングパターン（8.7.3.3、「無着色タイリングパターン」）

♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣

♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣
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Extend = [ false false ], Background not specified

Extend = [ true true ], Background not specified

Extend = [ true true ], Background not specified

Figure L.10 –  Axial shading (8.7.4.5.3, "Type 2 (Axial) Shadings")

Figure L.11 –  Radial shadings depicting a cone (8.7.4.5.4, "Type 3 (Radial) Shadings")

AB CDE F G HIJ K LM

AB CDE F G HIJ K LM

AB E F G HIJ K LMCDCD K L

Starting from 
smaller circle

Starting from 
larger circle

Neither circle extended Starting circle extended
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延長= [偽偽]、背景が指定されていません

延長= [真真]、背景指定されていません

延長= [真真]、背景指定されていません

図L.10  - アキシャルシェーディング（8.7.4.5.3、 "2（軸方向）シェーディングを入力"）

図L.11  - コーン（8.7.4.5.4、「3（半径）シェーディングのタイプ」）を示すラジアルシェーディング

ABCDE FGHIJKLM

ABCDE FGHIJKLM

ABE FGHIJKLMCDCDKL

小さい円からスタート

大きな円からスタート

どちらも円は円が拡張開始延長ません
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Figure L.12 –  Radial shadings depicting a sphere (8.7.4.5.4, "Type 3 (Radial) Shadings")

Figure L.13 –  Radial shadings with extension (8.7.4.5.4, "Type 3 (Radial) Shadings")

Figure L.14 –  Radial shading effect (8.7.4.5.4, "Type 3 (Radial) Shadings")

Starting from inner circle; 
no background color specified

Starting from outer circle; 
background color specified

No background color specified Background color specified
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図L.12  - 球（8.7.4.5.4、「3（半径）シェーディングのタイプ」）を示すラジアルシェーディング

図L.13  - 拡張子の付いた放射状シェーディング（8.7.4.5.4、 "3（半径）シェーディングを入力"）

図L.14  - 放射状シェーディング効果（8.7.4.5.4、 "タイプ3（半径）シェーディング"）

内側の円から始めて、外側の円から背景色specifiedStartingはありません。指定された背景色

指定なし背景色指定した背景色ません
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Figure L.15 –  Coons patch mesh (8.7.4.5.7, "Type 6 Shadings (Coons Patch Meshes)")

Unit square

Nonlinear (control points altered)
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図L.15  - クーンズパッチメッシュ（8.7.4.5.7、「6シェーディング（クーンズパッチメッシュ）型」）

単位正方形

非線形（制御点変更）
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Figure L.16 –  Transparency groups (11.2, "Overview of Transparency")

Figure L.17 –  Isolated and knockout groups (11.4.5, "Isolated Groups"
and 11.4.6, "Knockout Groups")

Ungrouped objects 
Object opacity = 1.0

Ungrouped objects 
Object opacity = 0.5

Transparency group 
Object opacity = 1.0 
Group opacity = 0.5 

Blend mode = Normal

Transparency group 
Object opacity = 0.5 
Group opacity = 1.0 

Blend mode = HardLight

Isolated

Non-isolated

Knockout Non-knockout
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図L.16  - 透明性・グループ（11.2、「透明性の概要」）

図L.17  - 単離し、ノックアウトグループ（11.4.5、「単離されたグループ」と11.4.6、「ノックアウトグループ」）

グループ化されていない、オブジェクトの不透明度をオブジェクト= 1.0Ungroupedは、オブジェクトの不透明度= 0.5オブジェクト

透明性・グループオブジェクトの不透明度= 1.0グループの不透明度= 0.5ブレンドモード=ノーマル

透明性・グループオブジェクトの不透明度= 0.5グループの不透明度= 1.0ブレンドモード= HARDLIGHT

単離されました

非絶縁

ノックアウト非ノックアウト
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Figure L.18 –  RGB blend modes (11.3.5, "Blend Mode")
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図L.18  -  RGBのブレンドモード（11.3.5、 "ブレンドモード"）

フォアグラウンドでダック、バックグラウンドでの虹
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Figure L.19 –  CMYK blend modes (11.3.5, "Blend Mode")
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図L.19  -  CMYKのブレンドモード（11.3.5、 "ブレンドモード"）
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Figure L.20 –  Blending and overprinting (11.7.4.3, "Compatibility with Opaque Overprinting")

Overprint enabled 

and blend mode = Screen

 Blend mode = Screen

Axial shading from [0.0  0.0  1.0  0.0] 
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図L.20  - ブレンディングやオーバープリント（11.7.4.3、「不透明なオーバープリントとの互換性」）

オーバープリントが有効になっており、ブレンドモード=スクリーン

[0.0 1.0 0.0 0.0]と[0.0 0.0 1.0 0.0]から軸シェーディング

オーバープリントが有効

不透明度= 0.5Color = [0.5 0.0 0.5 0.0]

オーバープリントが有効になっており、ブレンドモード=スクリーン

ブレンドモード=スクリーン

[0.0 1.0 0.0 0.0]と[0.0 0.0 1.0 0.0]から軸シェーディング

オーバープリントが有効

不透明度= 1.0Color = [0.5 0.0 0.5 0.0]
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