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はじめに 

本稿は、日本における IR の組織形態の現状を

紹介するものである。近年、IR 組織を設置したり、

設置を検討する大学が増加している1。我が国にお

いて IR に関わる取り組みは黎明期にあたるが、

IR に関わる業務上の成果が蓄積されれば、この分

野における研究の材料に成り得る期待が持てる。 

閣議決定「第 2 教育振興基本計画」（2013）で

は、データに基づく検証の必要性が次のように述

べられた。「教育課題が依然として指摘される要因

の例」の一つとして、「「どのような成果を目指す

のか」「どのような力の修得を目指すのか」とい

った明確な目標が設定され、その取組の成果につ

いて、データに基づく客観的な検証を行い、そこ

で明らかになった課題等をフィードバックし、新

たな取組に反映させる検証改善サイクル（PDCA

サイクル）が、教育行政、学校、学習者等の各レ

ベルにおいて、必ずしも十分に機能していなかっ

たこと」と指摘し、「改善が不可欠」としている。 

このように、大学業界においてデータに基づく

業務検証や意思決定の必要性が叫ばれつつある。 

そのような状況のなか、筆者が関心を持ったの

は IR の組織形態である。その理由は、筆者は勤

務校（高知大学）において IR に関わる業務に携

わるが、業務を通じて IR には多様な期待が寄せ

られており、それに応じた組織形態及び学内ネッ

トワークの形成が必要と感じたからである2。IR

の組織形成に関して、沖（2011）は「日本におけ

るインスティチューショナル・リサーチ（IR）導

入の議論においてしばしば問題となるのが、その

業務を担当すべき職員を養成すること、およびそ

の業務を担当すべき部局を設置することの困難さ

の指摘である」と指摘した3。それは、大学の目的

や経営環境などによって、求められるデータが異

なるため、組織形成の在り方や担当職員のスキル

も画一的ではない。 

近年の日本における IR の組織は「IR オフィス

型（独立した担当部局）」「既存の事務所が IR を

兼務」「コンソーシアム型」に分類できる状況が形

成されている。この現象は、それぞれの大学にお

ける人材配置・予算・IR に対する考え方などの事

情によるものと思われる。すなわち、大学が IR

をどのように捉え、今後、どう活用していくか、

という展開の具体策として組織形成がされている。 

冒頭で述べた目的を達成するため、次の展開に

より検討する。第一に、IR に関わる先行研究とし

て、中井ほか（2013）による IR 実践の指針を示

した（本稿の 1.）。第二に、江原（2013）による

IR 組織の四分類（「IR オフィス型」「大学評価室

型」「FD センター型」「コンソーシアム型」）につ

いて検討する（本稿の 2.）。第三に、IR 組織の事

例について、関東学院大学 IR 推進室、國學院大

學 ビックデータ推進プロジェクト、大学 IR コン

ソーシアムの事例を紹介する（本稿の 3.）。第四

に、本稿のまとめとして、今後の IR 組織の在り

方について考察した（本稿の 4.）。 

 

1. IR に関わる先行研究 

IR の先進国である米国では盛んな取り組みが

行われている。例えば、入学と在籍の分析、学習

成果の測定、学生調査、戦略計画の策定、学内コ

ンサルティングなど、広い領域を対象とした情報

収集や分析が行われている。 

米国における IR の組織に関して、以下の指摘
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がされている。山田（2011）は「アメリカの大多

数の高等教育機関では、IR 部門を Institutional 

Research Office として設置している（中略）IR

は、各大学内の教育研究活動に関する調査研究活

動を行う管理部門であり、かつ経営そのものに関

わるさまざまな情報の入手とその分析を行い、組

織管理の改革支援を行っている部門である。ほと

んどのアメリカの 4年制大学や短期大学に設置さ

れている」と述べた4。また、森（2009）は「典

型的なアメリカの IR 部署には、おおむね博士の

学位を持った高等教育マネジメントの専門家が専

任のディレクターとして勤務し、そのほかに数人

の専任や非常勤のスタッフがいる。規模は概して

小さく、全スタッフ合わせて数人から十数人とい

うのが一般的なようである」と述べた5。 

一方、日本における IR は、より実践的な活用

のため、様々な観点より研究が進められている。

例えば、高田ほか（2012）、秦（2011）、山田（2011）

などの研究成果が挙げられる。本章では、IR に関

する近年の研究成果として、中井ほか（2013）に

よる、IR 実践のための指針を紹介する6。 

　IR実践のための7つの指針（中井ほか,2013,p.17）

指針1 大学の目標達成に資する活動を進める

指針2 データを意味ある情報に変換する

指針3 データに基づく判断の有効性と限界を理解する

指針4 客観性と中立性を重視する

指針5 調査と報告において倫理面に配慮する

指針6 学内外の多様な関係者と連携を進める

指針7 専門性を高める機会をつくる  

IRが実務上、活用されるための留意点や必須事

項が整理されている。その中で、次の点に注目し

た。まず、「指針1 大学の目標達成に資する活動を

進める」について、中井ほかは「大学の現状につ

いてよく理解することが重要です。大学がどのよ

うな課題を抱えているのか、その課題はどのよう

な要因と関連しているのか、今後どのような意思

決定をとりうるのかなどを正しく把握することが

求められます」と述べた7。これは、IRが大学自ら

の課題を客観的且つ正確に把握し、それをどのよ

うに解決するかを判断する材料（データ）を提供

する役割を担うことを示している。最も基本的で

重要な指針である。次に、「指針2 データを意味あ

る情報に変換する」について、中井ほかは「デー

タを意味ある情報に変換するには、そのデータが

どのような意味を持っているのか、他のデータと

どのような関係があるのかなど、問題意識を持っ

て仮説を立てたり解釈したりすることが必要で

す」と述べた8。この指摘は、あるデータを加工す

ることで、何らかの解釈や判断材料となる「意味

ある情報」に変えることを示している。このほか、

「指針4 客観性と中立性を重視する」及び「指針6 

学内外の多様な関係者と連携を進める」について

も、IRを形成するうえで重要な指針である。 

以上の通り、日本における IR 研究の傾向とし

て、IR の基本的な役割の分析から、より実践的に

活用するための検討に移行している印象を受ける。 

 

2. IR 組織の形態 

江原（2013）は、IR 組織の形態を四分類した

（表 1）9。 

表1 組織によるIRの類型-1-（江原,2013,p.4より抜粋）

特徴 将来性と課題

IRオフィス型
まず担当部局を
つくり、運用を
始める

学長・法人を中心に中央
集権的に動きやすい大学
には向いているが、大規
模な伝統校には向かない

大学評価室型

既存の評価担当
部局にIR機能を

置き、評価を通
じて取得・管理
するデータを活
用

私立には常設室がほとん
どないが、評価担当者を
中心に実践することは可
能。教学の連携を確立し
ないとデータセンターに
とどまる

FDセンター

型

既存のFD担当部

局にIR機能を置

き、FDを通じた

教学とのネット
ワークを活用

設置形態を問わずFDセン

ターを常置している大学
は多く、教学との連携に
よるIRが進めやすい。

データ部門との連携を確
立することが重要

コンソーシア
ム型

コンソーシアム
を活用しIRのし

くみを構築する

学内資源が豊かでなくて
もIRを始められるが、最

終的には自前のDBの構築

と学内連携が必要  

「IR オフィス型」は、担当部局を設置して IR

業務を行うものである。学部自治が強い伝統校で

は、このような部局の新設は難しいが、トップダ

ウン型で小回りの利く大学には向いている。実例

として、私立大学における IR 推進室、国立大学

における経営情報分析室、評価改革機構などが該

当するタイプと思われる。 

「大学評価室型」は、既存の部局を利用した IR
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である。業務を通じて学内の多くのデータに触れ

ている室員を中心にしている点で現実性が高い。

国立大学の企画評価室などに多いタイプである。 

「FD センター型」は、既存の FD 部局を利用

した IR である。FD 活動を通じて学内の教学部局

と連携が取れており、教育改善に取り組む環境が

整っている。ただし、データ管理者の配置が難し

い場合、データ管理部門との密接な連携が不可欠

となる。私立大学における高等教育推進センター、

国立大学における教学企画 IR 室などが該当する

タイプと思われる。 

「コンソーシアム型」は、人的・物的な学内資

源が潤沢でない場合、IR 構築の推進力になる。参

加大学に学生調査を利用したベンチマーキング機

能を提供しており、自学単独では困難な教学 IR

や教育情報の分析が可能になる。ベンチマークの

明示により、自大学の強みや弱みが客観的に把握

できる特徴を持つ。実例として、大学 IR コンソ

ーシアム（北海道大学、同志社大学、大阪府立大

学、甲南大学などが運営会員）、HATO プロジェ

クト:教員養成開発連携機構（北海道教育大学、愛

知教育大学、東京学芸大学、大阪教育大学）、大学

IR 機構（九州地区）などが該当すると思われる。 

表 1 以外に、各部署より選抜された職員を構成

員とする「プロジェクト型」が考えられる。この

類型の特徴は、表 1 で示した室（拠点）を持たず、

各部局より選出された職員が構成員となって組織

する点にある。職員は所属部署に籍を置いたまま

IR 業務を兼務するため、費用負担は少なくて済む。

ただし、専門的なデータ分析は期待できない。 
表2 組織によるIRの類型-2-（筆者作成）

特徴 将来性と課題

プロジェクト
型

担当部局など拠
点を設けず、各
部局より選出さ
れた職員が構成
員となってIR業
務に取り組む

費用負担が少ない点で立
ちあげやすいが、専門的
なデータ分析は難しいと
思われる

 
なお、船守（2011）は「IR において調査すべ

き内容が多岐にわたることを考えても、大学の

各々の部署で検討がなされた方が情報量や問題認

識の面で優れた検討が行われる可能性が高い」と

述べた10。これは、IR部局を新設する必要はなく、

既存の組織と機能を調整しながら組織を形成する

方法で対応できる、ということを示したものだ。 

 以上の検討を踏まえ、次章では具体的な IR 組

織の形成事例を紹介する。 

 

3. IR 組織の形成事例 

前章で説明した IR 組織の形態のうち、「IR オ

フィス型」「プロジェクト型」「コンソーシアム型」

の実例を紹介する。 

3.1. 関東学院大学 IR 推進室の組織形成 

 関東学院大学は、2013年10月にIR推進室を設置

した。同室の業務は、各部署のデータ形式の規定、

学内のデータ及び学外データの収集・分析を行う。

具体的には、休・退学の要因分析、就職要因分析、

成績要因分析などであり、その分析結果の一部は、

成績不振者面談及びキャリアセンターの施策立案

などで活用される。退学要因分析の取り組み内容

の一例としては、成績不振者と退学との関係を緻

密に分析し、成績不振の程度やどの要因が退学リ

スクとなるかを明らかにするものがある。成績要

因分析については、入試区分、学科の状況、図書

館利用回数、PCログイン状況の関連性を分析し、

この結果を成績不振者の面談に活用している。さ

らに、成績不振者のタイプに応じた支援方法を整

理した。就職要因分析については、ゼミナール・

研究室毎の就職率やスポーツ推薦入学者の状況、

キャリアセンターの諸施策への参加状況の関連性

を分析している。なお、この分析結果をキャリア

センターにおいて活用している。 

 同大学における IR プロジェクトは、学生生活

部長でもある経済学部教授をリーダーにして

2011 年に開始された。その契機は、学長がデータ

分析サービスを手掛けるA社から大学の経営戦略

の重要性を説かれたことだった11。教授は、WG

のメンバーを教務、学生生活、入試、広報、キャ

リア、国際、法人・経営戦略室の各部署より若手・

中堅の職員約 10 名を指名した。年齢層は 30 歳代

半ばから 40 歳代半ばで、業務能力の高い職員を

ピックアップした12。WG の構成員は、教員は教

授一人のみで、その他は職員である。その理由に
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ついて、教授は「データは事務組織が持っている。

また、職員に政策提言をさせたいし、ポジション

を高めてスーパー職員を作っていきたい」という

趣旨を述べた13。自学をはじめ大学職員の研修で

講師を務めることの多い教授は、IR プロジェクト

も研修の一環と位置付けていた。 

 その後、WG と A 社の共同研究が始まった。A

社にデータ分析を依頼し、毎月、ミーティングが

開催された。その際、どのようなテーマで分析す

るかを議論し、休退学、就職、成績に関するデー

タを取り扱うことに収束した。さらに、A 社によ

る部局ヒアリングで学内データの棚卸と潜在ニー

ズの洗い出しが行われた。また、データ蓄積フォ

ーマットの整備やデータ項目の見直しも行われた。 

 

3.2. 國學院大學 ビックデータ推進プロジェクト

の組織形成 

 國學院大學は、2012 年 10 月に「データサイエ

ンス業務構築検討プロジェクト」を設置し、その

後、2013 年 4 月に「ビックデータ推進プロジェ

クト」に名称変更した。2014 年度に IR の本格始

動を目指し、2014 年 1 月現在、具体的な活動や

優先すべき課題を検討している。IR の対象となる

領域は、教学、経営（例えば、人件費や施設コス

ト、卒業生動向、生涯学習関係）を含めた全部署

での取り組みを想定している。 

 プロジェクト設置の背景として、「大学業界の

IR へのキャッチアップ」「事務局横断型によるコ

ミュニケーションツール」「業務改善」があった14。 

 組織形成にあたり、プロジェクトを提唱した課

長は、米国の文献や国内の先行大学を調査し、自

学の実情と照らし合わせた結果、「常設の担当組織

を前提にしない。最初からDW をつくることはせ

ず、企業の力も借りない。まずは職員だけのプロ

ジェクトで検討する」という基本方針を決めた15。 

設置当初は、全 20 部署の中堅から主任クラス

の職員 30 名で構成され、30 代前半の年代が中心

であった。プロジェクトの進行方法は、教学や管

理などの分野に分化せず、所属部署に留まらない

幅広い視点から議論が展開できる内容に設定した

16。また、IR に対する在り方の検討を踏まえ、「何

のために分析するか」「どのように活用するか」と

いった分析する効果を明確化する認識を共有した。

当初は、単に自由に意見を出す場であったが、会

議の運営方法を工夫することで建設的な意見や具

体的な提案が積極的に出されるようになった。提

案は、データを根拠としたものであり、既存の業

務に制限されないプロジェクトが寄せられた。IR

の検討と同時平行で「國學院ブランドの確立と強

化」というビジョンの策定が行われ、このビジョ

ンを支える形式として当該プロジェクトにおける

IR が存在することになる。今後の課題として、当

該プロジェクトは職員中心なので、教員の理解・

融合をどう展開させるかが重要なポイントになる。 

 

3.3. 大学 IR コンソーシアムの組織形成 

 大学IRコンソーシアムの事業内容は次の通り。 

大学共通の学生調査を活用して学生の自己評価

による間接アセスメントを実施し、3年間にわたり

学生の単位取得状況や学習行動、学習成果、教育

の効果等に関する基礎データを蓄積・分析する。

さらに、大学データと大学内にある直接評価指標

となる学生データとベースライン・データを個別

の大学での学生の教育効果の測定及び連携大学間

での相互評価を行うものである。2013年11月現在、

国公私立18大学が加盟している（図1）。 

 

図1 大学IRコンソーシアムの概念（大学IRコンソー

シアムウェブサイト） 
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設立の経緯は次の通り。文部科学省 平成21

（2009）年度「大学教育充実のための戦略的大学

連携支援プログラム」に採択された「相互評価に

基づく学士課程教育質保証システムの創出-国公

私立４大学IRネットワーク」において、同志社大

学が代表校となり、北海道大学、大阪府立大学、

甲南大学と連携してIRの推進を通じた連携大学間

の「相互評価」による教育の質保証の整備事業で

ある。その後、2011年に前述の4大学が中心とな

って「大学IRコンソーシアム設置準備委員会」を

設置し、2012年に8大学を会員として大学IRコン

ソーシアムが発足した。 

 

3.4. 小括   

 前出の三事例について整理する。 

第一に、IR の組織形成の経緯は、実に多様であ

り、各大学のニーズや環境によって大きく異なっ

ていた。また、IR 機能についても、教学、経営に

わたり、そのアプローチ方法も様々であった。 

第二に、関東学院大学及び國學院大學は私立大

学であり、少なくとも IR の導入について外圧の

影響を受けにくいが、自発的な取り組みを行った。

つまり、両大学は IR の必要性を認め IR 組織を設

置したのである。 

第三に、関東学院大学及び國學院大學における

IR 推進の原動力は、キーパーソンの存在であった。

すなわち、前者は関東学院大学の経済学部教授で

あり、後者は國學院大學の職員であった。彼らは、

データ分析の重要性や必要性を認識し、率先して

所属校における IR 推進の中心人物となった。 

 第四に、大学 IR コンソーシアムは、教学 IR に

特化した分析が実施されていた。組織形成は、代

表校がイニシアチブを取って加盟校のシステム化

を実現した。組織形成に関わるメリットは、加盟

校における必要な取り組みやノウハウが管理者か

ら提供されることにあると思われる。 

 

4. おわりに 

 本稿は、「日本における IR の組織形態の現状を

紹介する」ことを目的として、IR に関わる先行研

究を紹介したうえで、IR の組織形成の事例を紹介

した。IR の対象領域は、教学や経営など多様であ

り、大学により必要な情報は異なる。そのため、

ニーズに対応した IR が実践されていた。 

 ところで、米国における大学の大多数が IR オ

フィスを設置している状況を紹介した。しかし、

高等教育を取り巻く経営環境や歴史的形成が異な

るため、日本にその環境を単純に摸倣することは

できない。従って、日本の高等教育の実態や環境

に適した IR を形成していかなければならない。 

今後の IR の組織形成に関わる検討課題は、実

践的な IR組織をどう図るか、という点と考える。

その際、教職協働体制の在り方を検討する必要が

あろう。また、IRer の養成や人材育成プランの確

立を図らなければならない。さらに、各大学にお

いて、中井ほか（2013）が示したような指針やビ

ジョンを定めて IRを推進する体制が求められる。 

 

註17 
                                                  
1 日本生産性本部（2012）の調査結果によると、

約 2 割の大学が IR を設置している。 
2 高知大学では、内部質保証システムとして 2012
年に IR 組織として評価改革機構が設置された。 
3 沖清豪（2011）「アメリカの事例にみる類型化

―担当者養成と政策立案機能から―」沖清豪・岡

田聡志 編著『データによる大学教育の自己改善―

インスティチューショナル・リサーチの過去・現

在・展望―』学文社,p.65. 
4 山田礼子（2011）「ベンチマーク評価と連動す

る学生調査と IR－日本版学生調査（JCIRP）の役

割と活用」日本私立大学協会附置私学高等教育研

究所『高等教育における IR（ Institutional 
Research）の役割』,p.2. 
5 森利枝（2009）「日本の大学の IR－それはいか

に あ り 得る か 」 ベネ ッ セ 教育 総 合 研究

所 :http://berd.benesse.jp/berd/center/open/dai/b
etween/2009/01/01toku_07.html.2014 年 1 月 12
日確認. 
6 中井俊樹,鳥居朋子,藤井都百（2013）『大学の IR 
Q&A』,玉川大学出版部,p.17. 
7 中井ほか,同書,p.18. 
8 中井ほか,同書,p.18. 
9 江原昭博（2013）「日本型 IR の現在地－「自学

にとって」機能的な IR の設計を」進研アド

『Between』No.252.p.4. 
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化策―意志決定に役立つ IR を考える―」地域科学

研究会・高等教育情報センター『IR 機能の強化策

―インフラと組織体制」の実際』pp.1-9. 
11 進研アド (2013)『Between』No.252.p.10. 
12 小山嚴也（2013）「教学データ活用のワーキン

ググループ設置と情報活用の実際」地域科学研究

会・高等教育情報センター『EM・IR システムの

構築と機能強化』2013 年 12 月 11 日開催のセミ

ナー資料. 
13 小山嚴也（2013）「教学データ活用のワーキン
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14 篠田隆行（2013）「情報資産への付加価値創造

と業務改善に向けた取組み事例」地域科学研究

会・高等教育情報センター『EM・IR システムの

構築と機能強化』2013 年 12 月 11 日開催のセミ

ナー資料. 
15 進研アド（2013）『Between』No.252.p.8. 
16 篠田,前掲書. 
17 

参考文献 

江原昭博（2013）「日本型 IR の現在地－「自学に

とって」機能的な IR の設計を」進研アド

『Between』No.252,p.4.（2014 年 1 月 8 日に

進研アドより引用許可を得た） 

沖清豪（2011）「アメリカの事例にみる類型化―

担当者養成と政策立案機能から―」沖清豪・岡

田聡志 編著『データによる大学教育の自己改善

―インスティチューショナル・リサーチの過

去・現在・展望―』学文社,p.65. 

閣議決定（2013）「第 2 教育振興基本計画」. 

小山嚴也（2013）「教学データ活用のワーキング

グループ設置と情報活用の実際」地域科学研究

会・高等教育情報センター『EM・IR システム

の構築と機能強化』2013 年 12 月 11 日開催の

セミナー資料. （2014 年 1 月 8 日に地域科学研

究会より引用許可を得た） 

篠田隆行（2013）「情報資産への付加価値創造と

業務改善に向けた取組み事例」地域科学研究

会・高等教育情報センター『EM・IR システム

の構築と機能強化』2013 年 12 月 11 日開催の

セミナー資料. 

                                                                             

進研アド（2013）『Between』No.252.p.8,10. 

大 学 IR コ ン ソ ー シ ア ム : 

http://www.irnw.jp/index.html,2014 年 1 月 9

日確認. （2014 年 1 月 10 日に大学 IR コンソ

ーシアム運営委員会より引用許可を得た） 

高田英一・高森智嗣・森雅生・桑野典子（2012）

「国立大学におけるインスティテューショナ

ル・リサーチの機能・人・組織等に関する意識

と現状－IR 担当理事に対するアンケート調査

結果を基に」大学基準協会大学評価・研究部『大

学評価研究』11. 

中井俊樹・鳥居朋子・藤井都百（2013）『大学の

IR Q&A』,玉川大学出版部,pp.17,18. 

日本生産性本部大学人事戦略クラスター（2012）

「大学 教職員の人事処遇制度に関するアンケ

ート結果概要」,pp.7-9. 

秦敬治（2011）「日本の国立大学における IR の現

状と課題に関する考察」大学基準協会大学評

価・研究部『大学評価研究』（10）,pp.29-31. 

船守美穂（2011）「日本型 IR 機能の課題と進化策

―意志決定に役立つ IR を考える―」地域科学研

究会・高等教育情報センター『IR 機能の強化策

―インフラと組織体行」の実際』,pp1-9. 

森利枝（2009）「日本の大学の IR－それはいかに

あ り 得 る か 」 ベ ネ ッ セ 教 育 総 合 研 究

所 :http://berd.benesse.jp/berd/center/open/dai

/between/2009/01/01toku_07.html.2014 年 1

月 12 日確認. 

山田礼子（2011）「ベンチマーク評価と連動する

学生調査と IR－日本版学生調査（JCIRP）の役

割と活用」日本私立大学協会附置私学高等教育

研究所『高等教育における IR（Institutional 

Research）の役割』,p.2. 

Anne Marie Delaney（1997）,”The Role of 

Institutional Research in Higher 

Education”Vol. 38, No. 1:Enabling 

Resarchers to Meet New Challenges. 

－54－



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




