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   研究所だより  

 
 
 

活 動 報 告 

 
 

１．役員会            

•  第 37 回定期役員会 

 第 37 回定期役員会（理事会、評議

員会）は、2007 年 3 月 15 日（木）に

開催する予定です。平成 19 年度の予

算および事業計画等の審議をするほ

か、評議員、理事の全員が任期満了と

なるので次期の評議員、理事を選出す

る予定です。 

 また、平成 18 年度の決算および事

業報告を審議する第 38 回定期役員会

は、2007 年 6 月 15 日（金）に開催の

予定です。 

 なお、ホームページには、事業計画、

決算報告、寄付行為（定款）および各

種規定などを掲載しています。 

(http://www.iti.or.jp/jigyou.htm) 

 

２．最近のプロジェクト・調査研究

活動から 

(1) 平成 18 年度の調査研究プロジェ

クト 

 平成 18 年度に取り組んでいる調査

研究プロジェクトには次のものがあ

ります（完了済のものを含む）。その

うち、4 項から 9 項までの調査研究プ

ロジェクトは、日本自転車振興会の補

助対象です。 

 

１) 欧米諸国における中小企業政策の

比較 

２) ASEAN 諸国における中小企業政策

の比較 

３) アジア地域の研究開発に関する立

地環境比較と各国の優遇・支援策 

４) アジア主要国における FTA 締結が

日本経済や日本産業に与える影響 

５) アジア太平洋地域における再生資

源等の貿易と経済発展 

６) BRICS 等の新しい巨大市場国の対

外経済戦略と貿易・直接投資 

７) 東アジア諸国を中心とした開発途

上国企業の多国籍化と海外事業展

開 

８) 産油国マネーなど新投資母国にお

ける直接投資 

９) 地域の発展と地場企業の国際化戦

略 

10) 対日直接投資の経済的・社会的効

果の分析 

http://www.iti.or.jp/
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11) 対日直接投資に関連した法務・労

務等の課題 

12) 中国企業の経営戦略と多国籍化 

13) 中国の新 5 ヵ年計画と中国の産業

発展および技術進歩 

14) ロシアの経済環境の変化と対ロシ

アビジネス 

15) EU 統合の深化・拡大と欧州産業再

編の新展開 

16) 東アジアのベンチャー・キャピタ

ルとベンチャー・ビジネスの評価

分析 

17) 世界貿易動向の分析 

18) 世界主要国の直接投資統計の整備 

19) 財別貿易マトリックスの整備 

20) 日本の商品別国別貿易指数の整備 

21) 日本産業連関ダイナミック・モデ

ル(JIDEA)の開発とデータ整備 

 

(2) 最近の関心事項など 

•  多国籍企業の海外事業活動統計 

 多国籍企業の海外子会社等の活動

全般を表す FATS（Foreign Affiliates 

Trade in Services）統計は、居住者・

非居住者概念に基づく国際収支統計

を補完するものとして注目を集めて

います。 

 企業が、諸外国に支店・子会社等を

設立し他の経済圏にサービスを提供

していても、そうした支店・子会社は

「所在国側の」居住者とみなされるた

め現地でのサービスの提供は国際収

支統計では把握していません。 

 そこで、米国は 1950 年代から FATS

統計と同様のデータ収集を重ねてい

るほか、EU 統計局(Eurostat)は 1990

年代後半から共通の調査票を用いて

EU 加盟国の FATS データを収集してい

ます。 

 ところが、日本では FATS 統計が充

実していないのが実情です。FATS 統計

は直接投資の効果や外資に対する参

入障壁の影響を測るうえで有用なの

で、日本でも整備を進めていきたい分

野です。また、WTO のサービス貿易交

渉を進めていくうえでも、サービス貿

易の詳細なデータを必要としていま

す。 

 なお、当研究所では IMF、UN、WTO

などが共同でとりまとめた「サービス

貿易統計マニュアル」（“Manual on 

International Trade in Services”）

を翻訳した、IT サービスの貿易につい

て調査研究した成果を報告書「IT サー

ビス貿易の概念整理と国際比較」にと

りまとめたこともあり（2003 年度）、

同マニュアルおよびサービス貿易に

関連した照会が多数あります。 

•  会社法と M＆A 

 会社法が改正された際に持ち越さ

http://www.iti.or.jp/
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れ 2007 年 5 月に施行が予定されてい

る「三角合併などの対価の柔軟化」な

どについて、対日投資に関連して照会

が多数あります。M＆Aが増えているこ

とや関連するニュースが多いことが

背景にあり、本誌 65 号にĀ対日直接投

資促進と新会社法ā、ウエブサイトの

フラッシュ欄にĀ三角合併を巡る諸課

題āを掲載した直後に照会数が増えま

した。 

•  再生資源の貿易 

 古紙や非鉄金属のスクラップなど

の再生資源原料に対する照会が増え

ています。なかでも、古紙は家庭から

回収される新聞紙、段ボールなどがあ

り身近なものだけに、貿易に関心が小

さいと思われる高校生から家庭の主

婦などからも興味があるようです。 

 日本自転車振興会から助成をうけ

て実施している「アジア太平洋地域に

おける再生資源の貿易」の調査や、本

誌の「中国に向う古紙」、「IT 時代の

環境問題」などが掲載されていること

から、さまざまな照会があります。 

 

３．セミナー          

 セミナーに関するご案内は会員の

方等に差し上げておりますが、お問い

合わせは事務局にお願いします。 

電話：03-5563-1251（担当：山本、松

島、井殿）E-mail：jimukyoku@iti.or.jp 

 

(1) 今後開催のセミナー 

 開催を検討しているセミナーは次

のとおりです。 

•  中国進出外資系企業の経営 

 

(2) 実施済みのセミナー 

• 「拡大するイスラム金融と日本」 

 2 月 28 日、日本でも関心が高まりつ

つあるイスラム金融に係わるセミナ

ーを開催しました。 

 石油価格高騰で潤った産油国が

4,000 億ドルに上る巨額の資金を国際

市場で運用することが背景にありま

す。さらに、9.11 事件を契機にオイル

ダラーを欧米金融機関に預けて運用

を任せていた時代に終わりを告げ、イ

スラム諸国（その多くが産油国）は独

自の資金運用メカニズム構築と市場

育成に取り組んできました。その過程

で見直されたのが、彼らの歴史が作り

上げた「イスラム金融」の再評価です。

ところが、「イスラム金融」は日本で

はなじみが無く、理解が難しく実態が

掴みにくいものです。 

 そこで、こうした事情を踏まえ当研

究所では 2年前から、イスラム金融と

は何なのか、いわゆる通常の金融と比

較しつつ、その特性を明らかにすべく

http://www.iti.or.jp/
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研究を行ってきた成果をセミナーと

して実施しました。 

 講師は(1)「イスラム金融とは」を

武藤幸治講師（当研究所の客員研究員

で立命館アジア太平洋大学）、(2)「イ

スラム金融制度の実態～マレーシア

とカタール」を福島康博講師（桜美林

大学）、(3)「日本におけるイスラム金

融の現状と課題」を吉田悦章講師（日

本銀行）が講演しました。 

 なお、調査研究プロジェクトの一環

として次のセミナーを開催しました。 

•「産油国マネーとイスラム金融」 

 12 月 7 日、京都大学大学院の長岡慎

介氏による「イスラム金融制度の成立

とその展開」の講演を「産油国マネー

とイスラム金融に関する調査研究」委

員会との併催で開催しました。 

•「対日投資と M＆A」 

 12 月 5 日、（株）レコフ・執行役員

の丹羽昇一氏による「我が国企業の M

＆A の動向と展望」の講演を「対内直

接投資による日本経済への効果・影響

に関する調査研究会」と併催で開催し

ました。 

 

４．調査研究報告書など     

(1) 季刊「国際貿易と投資」 

 本誌の年間購読をお勧めします。購

読料は年４回発行で8,000円です。（国

内送料込み） 

 

(2) 調査研究報告書 

•  最近の調査研究報告書には次のも

のがあります。 

―『日本の商品別国・地域別貿易指数』

（2006 年版） 

―『ITI 財別国際貿易マトリックス～

本編（2006 年版）』 

―『ITI 財別国際貿易マトリックス～

付属表（2006 年版）』 

―『平成 18 年度世界貿易動向分析』

報告書 

 なお、1998 年度以降の調査研究の成

果報告書の要旨は、ホームページの

「最近の研究業績」に掲載しています。 

http://www.iti.or.jp/reports.htm 

 

(3) 調査研究報告書などの頒布・電子

出版（CD-ROM の制作） 

 本誌などの定期刊行物、調査研究報

告書などを、ご希望の方に実費で頒布

をしています。 

 また、当研究所が整備した貿易・投

資分野における『世界主要国の直接投

資統計集』や、『日本の商品別国・地

域別貿易指数』に掲載したデータを

EXCEL形式で収録したCD-ROMを制作し

提供しています。 

 ご関心の方は、事務局（担当：井殿、

http://www.iti.or.jp/
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松島、羽島）にご連絡ください。資料

の発行状況は、当研究所のホームペー

ジに掲載しています。 

(http://www.iti.or.jp) 

 

(4) ホームページ 

•  本誌論文の掲載のダウンロード 

ホームページに本誌（旧『ITI 季報』）

42 号以降のすべての論文や統計をダ

ウンロードすることができます。トッ

プページにボタンがあります。 

 

(5) ITI Monthly USA 

•  E-mail 配信 

 E-mail 配信先のアドレスを変更す

る場合には、お手数でも事務局にご連

絡をお願いします。 

 連絡先：事務局（担当：松島） 

e-mail  jimukyoku@iti.or.jp 

•  特集記事の一部をご紹介します。

（月の表示は発行時期を示す） 

―ラテン・アメリカにおける化石燃料

の状況（造船・海運：2月） 

―オフショア支援船市場の背景と現

状（造船・海運：10 月・11 月） 

―FDA の医薬品安全対策をめぐる動向

～医学研究所（IOM）が FDA の構造

改革を提言（医薬品１月号） 

―1972 年教育改正法第９章〔性差別禁

止〕がもたらした歪曲（教育産業：

11 月） 

―「差別」問題に関する積極的是正措

置は逆効果（教育産業：2月） 

 

(6) 研究成果などの活用 

 当研究所の調査研究活動の成果が

どのように使われているのかについ

て、関係者の方からの提供情報などに

基づき、例示的に紹介します。 

 

•  篠原三代平著「成長と循環で読み解

く日本とアジア～何が成長と停滞

を生み出すのか」（日本経済新聞社

刊）で、当研究所作成の貿易指数を

使っての分析結果を取り上げてい

る。 

•  日本福祉大学 COE「福祉社会開発の

政策科学形成へのアジア拠点」研究

の成果「WTO 農業交渉と東アジアに

おける農産物・食料貿易」（2006 年

8 月）の参考論文として、次の本誌

論文を指摘。 

－「対 ASEAN・FTA 締結合意にみる中

国の戦略」（61 号） 

―「始動する ASEAN-FTA（ACFTA）」（61

号） 

―「ASEAN-中国 FTA の ASEAN 主要産業

への影響」（62 号） 

 

•  当研究所のホームページに掲載し

http://www.iti.or.jp/
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た論文等の調査研究レポートを紹

介する専門サイトがあります。その

例を紹介します。（その 5） 

―公開されているフォルダーăシンク

タンク 

http://www.blink.jp/go?page=Sho

wShare&args=5&arg0=vieworg&arg1

=18842695&arg2=1122&arg3=false&

arg4=Public 

―国立国会図書館：テーマ別調べ方案

内

http://www.ndl.go.jp/jp/data/th

eme/theme_honbun_102233.html 

• また、日本語のウエッブ・サイトの

まま日本以外の地域からアクセスで

きるための紹介ページが最近では増

えています。 

―CSF DB～韓国政府の研究機関である

KIEP （ The Korea Institute for 

International Economic Policy）

の情報源サイト。本誌掲載の対中国

関連の論文等を紹介しアクセスで

きる。  http://csf.kiep.go.kr/ 

― KCEA （ Korean Chinese Exchange 

Center）(韓国)～本誌掲載の対中国

関連の論文等を紹介し当研究所の

サイトにアクセスできる。 

http://www.kcec.org/ 

 

 

５． 所外活動など           

(1) 出版・寄稿 

•  内多允（客員研究員：名古屋文理大

学教授）が、“Daily NEWS”2006 年

11 月号に『メルコスールの成長産

業』、『メルコスールをめぐる資源外

交の思惑と駆け引き』を寄稿。 

•  中村江里子（客員研究員）が、「世

界貿易を巡る環境の変化」を『世界

地理資料』（2006 年 10 月号：帝国書

院刊）に寄稿。 

 www.teikokushoin.co.jp/00_guide

/pdf/geography_2006_10.pdf 

•  石川幸一（客員研究員：亜細亜大学

教授）が、奥村皓一ほか『テキスト

多国籍企業論』（ミネルヴァ書房）

に「外国投資をめぐる競合」を執筆。 

•  田中信世（研究主幹）が、商品研究

所発行の『日刊 デリバティブ・ジ

ャパン』の「深層」欄に「EU の共通

エネルギー政策導入と今後の行方」

を寄稿。 

 

(2) 大学 

•  山﨑國光（専務理事）が明治大学の

特別招へい講師として、「日本企業

のグローバル化の課題」の講義を担

当。 

 

http://www.iti.or.jp/
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(3) 人事 

•  採用 

小林東策 研究主幹（2月 15 日） 

•  異動 

総務部長の委嘱 小林東策（2月 15

日） 

総務部長の委嘱を解く 鬼塚義弘

（2月 14 日） 

•  海外調査等のための出張 

―佐々木高成（研究主幹）が、研究開

発に関する立地環境比較と各国の

優遇支援策に関する調査のため米

国に出張（2月） 

―濱田和章（主任研究員）が、研究開

発に関する立地環境比較と各国の

優遇支援策に関する調査のためタ

イに出張（2月） 

 

 なお、客員研究員の青木健（杏林大

学教授）は、2006 年 1 月 1日付で独立

行政法人 平和祈念事業特別基金の理

事長に就任しました。 

 

 

次の本誌掲載論文等は、日本自転車振興会の補助事業の成果の一部を活用している。 

•  インドのジェネリック薬企業の対日投資と進出課題 

•〔統計〕拡大 EU の貿易 投資 

     中国の省ă市別対内直接投資（外資系企業の進出状況） 

   （増田耕太郎、小林東策、鬼塚義弘、井殿みどり） 

 

 

http://www.iti.or.jp/

http://www.iti.or.jp/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


