
1 ポジティブ・アクションとは

ポジティブ・アクション (Positive Action, 以下

PAと略す) とは, 一般に ｢雇用の分野における男女

の均等な機会および待遇の確保の支障となっている事

情を改善することを目的とする｣ 措置 (均等法第 14

条) のことをいう｡ ｢平成 18 年度女性雇用管理基本調

査票｣ では, 同様の定義をした後, 以下のように続け

ている1)｡

｢単に女性だからという理由だけで女性を ｢優遇｣

するためのものではなく, これまでの慣行や固定的

な性別の役割分担意識などが原因で, 女性は男性よ

りも能力を発揮しにくい環境に置かれている場合に,

こうした状況を ｢是正｣ するための取組全般を指し

ます｡｣

つまり, PA は女性を優遇する制度ではなく, 女性

の活躍にとって障害となっているものを取り除く制度

である｡ 同調査によれば, PAの具体的な取組事項お

よび, それぞれの項目の実施企業の割合は表 1のよう

にまとめられる｡ ただし, 数字は, PAを実施してい

る企業全体を 100 とした場合にそれぞれの事項に取り

組んでいる企業の割合がいくらになるかを示している｡

同調査によれば, PA を実施している企業は全企業の

20.7％であるから, 表 1の数字に 0.207 を掛ければ,

企業全体に占めるそれぞれの事項を実施している企業

の割合が計算できる2)｡

表は, PAを ｢現状分析・計画策定｣ ｢女性のみ対象

の取組｣ ｢男女とも対象とした取組｣ の 3つに分類して

いる｡ ｢現状分析・計画策定｣ では ｢企業内の推進体

制の整備｣ が最も多いが, それでもPA実施企業の 30

％にも満たない｡ PAを実施しているといいながら, 計

画的体系的に実施している企業は少ないことがわかる｡

2 ポジティブ・アクションの実態と実施企業の特徴

では, どのような企業が PAを実施しているのだろ

うか｡ 企業規模別では, 大企業ほど PAを実施する傾

向がある｡ 従業員数 30 人以上 100 人未満の企業では,

17.4％が実施しているのにすぎないのに対し, 5000
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表 1 PA取組事項別企業割合 (％)

現
状
分
析
・

計
画
策
定

企業内の推進体制の整備 (女性の能力発揮に関する担当部局を定める, 担当者・責任者を選任する等) 29.0

女性の能力発揮の状況や能力発揮に当たっての問題点の調査分析 22.6

女性の能力発揮のための計画の策定 16.7

女
性
の
み

対
象
の
取
組

女性がいない又は少ない職務について, 意欲と能力のある女性を積極的に採用 42.9

女性がいない又は少ない職務・役職について, 意欲と能力のある女性を積極的に採用 32.7

女性がいない又は少ない職務・役職に女性が従事するため, 教育訓練を積極的に実施 19.2

男
女
と
も
対
象
と
し
た
取
組

人事考課基準を明確に定める (性別により評価することがないように) 68.3

パート・アルバイトなどを対象とする教育訓練, 正社員・正職員への登用の実施 47.3

出産や育児等による休業等がハンディとならないような人事管理制度・能力評価制度の導入 41.4

職場環境・風土の改善 (男女の役割分担意識に基づく慣行の見直し等) 40.6

働きやすい職場環境を整備 (体力面での個人差を補う器具, 設備等を設置する等) 31.8

中間管理職男性や同僚男性に対し, 女性の能力発揮の重要性について啓発を行う 30.2

仕事と家庭との両立のための制度 (法律を上回る) を整備し, 制度の活用を促進 29.1

女性が満たしにくい募集・採用, 配置・昇進基準 (転勤要件など) を見直す 28.3

注 : 数字は, PAを実施している企業数を 100とした場合の, それぞれの取組を実施している企業の割合である｡

出所 :厚生労働省雇用均等・児童家庭局 『平成 18 年度女性雇用管理基本調査』,

http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/indexkr_17_ 5 _ 1.html



人以上の企業では 66.5％が実施している｡

産業別に見ると, 実施企業割合が高いのは, 金融・

保険業で 40.1％, 教育・学習支援業が 37.4％でそれ

に続く｡ 逆に, 実施企業割合が最も低いのは, 鉱業で

9.5％, 建設業の 13.7％がそれに続く｡ 一般的に, 女

性の少ない産業ではPA実施企業が少ない傾向がある｡

次に, 企業は何を目的に PAを実施しているのだろ

うか｡ 図 1は, 実施企業がPAを必要と考える理由と,

実際に効果があったと考える項目である｡ 女性のみな

らず, 男性を含む全社員の意識改革により生産性の向

上を目指している傾向がうかがえる｡

逆に実施していない企業は, なぜ PAを実施しない

のだろうか｡ PAに ｢今のところ取り組む予定はない｣

とした企業 (全企業の 22.3％) を対象に実施しない

理由を尋ねたところ, ｢既に十分に女性が能力発揮し,

活躍しているため｣ が 56.7％で最も多い｡ しかし,

これらの企業における女性管理職比率は 13.1％にす

ぎず, 女性管理職がまったくいない企業が 26.2％も

存在する｡

3 ポジティブ・アクションの効果

さて, PA は実際に効果をあげているのだろうか｡

以下では, PA実施の効果を 3つの側面から議論する｡

1 つ目は企業が効果をどのように認識しているか, 2

つ目は実態として女性の職域拡大や女性管理職の増加

が実現しているか, そして 3つ目は社員の労働意欲を

増大させているかである｡

(1) 企業の認識

企業が PAの効果をどのように認識しているかにつ

いては, 図 1にまとめられている｡ 薄い灰色の棒がそ

れぞれの事項に関して ｢効果があった｣ と回答した企

業の割合である｡ PA に取り組んでいる企業全体を

100 としている｡

｢PAが必要な理由｣ の順番とほぼ同じ順で, 効果が

あがっている事項が並んでいる｡ 平均すると, ｢PA が

必要な理由｣ としてある事項を選択した企業のおよそ

6割が, その事項に対し効果があったと回答している｡

(2) 女性職域の拡大と女性管理職の増加

同調査には, ｢3 年前に比べて, 女性を新たに配置

又は女性の数が増えた業務はありますか｣ という質問

がある｡ 図 2 は, 3 年前に比べて, 女性を新たに配置

又は女性の数が増えた業務が ｢ある｣ と回答した企業

を PAの取組状況別に見たものである｡ 全体では29.9

％の企業で女性の職域の拡大が実現している｡ PA に

取り組んでいる企業だけを見ると, 45.0％で女性の職

域が拡大している｡ それに対し, 取り組む予定のない

企業では 24.8％, 今後の予定がわからない企業では

25.4％で女性の職域が拡大しているにすぎない｡ この
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出所：厚生労働省雇用均等・児童家庭局『平成18年度女性雇用管理基本調査』， 
http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/indexkr_17_5_1.html 。 
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図１　PAが必要な理由と効果があった事項 
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図は厳密には因果関係を示すものではないが, PA が

女性の職域を拡大している可能性を示している｡

次に, 女性管理職が増加したかどうかを見よう｡ 『平

成 18 年度女性雇用管理基本調査』 には女性管理職が

増えたかどうかを尋ねた質問がない｡ そこで, 労働政策

研究・研修機構が 2005 年に実施した 『企業のコーポ

レートガバナンス・CSRと人事戦略に関する調査』 を

用いて, PAが女性管理職の増加と有意な相関関係が

あるかどうかを推定する｡ ここでは, 同調査について

詳しい説明をする余裕がないので, 調査の詳細は労働

政策研究・研修機構 (2007a) を参照していただきたい｡

表 2 が, PA と女性管理職比率上昇の関係を順序プ

ロビットによって推定した結果である｡ 被説明変数は,

過去 5年間に女性管理職が増えたかどうかを ｢増えた｣

｢やや増えた｣ ｢横ばい｣ ｢やや減った｣ ｢減った｣ の 5

段階で評価したものを点数化したものである｡ PA に

関連する説明変数として, ｢PA 実施ダミー｣ と ｢PA

施策数｣ を, その他の説明変数として, 正社員に占め

る女性の割合, 従業員数, 産業, 労働組合に関するダ

ミー変数を用いている｡ 表には PAに関連する説明変

数の係数と標準誤差のみを掲載している｡

表から明らかなように, ｢PA 実施ダミー｣ も ｢PA

施策数｣ も 1％水準で有意に女性管理職増加と相関し

ている｡ PA 施策数を説明変数としたモデル(2)のほ

うが Pseudo R 2 が高いことは, PA 施策をたくさん

実施している企業ほど女性管理職が増加する傾向にあ

ることを示している｡ これも厳密な因果関係を示すも

のではないが, PA が女性管理職を増加させている可

能性を示唆している｡

(3) 社員の労働意欲

図 1で見たように, PAを実施した企業の 40.9％は

｢男女ともに職務遂行能力によって評価されるという意

識が高まった｣ としている｡ ここでは, より踏み込ん

だ議論をするために, PA を実施した企業で社員の労

働意欲が高まったかどうかを, 社員に対する意識調査

を用いて確かめる｡ ここで用いる調査は, 労働政策研

究・研修機構が 2006 年に実施した 『仕事と家庭の両

立支援にかかわる調査』 である｡ この調査は, 企業調

査と管理職調査と一般社員調査の 3つを同時に行って

いる点に特徴がある｡ 調査の詳細については, 労働政

策研究・研修機構 (2007b) を参照していただきたい｡

表 3 は, PA の実施と社員の労働意欲の関係を順序

プロビットを用いて推定したものである｡ 被説明変数

は, 労働意欲を表現する文章を 5段階で評価したもの

を指数化したもの, およびそれらの指数を合計したも

の (表の ｢総合｣) である｡ 説明変数は, PA 実施ダ

ミー以外に, コントロール変数として, 配偶関係, 子

どもの有無, 年齢, 学歴, 職種, 職位, 産業, 企業規

模, 労働組合を捉える変数を用いている｡ 横 1 行が 1

つの独立したモデルである｡ コントロール変数の係数

は掲載していない｡

結果はやや意外である｡ 係数は 1つを除きすべて正

であるが, その大きさは男女でかなり異なる｡ 男性の

場合, ｢働き続けたい｣ 以外はすべて 5％水準で有意

に PA実施ダミーと相関しているのに対し, 女性の場

合, 5％水準で有意に PA 実施ダミーと相関している

のは ｢誇り｣ だけである｡ つまり, 全般的に見て, PA

の実施は男性の労働意欲とより強い相関をもっている｡

なぜ, 男性のほうが女性より, 労働意欲と PAの相

関関係が強いのだろうか｡ より詳細な議論は別の機会

に譲るとして, 結論だけいえば次のようになる｡ 女性

は PAの実施それ自体より, 自分が管理職や専門職な

どの基幹的な職種に就いているかどうかによって, 労
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図２　PAの取組状況別「女性の職域拡大業務あり」企業割合 

（％）

34. 6

表 2 PAと女性管理職増加の関係 (順序プロビット)

説明変数 (1) (2)

PA実施ダミー 0.598 ***

(0.169)

PA施策数 0.177 ***

(0.031)

PseudoR2 0.1179 0.1569

観測数 248 248

1) : すべてのモデルは, 女性正社員比率, 従業員数, 産業, 労働組合

を調整している｡

2) : ***は 1％水準で有意であることを示す｡

3) : 括弧内の数字は標準誤差である｡

出所 :川口 (2007)



働意欲が大きく左右される傾向があるのに対し, 男性

は PA実施によって労働意欲が高まる傾向がある｡

PA によって男性の労働意欲が高まることは, 驚き

ではない｡ 表 1 によれば, PA 取組事項のうち最も多

くの企業が実施しているのが ｢人事考課基準を明確に

定める｣ である｡ これは男性にも適用される｡ また,

図 1 によれば, 最も多くの企業が PAの効果として挙

げているのが ｢男女とも職務遂行能力によって評価さ

れるという意識｣ の高まりである｡ つまり PAを実施

している企業は, 社員に対する評価基準を明確に定め,

それによって男女社員に職務遂行能力によって評価さ

れていることを意識させ, 男女とも労働意欲を高めて

いるといえる3)｡

4 まとめ

PAを実施しているのは全企業のおよそ 20％にすぎ

ない｡ PA実施企業では, 過去 3 年間に女性の職域が

拡大した企業や, 過去 5年間に管理職に占める女性の

割合が上昇した企業が多い｡ また, 女性社員のみなら

ず男性社員の労働意欲が高い｡ これは, PA の一環と

して, 人事考課基準を明確に定めるなどして, 職務遂

行能力によって社員を公平に評価する努力をしており,

それが女性社員のみならず男性社員の労働意欲を高め

ているものと考えられる｡

1) 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 ｢平成 18 年度女性雇用

管 理 基 本 調 査 票 ｣ http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/

kouhyo/data-rou17/data18/chousahyou.pdf

2) 以下, とくに断りのない限り, PA の実態に関する統計は

厚生労働省雇用均等・児童家庭局 『平成 18 年度女性雇用管

理基本調査』 による｡

3) ただし, 別の解釈も可能である｡ 川口 (2008) が指摘して

いるように, PAを実施している企業では, CSRや株主広報活

動 (IR) に熱心に取り組み, 取締役会や株主総会の改革を積

極的に進めている傾向が強い｡ つまり, PAは経営全般の改革

の一環として行われている｡ したがって, PA 自体ではなく,

全般的経営改革が社員の労働意欲を高めている可能性がある｡
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かわぐち・あきら 同志社大学政策学部教授｡ 最近の主な

著作に 『ジェンダー経済格差』 勁草書房 (2008 年近刊)｡ ワー

ク・ライフ・バランス論専攻｡

表 3 PA実施と労働意欲の関係

｢PA実施ダミー｣ PseudoR2

モデル番号 被説明変数 係数 標準誤差 Adj. R2 観測数

男性

(1) やりがい 0.142 0.042*** 0.0267 2935

(2) 達成感 0.109 0.041*** 0.0411 2938

(3) 自分が成長 0.097 0.042** 0.0214 2936

(4) 必要とされている 0.116 0.042*** 0.0321 2935

(5) 業績に貢献 0.087 0.041** 0.0428 2935

(6) 誇り 0.086 0.041** 0.0232 2935

(7) 働き続けたい 0.021 0.042 0.0280 2937

(8) 総合 0.548 0.191*** 0.0844 2925

女性

(9) やりがい 0.037 0.052 0.0404 2015

(10) 達成感 0.039 0.051 0.0314 2011

(11) 自分が成長 0.020 0.052 0.0264 2012

(12) 必要とされている 0.032 0.052 0.0307 2011

(13) 業績に貢献 0.088 0.051* 0.0500 2012

(14) 誇り 0.103 0.051** 0.0210 2007

(15) 働き続けたい －0.064 0.051 0.0287 2012

(16) 総合 0.219 0.248 0.0963 1996

注 1) : 被説明変数は, 労働意欲に関する文章を 5段階で評価したものを指数化した変数である｡

2) : モデル (8) と (16) は OLS 推定を, それ以外は順序プロビット推定を用いている｡ 順序プロビッ

ト推定の場合は PseudoR 2 を, OLS 推定の場合はAdj. R 2 を掲載している｡

3) : すべてのモデルは, 配偶関係, 子どもの有無, 年齢, 学歴, 職種, 職位, 産業, 企業規模, 労働組

合の影響を調整している｡

4) : *は 10％水準で, **は 5％水準で, ***は 1％水準で有意であることを示す｡



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /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 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /FutoGoB101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /FutoMinA101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /GothicBBB-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun34-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun501-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MidashiGo-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MidashiMin-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MtGothic-Medium-It
    /Ryumin-Bold-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Heavy-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Light-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Regular-Bibl-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Ultra-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Bold-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Light-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Medium-Biblo-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Regular-Bibl-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Ultra-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinseiKai-Biblos-83pv-RKSJ-H
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


