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要約 

本研究では、成人期の対人関係に焦点をあて、対象関係尺度を実施し、各年代における対象関係の様

相、および性差を青年期データと比較しながら検討した。調査対象者は 30-50 代の男女 868 名であり、

web 調査を実施した。主な結果は以下に示す通りである。１）「親和不全」では、目立った性差、年齢

差は見られなかった。２）「希薄な対人関係」では、女性よりも男性の方が得点が高く、青年期よりも成

人期の方が得点が高いことが示された。３）「自己中心的な他者操作」では、性差のみ認められ、男性の

方が得点が高かった。４）「一体性の過剰希求」では交互作用が見られ、青年期では女性の方が得点が高

いのに対して、成人期では男性の方が得点が高くなっていた。５）「見捨てられ不安」では、女性の方が

得点が高く、また、年齢が上がるに連れて見捨てられ不安が弱くなっていくことが分かった。 
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1．問題と目的 

友人関係や親子関係、配偶者との関係など、他者との関係性は私たちの精神的健康を考える上で重要

な要素の一つである（水島, 2004；井梅, 2011）。このような観点から、特に、青年期については、友人

関係と適応の問題（たとえば、黒田・櫻井, 2003；岡田, 2007；井梅・青木, 2010）や、異性関係（たと

えば、キン，2009；高坂，2013）、愛着（たとえば、丹羽，2005；金政，2007）などの問題を扱ってい

る研究は数多く見られる。しかし、成人期を対象とした研究はあまり多くはない。 

成人期は、Erikson のライフサイクル論によると、青年期でのアイデンティティの確立をもとに、他

者との親しい関係を築いていく親密性を獲得し（細野, 1997）、さらには、次なる世代を育てていくこと

が求められる時期である。成人期の親密性とは、青年期における同一性の探究を目的とした相手との関

係性から、仕事や家庭でのパートナーとの間で互いの同一性を「融合させ」、「共有する」ことが必要と

なる。そこでは「意義ある犠牲や妥協を要求することもある具体的な提携関係に自分を投入する能力」

（Erikson, E.H., 1982）が求められるのである。このようなパートナーとの関係の相互性（mutuality）、

具体的な生活の場において相互に調整をしながら自分たちで新たな生活の場を築いていくことがこの時

期の課題であり、その次の発達段階である「生殖性（世代性）」へとつながっていく。つまり、成人期の
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大きな課題として、社会人として職業生活に入ること、および、家庭人として、結婚し、親となること

があげられ、その中で、これまで培ってきたものをもとに、自らのライフスタイルを作り上げていくこ

とが求められる。本研究では、特に、家庭人としての側面に焦点をあて、子どもをもつ成人男女に調査

を実施した。 

これまで見てきたように、成人期の発達を考える上で、「親になること」は大きなイベントの一つで

ある。生涯発達への関心が高まるにつれ、「親としての発達」をテーマにした研究も増えており（戸田, 

2009）、成人期の発達を考える上で重要なテーマといえよう。「親になること」という観点から考えると、

成人期をターゲットとした研究として、育児期の適応や育児不安、ソーシャルサポートに関する調査は

様々な形でなされている（たとえば、宮本，2007；荒牧・無藤，2008）。しかし、これらの研究では、

子どもが乳幼児期の女性を対象としたものが多く、それ以後の年代の研究、あるいは、男性を対象とし

た研究はあまり多くはない。とはいえ、「中年期危機」という言葉もあるように、青年期に一度形成され

たアイデンティティは、身体的な衰えや体力の限界などを感じることにより、もう一度問い直されるこ

ととなる（岡本, 2002）。職場においては責任のある立場となったり、親としては子どもが思春期を迎え、

これまでの親子関係を見直さなければならなくなったり、様々な心理的危機が存在する時期でもある。

井梅・藤後（2014）では、ママ友関係についての調査を行っており、母親である成人期の女性が、子ど

もを介した人間関係が広がることで心理的トラブルを多く体験することも見出されている。そこで本研

究では、成人期男女に焦点をあて、その対人関係の様相を検討していくこととする。 

ところで、私たちの精神的健康を考える上で他者との関係性は重要な要素の一つであると述べたが、

このような観点から、井梅・平井・青木・馬場（2006）や井梅・青木（2010）では、臨床場面でのアセ

スメントや事例の理解に用いる概念である対象関係（Object Relations）を取り上げ、尺度化に取り組

んできた。対象関係とは、特に、精神分析的な治療理論において用いられる、自己と他者との関係性に

関する概念であり，「対人場面における個人の態度や行動を規定する，精神内界における自己と対象（他

者）との関係性の表象」と言うことができる（藤山, 2002）。こうした関係性についての個人の内にある

表象は，実際の対人関係に影響を与える。例えば，対人場面において、相手は変わってもしばしば同じ

パターンでトラブルを起こしたり，様々な場面で対人的な葛藤を抱えてしまう人は，他者に対する認知

が実際のその人と著しくずれていたりするといったことが考えられ，この精神内界における関係性の表

象に何らかの歪みがあるために対人場面において困難を抱えやすいといったことがある（馬場, 2002）。 

井梅他(2006)では、個人の対象関係のあり様を質問紙を用いて評価することを目指して、尺度を作成

した。大学生、および20代の社会人を対象に質問紙調査を行い、5つの下位尺度が得られた（第1因子

から順に、「親和不全」、「希薄な対人関係」、「自己中心的な他者操作」、「一体性の過剰希求」、「見捨てら

れ不安」）。性差、および年齢差の検討や、NEO-FFI（NEO Five Factor Inventory；下仲・中里・権藤・

高山, 1999）を用いてパーソナリティ特性との関連を検討し、作成された尺度の構成概念妥当性が確認

された。また、井梅・青木（2010）では、中学生を対象に調査を実施し、対象関係のパターンとメンタ
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ルヘルスとの関連を検討した。クラスター分析を行い、対象関係のプロフィールの違う5つの群を抽出

し、それぞれのメンタルヘルスの得点を比較したところ、対象関係の困難を示す群（「アンビバレント型」

「孤立志向型」「対人希求－不安型」）において、「抑うつ傾向」や「対人緊張」、「非効力感」など、多く

の側面で対象関係の良好な群（「バランス型」）より得点が高いことが見出された。 

本研究では、成人期の対人関係に焦点をあて、対象関係尺度を実施し、各年代において対象関係の様

相がどう変化するのか、あるいは変化しないのかといったことについて、青年期のデータと比較しなが

ら検討することとする。 

 

2．方法 

(1) 調査対象者 

a)成人期データ インターネット調査会社に委託し、web調査を実施した。小学校4年生～高校生の

子どもを持つ父親300名（平均年齢46.9歳，31歳から68歳，SD=5.24），および母親600名（平均年

齢44.4歳，29歳から58歳，SD=5.00）を対象に調査を実施した。また，条件として，子どもがスポー

ツチームに所属している、あるいは過去にしていたことがある人に限定して調査を行った注)。 

なお、今回の調査では年代ごとに対象関係の得点を比較することを目的としているため、人数の多か

った30代、40代、50代をそれぞれ分析対象とし、上記参加者のうち、20代および60代のデータ、お

よび回答に不備のあったもの（すべての項目で同じ評定値を選んでいるなど）を除外した。最終的に分

析に用いたのは、男性 282 名（平均年齢46.82 歳，31 歳から 59 歳，SD=5.00）、女性 586 名（平均年

齢44.37歳，30歳から58歳，SD=4.98）、計868名であった。 

b)青年期データ（比較データ） 井梅他（2006）で分析したデータを用いた。大学生および社会人の

男性435名、女性606名、計1041名（平均年齢20.6歳，18歳から29歳，SD=1.71）。 

(2) 調査項目 

a)属性 調査対象者の年齢と性別，子どもの年齢と性別，就労の有無等について回答を求めた。 

b) 対象関係尺度 井梅他（2006）で作成された 5 因子 29 項目を使用した。青年期データと同じく、

「とてもそう思う」から「まったくそう思わない」までの6件法で回答を求めた。 

他に、アンケートは地域スポーツに関する質問項目から構成されているが、ここでは分析の対象とし

ないため、内容の紹介は割愛する。 

 

3．結果 

(1) 調査対象者の属性 

今回の分析で用いる調査対象者を年代ごとに以下のように分類した（表1）。青年期データについては、

井梅他（2006）の区分と同じく、18～19 歳、20～22 歳、23～29 歳の 3 群を用いることとする。成人

期データについては、30～39 歳、40～49 歳、50～59 歳の 3 群に分け、分析することとする。各セル
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の人数は表1に示す通りである。 

 

表1 調査対象者の属性 

年齢 

  18-19歳 20-22歳 23-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 
合計 

男性 109 254 72 20 179 83 717 
性別 

女性 224 320 62 99 396 91 1192 

合計 333 574 134 119 575 174 1909 

 

 (2) 尺度の検討  

対象関係尺度 29 項目について、因子分析（主因子法、プロマックス回転）を行ったところ、ある程

度は青年期と同様のまとまりが見られたものの、同じ形での5因子は得られなかった。そこで、青年期

データで確認された5つの下位尺度それぞれのまとまりを検討するため、クロンバックのα係数を算出

したところ、「親和不全」(6項目)α=.871，「希薄な対人関係」(5項目)α=.830，「自己中心的な他者操 

作」（5項目）α=.850，「一体性の過剰希求」(6項目)α=.876，「見捨てられ不安」(7項目)α=.886の

値が得られた。それぞれの下位尺度について、一定の安定性が確認できたことから、青年期データと同

じ項目を用い、各下位尺度の項目平均得点を尺度得点として以下の分析で使用することとする。項目内

容は表2に示す通りである。 

 

表2 対象関係尺度項目 

親和不全 

（6項目） 

α=.871 
 

私は人となかなか親しくなれない 

私は他人と深くつき合うことを恐れている 

私には、親しい相手との関係を、自分から切ってしまうところがある 

人のそばにいると、緊張して落ち着かないことが多い 

私は、人とどうやって会ったり話したりしたらいいのかわからない 

私は自分の心に壁を作ってしまい、周りをよせつけないところがある 
希薄な対人関係 

（5項目） 

α=.830 

本当の自分を理解してくれていると思える人がいる（－） 

私は親しい人（家族や恋人、親友など）に自分の要求を適切に伝えることが出来る（－） 

友人関係は比較的安定している（－） 

私は人間関係を大事にしており、それによって多くのものを得ている（－） 

私には本当に困ったとき、助けてくれると思える人がいる（－） 
自己中心的な 

他者操作（5項目） 

α=.850 

人との関係で私が重点を置くことは、常に相手より優位な立場になることである 

自分の欲望を満たすために、人を利用することは悪いことではないと思う 

人を思い通り動かすのは、私の密かな楽しみである 

自分が思う通りに人の気持ちを仕向けていくことが、人とのつきあいで重要なことである 

私には、欲求を満たそうとして、自分の思い通りになるよう相手を仕向けるところがある 
一体性の過剰希求 

（6項目） 

α=.876 

私は完全に一心同体になれる人を求めている 

親しい人とは、何をするにも一緒に行動をしないと気が済まない 

私を本当に想ってくれる人なら、私の要求をすべて受け入れてくれるはずである 

私は常に誰かといっしょにいないと不安である 

母親なら、私の望みをかなえてくれて当然だ 

親しい人には、自分を“100％”受け入れてもらいたい 
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見捨てられ不安 

（7項目） 

α=.886 

私は他人からの否定的な態度・素振りにひどく敏感で傷つきやすい 

身近な人が私以外のものに気をとられたら、拒絶された感じがして傷つく 

何かにつけて置いてきぼりにされそうで、よく心配になる 

ひょっとして大切な人から拒絶されるのでは、という恐れをいだくことがある 

とても親しい相手であっても、いつか裏切られるのではという不安を感じることがある 

私は人と接する時、相手の顔色をとても気にする 

親しい人に自分の考えを否定されるとひどく傷つく 
 （一）逆転項目 

 

(3) 性差・年齢差の検討 

 対象関係尺度の5下位尺度の得点について、性別および年齢での差を検討するため、性別および年

齢群を独立変数、対象関係尺度の下位尺度得点を従属変数とした2要因の分散分析を行った。結果は表

3に示す。 

 

表3 対象関係下位尺度の性別および年齢別の平均値(標準偏差)と分散分析結果 

    
18-19歳 20-22歳 23-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 性差 

年齢差 

 (    )内はF値 

2.87  2.79  2.88  3.23 2.97 2.96    
男性 

(0.92) (0.91) (0.96) (0.57) (0.84) (0.81)   20＜30(2.39*) 

2.94  2.87  2.83  3.09 2.98 2.97    
親和 

不全 
女性 

(0.96) (1.06) (0.88) (0.96) (0.98) (0.90)    
2.64  2.56  2.50  3.46 3.31 3.28   18＜30,40,50 

男性 
(0.87) (0.92) (0.96) (0.68) (0.88) (0.71) 男＞女(22.86**) 20＜30,40,50 

2.39  2.32  2.16  3.05 2.99 3.03   23＜30,40,50 

希薄 

対人 
女性 

(0.87) (0.89) (0.68) (0.93) (0.94) (0.96)   (43.47**)

2.77  2.93  2.84  3.02 2.84 2.87    
男性 

(0.95) (0.85) (0.99) (0.60) (0.82) (0.64) 男＞女(32.51**)  
2.55  2.60  2.64  2.62 2.48 2.57    

自己 

中心 
女性 

(0.86) (0.83) (0.77) (1.00) (0.83) (0.74)    
2.68  2.47  2.33  2.96 2.76 2.71     

男性 
(0.86) (0.84) (0.71) (0.49) (0.85) (0.74)    
2.69  2.56  2.38  2.56 2.43 2.53    

一体 

希求 
女性 

(0.87) (0.98) (0.84) (1.02) (0.86) (0.77)     

3.53  3.25  2.95  3.24 2.92 2.87    
男性 

(1.00) (0.93) (0.93) (0.43) (0.83) (0.71) 男＜女(5.46*)  
3.61  3.50  3.35  3.04 2.97 3.07  18＞20＞23,30,40,50

見捨 

不安 
女性 

(0.87) (0.97) (0.75) (0.92) (0.92) (0.88)   (23.96**)
 * p<.05  ** p<.01 

 

分散分析の結果、「親和不全」では、年齢による主効果が見られた（F（5,1897）＝2.39, p＜0.05）。

Tukey法による多重比較を行った結果、20～22歳 vs.30～39歳で差が見られた。30代の方が20-22歳

の群よりも親和不全の得点が高く、この年代の方が人間関係において回避的な傾向が強いことが推測さ

れる。性差、および交互作用は見られなかった。 

「希薄な対人関係」では、交互作用は見られず、性および、年齢のそれぞれの主効果が見られた（そ

れぞれ順に、F（1,1897）＝22.86, p＜0.01，F（5,1897）＝43.47, p＜0.01）。Tukey法による多重比較
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を行った結果、18～19歳 vs.30～39歳，40～49歳，50～59歳、および、20～22歳 vs. 30～39歳，40

～49 歳，50～59 歳、および、23～29 歳 vs. 30～39 歳，40～49 歳，50～59 歳で有意な差が見られた

（図1）。女性よりも男性の方が「希薄な対人関係」得点が高く、青年期よりも成人期の方が得点が高い

ことが分かる。このことから身近な人との関係性の希薄さは女性よりも男性の方にその傾向が強く、か

つ、成人期の方が強く感じていることが推測された。 
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図1 「希薄な対人関係」の男女別・年齢別の平均値 

 

「自己中心的な他者操作」については、交互作用、年齢差は見られず、性の主効果が見出された（F

（1,1897）＝32.51, p＜0.01）。女性よりも男性の方がこの下位尺度得点が高いことから、男性の方が自

己中心的に他者を操作する傾向が強いことが、どの年齢群おいても一貫して見られることが示唆された。 

「一体性の過剰希求」では、性と年齢の交互作用が見られた（F（5,1897）＝3.90, p＜0.01）。結果を

図2に示す。青年期では男性よりも女性の方が「一体性の過剰希求」得点が高いのに対して、成人期で

はその傾向が逆転し、女性よりも男性の方がこの得点が高いことが分かる。 
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図2 「一体性の過剰希求」の男女別・年齢別の平均値 

 

最後に、「見捨てられ不安」では、交互作用は見られず、性および、年齢のそれぞれの主効果が見ら
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4. 考察 

本研究では、井梅他(2006)にて作成した対象関係尺度を、成人期男女に適用し、青年期データと比較

しながら検討した。 

はじめに、成人期データにて全 29 項目の因子分析を行ったところ、青年期と同じ形での因子構造を

得ることはできなかった。対象関係尺度の下位尺度はその性質上、下位尺度間の相関が想定されており、

きれいな形で青年期データの因子分析結果を再現することは難しいことが予想されたが、やはり同じ因

子構造を示すことは出来なかった。そこで、5 つの下位尺度に所属する項目がそれぞれ、青年期データ

と同様のまとまりを示すかを検討するため、クロンバックのα係数を求めて、下位尺度それぞれの安定

性を確認した。その結果、どの下位尺度も一定の安定性を得ることができたため、青年期データと同様

の 5 因子 29 項目を用いて性差、年齢差を検討することとした。しかし、今後、成人期データでの因子

構造の検討もさらに進めていくことが必要とされよう。 

次に、対象関係尺度の下位尺度得点の性差、年齢差を検討した。 

「親和不全」では、年齢による主効果が見られ、20～22歳の群と30～39歳の群で有意差があること

が分かった。この下位尺度では、対人的なやりとりにおいて自ら壁を作り、回避的な傾向、あるいは深

くつきあうことに恐れがあるといった傾向を測定しており、青年期データでは性差、年齢差ともに見ら

れなかった下位尺度である。今回の調査では、20～22 歳の群と 30～39 歳の群で有意差が見られたが、

他の群間では差が見られなかった。対人的なやりとりにおいて打ち解けず、回避的な態度を示すといっ

た関係性の取り方については、性別、および年齢による差があまり見られず、どの年代においてもその

ような傾向を持つ人がいること、言い換えれば、年齢を経ることに寄って変化する可能性が低いことが

推測される。なお、今回の調査において、30～39 歳の群において得点の高さが見られたことについて、

この群が他の群に比べてサンプルサイズが少ないこと、特に、小学校高学年から高校生の子どもを持つ

親といった条件の中で少数派であることが結果に影響を及ぼしたとも考えられる。育児期の研究におい

て、母親の仲間関係、いわゆる「ママ友」との関係は、子育ての情報を得て、子育てにおける不安を軽

減するなどのサポート源でもあり（實川・砂上，2012）、仲間関係が多い人ほど育児不安が低いことは

多く指摘されている（たとえば、宮本, 2007；中村，2008）。育児期のソーシャルサポート源として、

同じような境遇で子育てをしている仲間関係は重要と考えられるが、今回の調査の30代は、10代後半

から 20 代前半で親になった人たちと考えられ、育児の大変さを共有する同世代の仲間を持ちにくかっ

たことが予想される。ただし、今回の研究では第1子を産んだ年齢（男性については父親になった年齢）、

子どもが乳幼児期の自身の友人関係等については質問しておらず、推測の域をでないため、今後さらな

る検討が必要である。 

「希薄な対人関係」では、性および、年齢のそれぞれの主効果が見られた。この下位尺度では、対人

交流の広さと言うよりも、その質を問題にしており、身近な人との相互理解やサポートの授受など、信

頼のおける交流ができているかどうかを測定している。他の尺度の方向と合わせ、得点が高いほど信頼
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感のある対人関係を築けていないことを示している。調査の結果、青年期、および成人期のどちらも、

男性にその傾向が強いことが示された。アイデンティティ形成など、ライフサイクル論において、男性

は個としての発達が重視されるのに対して、女性では関係性の視点が重視されることが指摘されている

が（杉村，1999）、本調査においても、男性の方が関係性に関する側面への志向性が低いと見ることも

できるであろう。あるいは単純に、女性よりも男性の方が親密な対人交流を持つことが苦手、そのよう

な能力が低いことも考えられる。また、年齢による差も多く見られ、特に、青年期と成人期の間に得点

の差が大きく表れた。今回の調査の成人期データについては、子どものいる成人男女が対象なため、多

くは既婚者であることが想定される。一方、青年期データは、大学生、あるいは大学院生が中心であり、

多くは未婚者であることを考慮すると、配偶者のいる既婚者の方が身近な人との相互理解やサポートを

感じられていないと言え、興味深いところである。 

「自己中心的な他者操作」では、性の主効果のみが見出された。この下位尺度では、自己中心的な心

性が根底にあり、自分のために他者が動いてくれることを当然と考える傾向を測定している。青年期、

および成人期どちらも共通して、女性よりも男性の方がこの傾向が高いことが調査の結果から認められ

た。また、「親和不全」と同様、年齢による変化がないことが、この下位尺度の特徴といえよう。 

「一体性の過剰希求」は、自分にとって身近な人との同一視の傾向を表し、その人には自分を 100％

分かって欲しい、受け入れて欲しいという傾向を測定している。今回の調査では性別と年齢群による交

互作用が見られ、青年期には女性の方がその傾向が強いのに対し、成人期では男性の方がその傾向が強

くなることが見出された。すなわち、成人男性、特に本調査では概ね既婚男性、において一体性への希

求が高まることを示しており、彼らが身近な人との一体感を強く求めていることが今回の調査から明ら

かになった。このことは、女性の方が関係性を重視するといった視点（杉村，1999）からは一見、相矛

盾するようにも思われるが、しかし、夫婦関係の個別化志向と同体化志向を調べた調査（福島県青少年

健全育成対策推進本部, 1997）では、妻の方が個別化志向が強く、夫の方が同体化志向の強い「一心同

体型」が多いといった指摘もあり（宇都宮, 2002）、今回の調査の結果と一致する。すなわち、男性は、

婚姻関係においては、身近な人（おそらく配偶者）に対する一体化傾向が強く見られ、自分を 100％受

け入れて欲しいという気持ちを抱きやすいのであろう。 

最後に、「見捨てられ不安」では、性および、年齢のそれぞれの主効果が見られた。この下位尺度で

は、親しい人から拒絶され、取り残されることに対する恐れの強さや、相手の反応への過敏さを測定し

ており、性差については、男性よりも女性の方がその傾向が強いことが見出された。他者との関係性に

ついての過敏さは女性の方が強く有していると言えよう。また、年齢差について、年齢があがるほど見

捨てられ不安の得点が低くなること、すなわち、そうした傾向が落ち着いてくることが見出された。青

年期は、アイデンティティを模索し、同一性の混乱も経験しやすい時期であり、一般青年においても境

界例心性が見られたり、見捨てられ不安が高まるといった指摘もあり（安立，1999；斎藤・吉森・守谷, 

2009）、今回の調査においてもその傾向を示すことができたと言えよう。 
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以上、本研究では、対象関係尺度の各下位尺度について、性差、および年代ごとに比較し、その特徴

を検討した。その結果、それぞれの下位尺度に特徴的な性差、および年齢差が見られ、成人期における

対象関係の特徴を見ることができた。ただ、今回の調査では、成人期データについて、子どもがいる人

を対象に調査を行ったため、その多くが既婚者であった。しかし、成人期全体を考えたときに、未婚の

人、あるいは子どもがいない人もおり、近年では増加傾向でもある。今後は今回の調査対象以外の属性

の人たちも含め（場合によっては比較検討も含め）、検討していく必要があるだろう。 
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注 

注）本研究の調査内容は、子どもの地域スポーツについて保護者に行ったアンケート調査の一部であ

る。 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


