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[要 約] 

本調査研究では、製造業の各業種からのＰ２ＭユーザーとＰ２Ｍに精通した学識経験者

を糾合して、製造業でのより一層の活用に向けて、製造業の現場の視点に立脚して、Ｐ２

Ｍが有する潜在活用価値を最大限引き出し、我が国製造業の課題解決に資する活用ガイド

ブックの開発を試みた。 

第１章では、まず、調査研究の命題である、製造業における高速回転のプログラム&プ

ロジェクト指向経営の必要性を、経済産業省の「ものづくり白書」と製造業企業 37 社の

協力を得て実施したアンケート調査結果から検証し、つづいて、Ｐ２Ｍガイドブックを読

んでいない読者の利便にも配慮して、Ｐ２Ｍガイドブックの核心を解説した。 

第２章では、第１節で、企業アンケート結果を解析し、「経営の重要課題は、安心・安全・

環境・省エネなどの企業責任を果たしつつ、コア事業強化や海外事業展開などの攻めの経

営を行えるような組織力強化が必要と」いう企業の意思を読み取り、そのために、「戦略を

構築して各組織のミッションを明確にして、施策群を統合的にマネジメント（つまりプロ

グラムマネジメント）し、強力なバリューチェーンを築き上げる、またそれを支える人材

のプログラム＆プロジェクトマネジメント能力の向上を図る必要がある」というストーリ

ーを導いた。また、第２節では、このアンケート結果を踏まえ、製造業へのＰ２Ｍ適用モ

デルを、① 戦略へのアプローチモデル、② プログラム＆プロジェクト統合モデル、そし

て③ 実践プロセス評価モデル、に分けて考察し、提唱している。 

第３章では、第２章で考察したＰ２Ｍ適用モデルを更に詳細に考察し、製造業における

プログラムマネジメントの必要性、コアとなるプログラム型事業モデル、事業モデルの外

部環境と内部環境に対する検証、ならびに事業モデルの実践段階での可視化、を提案して

いる。 
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第４章では、調査研究委員会委員の出身母体である、機械業界、家電業界、プラント業

界、食品業界およびガラス素材業界に分けて、各業界の特徴と市場環境に応じたプログラ

ム＆プロジェクトマネジメントの実践事例を網羅している。 

第５章では、以上の考察と提言に基づいて、プロジェクト化時代の組織運営と人材のあ

り方を考察している。プロジェクト組織論と人材育成論を製造業の事業特徴に照らした提

言である。 

 

はじめに 

 我が国の製造業は、近年、① グローバル競争の激化が求める高付加価値商品や高度の技

術完成度を有する部品の開発、② 市場変化の多様化や早さへの戦略対応、③ 生産の世界

展開や世界市場への同時商品投入に伴うグローバルサプライチェーンの整備・改変、④ 商

品とサービスの融合による新ビジネスモデルの開発を、連続的にかつ高速で成し遂げる経

営の必要性を強めている。そういった中、米国のサブプライムローン問題が引き金となっ

て世界経済は一気に減速し、金融メカニズムの機能麻痺が消費者市場の大幅縮小、企業設

備投資の凍結、生産財供給・設備請負市場の縮小と連鎖し、我が国製造業も、自動車産業

や電機産業を中心に未曾有の苦境に立たされている。この苦境打開のためには、企業戦略

から事業の新機軸の達成までを高い機動性を以って達成する「高速回転型価値創造経営」

が一層強く求められている。本調査研究では、製造業の各業種からのＰ２ＭユーザーとＰ

２Ｍに精通した学識経験者を糾合して、製造業でのより一層の活用に向けて、Ｐ２Ｍが有

する潜在活用価値を、製造業の現場の視点に立脚して、最大限引き出し、我が国製造業の

課題解決に資する活用ガイドブックの開発を試みた。また、本調査研究報告書は、Ｐ２Ｍ

ガイドブックの予備知識無しでも理解できるように構成しているが、より深い理解には、

Ｐ２Ｍガイドブックの原典を参照することを推奨したい。 

 

第 1 章 日本の製造業の新たな挑戦 

調査研究の命題である、製造業における高速回転のプログラム&プロジェクト指向経営

の必要性を、経済産業省の「ものづくり白書」と製造業企業 37 社の協力を得て実施し

たアンケート調査結果から検証し、つづいて、Ｐ２Ｍガイドブックを読んでいない読者

の利便にも配慮して、Ｐ２Ｍガイドブックの核心を解説した。 

1．日本の製造業の事業戦略 

 経済のグローバル化とともに、日本の製造業もグローバル生産の進展を図りつつある。

旧来の製造コストを主眼にした生産補完基地としての海外生産という段階を経て、い
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まや消費地立地指向により相互補完関係を築き、国際機能分業体制を築く段階にきて

おり、国内における生産拠点の機能が次第に明らかになりつつある。 

今回実施したアンケート調査結果および過去 3 ヵ年のものづくり白書（2006 年版

～2008 年版）を参考にしつつ、日本の製造業の課題を明らかにし、とりわけ著しい進

展を図りつつある国際機能分業の現状を一覧し、日本の製造業の果たすべき役割を明

らかにし、次章以降の足掛かりを掴むことにする。論点を、日本の製造業の課題、国

際機能分業の進展、国内生産拠点の果たすべき役割、日本の製造業が取るべき事業戦

略、に分けて記述した。  

2．製造業の価値創造とプロジェクト指向経営 

 前項を受け、製造業の価値創造の論理的枠組みとして、一橋大学延岡教授の主張され

る付加価値創造の 3 要素、即ち、技術・商品価値創造、プロセス価値創造、事業価値

創造について述べ、それらの実現手段としてプロジェクト指向経営、組織能力および

プロジェクトモデルを提言する。論点を、事業戦略と付加価値創造、付加価値創造と

プログラム&プロジェクトモデル、付加価値創造とプロジェクト指向経営、に分け記

述した。 

3. Ｐ２Ｍガイドブックの核心 

 つづいて、Ｐ２Ｍガイドブックを読んでない読者の利便にも配慮して、P2M の活用を

考える実務家の視点をベースに、Ｐ２Ｍガイドブックの核心を解説する。論点を、P2M

ガイドブックの開発思想と特長、Ｐ2M ガイドブックの構成と新 P2M タワー、日本企

業に適する P2M ガイドブック、P2M ガイドブックが活用できる局面、P2M のプロジ

ェクトマネジメント、P2M のプログラムマネジメント、P2M の個別マネジメント、

に分け記述した。 

第 2章 製造業へのＰ２Ｍ適用 

第 2章では、第１節で、企業アンケート結果を解析し、「経営の重要課題は、安心・安全・

環境・省エネなどの企業責任を果たしつつ、コア事業強化や海外事業展開などの攻めの

経営を行えるような組織力強化が必要と」いう企業の意思を読み取り、そのために、「戦

略を構築して各組織のミッションを明確にして、施策群を統合的にマネジメント（つま

りプログラムマネジメント）し、強力なバリューチェーンを築き上げる、またそれを支

える人材のプログラム＆プロジェクトマネジメント能力の向上を図る必要がある」とい

うストーリーを導いた。また、第 2 節では、このアンケート結果を踏まえ、製造業への

Ｐ２Ｍ適用モデルを、① 戦略へのアプローチモデル、② プログラム＆プロジェクト統

合モデル、そして③ 実践プロセス評価モデル、に分けて考察し、提唱している。 
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1.製造業のプログラム＆プロジェクトマネジメントの現状考察 

 本委員会では、製造業が現状抱えている課題とプログラム＆プロジェクト導入、活用

の実態を把握するためにアンケートによる調査を実施した。その概要を記す。 

日本国内の製造業 300 社を業種・業界の偏重が無いように抽出した。送付先は経営企

画や事業企画部門とした。経営全般の課題については企画部門で、PM 関連の項目に

ついては企画部門で最適回答者を選定いただくことを想定した。 

結果、37 社からご回答を頂いた。業界別内訳は、機械（16 社）、電機・通信（9 社）、

プラント・エンジニアリング系（5 社）、食品（4 社）、素材（3 社）である。内容に

ついては、必ずしも依頼した会社の全社的な活動を対象とすることに拘らず、回答者

が把握可能な組織単位に限定した回答が多かった。 

アンケートからの分析を踏まえて：個別テーマに対するプロジェクトマネジメントは

できているが、戦略との絡みでテーマそのものを見い出しかねている。または、全社

的課題は多く抱えているが、PM というマネジメント体系に辿り着けていない。（PM

を導入していない）ということが抽出された。 

2．製造業へのＰ2Ｍ適用モデルの構築 

アンケートの結果分析によれば以下が明らかになった。 

① 全社戦略と現場の実践施策は全体最適の検証が十分になされていない。 

⇒戦略の意図する本質に迫るモデルが必要なのではないか。 

② 多くの組織がコア事業強化や海外事業展開を優先課題と認識している。 

⇒「勝てる事業とは何か」を検証するモデルが必要なのではないか。 

③ そのために、自ら戦略を策定し、ミッションを設定し、全体最適の視点で統合マ

ネジメントを行える組織能力を構築する意志を持っている。（プロセスの改善・

改革については優先順位が高い） 

⇒プロセスとプログラムとプロジェクトの統合モデルが必要なのではないか。 

④ その手段として、戦略系・プロセス系の強化をサポートする思想や体系、ツール

をバランスよく導入する意図がある。特に戦略とプロセスを連結する「プログラ

ム」の必要性を強く感じる。 

⇒戦略～実践までの一気通貫プロセスの評価モデルが必要なのではないか。 

こうした結果を受けて、当委員会では３つの「製造業へのＰ２Ｍ適用モデル」を開

発することを試みた。つまり、（１）戦略へのアプローチモデル （２）プログラ

ム＆プロジェクト統合モデル （３）実践プロセス評価モデルの３つである。 
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第 3 章 プログラムマネジメントの実践 

第 3 章では、第 2 章で考察したＰ２Ｍ適用モデルを更に詳細に考察し、製造業における

プログラムマネジメントの必要性、コアとなるプログラム型事業モデル、事業モデルの

外部環境と内部環境に対する検証、ならびに事業モデルの実践段階での可視化、を提案

している。 

1．製造業におけるプログラムマネジメント  

前掲したプロセスの上位工程である、プログラムマネジメントを実践で使うための指 

針を紹介する。戦略の意図するところを読み取って、ミッションとして切り出したも

のがプログラムであるというＰ２Ｍの基本的な定義づけについては第２部で触れたと

おりである。製造業の場合、特にＢtoＣ型の事業を行う製造業においては、この「ミ

ッション」に相当するものは多くの場合「事業モデル」と言われるものである。 

2．事業モデルとは何か 

  まず「事業モデル」の概念を明らかにしなければならない。そもそも「事業」は顧客

が存在して、提供する商品やサービスがあり、工夫をこらした提供のやり方があって

初めて成立するものである。さらにこれらをサポートするガバナンスの体制を含めた 

３つの軸（顧客軸、商品・サービス軸、サプライチェーン軸）とガバナンス体制で構

成される。その背景には、顧客群を抱えたマーケットがあり、事業遂行を底支えする

組織があり、事業推進のパートナー群が存在する。これらを含めた「総合力」で事業

モデルの力は決定される。論点を、顧客と商品・サービスのマッチング、サプライチ

ェーンの構築と継続的な改善・改革、P2M 思想への当てはめ考察、に分けて解説する。 

3．事業モデルの外部環境との検証 

事業モデルの概要が決まれば、次にどの範囲でその事業モデルを実施するかを決定す

る。事業モデルを実践段階に移行すれば、多くの経営資源を投入することになるため、

その前にスコープを明確にしておかなければ後の工程で資源のムダ遣いとなる危険性

がある。論点を、事業モデルのスコープ決定、事業モデルの競争力検証、に分けて記

述する。 

4．事業モデルの内部環境との検証 

事業モデルを外部環境との関係で検証することによって、外部環境との適応性あるモ

デルに修正が加えられると、次のステップは内部環境との検証である。つまり、それ

を実践する組織の力はあるのかという視点で検証するということである。ここでは人

材を中心とした「ヒト」と「チームとしての組織力」という観点と、資金力（カネ）

という観点からアプローチする。論点を、事業モデルと組織能力の検証、事業モデル
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の資金力からの検証、に分けて記述する。 

5．事業モデルの実践段階可視化 

  資金の観点から検証された事業モデルは、その事業価値と実現可能性が認められたこ

とになり、実践段階を迎えることになる。B to C 型の事業においては、必要な資金を

上位組織（コーポレートを含む）に依存するケースが多いので、代表的な経営指標で

ある貸借対照表や損益計算書やキャッシュフロー計算書にどう貢献するのかを明らか

にすることが求められる。論点を、事業活動の指標化による経営貢献度の可視化、事

業を構成する施策群とつながりの可視化、に分けて記述する。 

 

第4章 プログラム＆プロジェクトマネジメントの実践事例 

第４章では、調査研究委員会委員の出身母体である、機械業界、家電業界、プラント業

界、食品業界およびガラス素材業界に分けて、各業界の特徴と市場環境に応じたプログ

ラム＆プロジェクトマネジメントの実践事例を網羅している。 

 

 1. 機械業界 

  本項では、Ｐ２Ｍマネジメントの適用事例として、機械製品新規開発における実践事

例を紹介する。この製品は、特殊な環境で使用される受注生産の精密機械である。製

品開発作業の整理には、プログラム＆プロジェクト統合モデルを使用する。このモデ

ルに、各々の作業プロセスで実施した各マネジメントの具体的な作業内容を記載し、

プログラム及びプロジェクトのマネジメントの活用例を紹介する。 

民間航空機の国際共同開発では、客先要求に対応し、低コスト化及び短期開発を実現

するため、コンカレント・エンジニアリングを軸とした開発の仕組み作りを行い、成

果を上げてきている。この開発手法を今後の開発機種に広く適用していくと共に、今

後、さらに低コスト化に向けて新しい素材の開発や新工法の考案を平行して行い、リ

スク管理をしながら短期間で設計を行う方法に発展させていくことが重要である。ま

た、航空機の特徴としてその運用期間の長さが挙げられる。生産から４０年を超えた

航空機が使用されていることも珍しくなく、開発当初からライフサイクルを考慮した

修理体制や、エンジンなどの消耗部品の供給体制を組み込んだ充実した後方支援体制

を持つサービスモデル重視のプログラム構築が求められている。 

 2. 家電業界 

 本項では、家電業界の新製品開発における実践的手法をＰ２Ｍ的観点からアプローチ 

し考察する。多数のメーカーが新製品開発に鎬を削り、競合の激しい家電業界におい 
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て、継続的に儲ける商品を提供していくことは至難の業である。加えて、グローバル 

展開の迅速な対応も求められており、スピーディかつ効率的に儲けられる商品を開発 

し、提供する仕組みの定着が重要である。そのためには従来の枠に捉われない革新的 

な実践的手法を構築していく必要がある。 

製品開発プロジェクトの実践は、通常のプロジェクトマネジメント実践手法と同じで 

ある。すなわち多様な異なるニーズと期待をもつステークホルダーの要求事項を明確 

にし、目標を設定する。次にデザイン、計画、実施、調整、成果のマネジメントサイ 

クルを遂行しながら、QCD（品質、納期、コスト）を達成していくプロセス（WBS)を設 

定し、監視・コントロールのチェックを設けて、目標どおりの成果物を達成する活動 

である。昨今、製品開発においてもプロジェクトマネジメントの必要性が増大してい 

る。グローバルな経営環境や市場構造の激変していること、スピード経営による対応 

が求められるようになったことが背景にある。ビジネス（商品開発・マーケティング） 

をプロジェクトとしてとらえて管理することにより、プロジェクトの目標達成に加え

て、組織能力の向上や競争力の増大も目論んでいる。 

 

 3. プラント業界 

 プラントエンジニアリング業は、石油精製、化学、製鉄、製紙、発電等のプラントの 

設計、調達、建設を一括して請負、国内外の顧客（石油会社、化学会社、製鉄会社、 

製紙会社、電力会社等）へ提供する産業である。プラント業界における最近の P2M 的 

アプローチ例を、次の４つに大別して紹介する。これらの P2M 的アプローチの根底に 

は、プラント業界が認識している重要な役割、即ち、プラント建設を通じた現地国の 

発展及びそれに伴うエネルギー等の輸入の安定化、そして国内外における顧客産業の 

競争力の向上が存在する。 

・現地拠点展開によるグローバル化戦略の実現 

・スキームモデルやサービスモデルへの展開による事業形態の多角化戦略の実現 

・技術提携・協業による拡大戦略の実現 

・新技術開発による価値創造の実現 

プラントエンジニアリング業におけるプロジェクトの期間は、数年に渡る長期的なも

のが通例であるため、戦略見直しの機動力に欠ける印象を持たれがちである。昨今の

外部環境の変化は急激且つ大幅となっており、顧客の事業環境の変化に伴うニーズの

変化や資機材の需給変動等に対して、素早く対応していくため、戦略の見直しのサイ

クルを早く回していくことが肝要である。 
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 4. 食品業界 

  食品製造業は、スキームモデル（運用モデル）で価値獲得を行う事業モデルであり、

早い事業環境に適用するために、事業モデルを変えていくアプローチ方法にＰ２Ｍの

見方、考え方を適用することについての調査研究を行った。「これからの市場環境の変

化に適応するために、仕組みを変えていくには、どう進めていくか？」と想定した事

業改革の進め方のアプローチを考えると、従来のアプローチ方法とＰ２Ｍの見方・考

え方を活用したアプローチ方法がある。食品製造業は、サービスモデル（運用モデル）

での価値創出を行う事業モデルであり、プロジェクトを実践する場合、スキームモデ

ル（企画構想モデル）で、仕組みを考え、システムモデルで仕組みを作り上げていく

形となる。従って、スキームモデルでのプロファイリング、アーキテクチャマネジメ

ントが重要な事項となる。 

 5. ガラス素材業界 

  ガラス素材産業は、住宅産業等建設業界、自動車産業、情報通信機器産業への開口部・

表示部等の部材を供給する産業である。本項では、Ｐ２Ｍマネジメントの適用事例と

して、新製品開発における実践事例を紹介する。自動車産業界、ディスプレイ産業界、

電子産業界など、それぞれの分野で、素材に求められることは、いかにお客様の二－

ズにタイムリーに適切に応えるかとことに尽きる。実際のプロジェクトでは、これに

満足できた企業が業界の基準となり、他社はこれに追従する形になる。いかに早く対

応するかで、各社しのぎを削っており、これがプロジェクトの勝敗を決めている。 

 

第 5 章 プロジェクト化時代の組織と人材 

第５章では、以上の考察と提言に基づいて、プロジェクト化時代の組織運営と人材のあ

り方を考察している。プロジェクト組織論と人材育成論を製造業の事業特徴に照らした

提言である。 

１．プロジェクト化時代と製造業の組織運営 

プロジェクト化の時代を迎え、その成果を確実なものにしていくために、組織能力に

よる差別化がポイントであることを述べ、特にプロジェクト組織運営への重要性が指

摘される。組織能力については、一橋大学延岡教授の「MOT「技術経営」入門」から、

組織能力と商品開発力の関連などを引用した。 

2．プロジェクト組織 

プロジェクト組織運用のポイントについて述べ、定常的組織とプロジェクト組織の組

織文化の違いやリーダーシップと組織成熟度の関連について考察し、プロジェクト組
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織の基本類型や製造業でのプロジェクト組織について述べる。 

3．プロジェクト人材の育成と活用 

プロジェクト化時代を担う人材戦略の観点から、その求められる人材像（プロジェク

トリーダー）と育成と活用について考察する。プロジェクト環境における人材形成の

原点理論としての KASC を紹介し、その応用について、P2M 実践力モデルに照らし

ながら記述する。最後に、「人材育成への P2M 適用」として、人材育成プログラム

を P2M のフレームワークを用いてモデル化し、人材のライフサイクルに応じた、人

材育成体系を提案する。 

4. 人材育成へのＰ2Ｍ適用 

 昨今の市場や社会・環境の変化は、プロジェクトマネジャーの役割にも大きな変を

もたらせる。実際にプロジェクトマネジメントの職務知識を向上させ、スキル獲得

を行う為、Ｐ２Ｍを基盤とした失敗プロジェクトから学び取るＰＭ強化・育成事例

プロジェクトマネジャーの育成事例を紹介する。次にＰ２Ｍの知識体系を活用した

人材育成体系の構築について考察する。商品を開発し作り上げるのは人であり、日

本人の技術は総じて高いレベルにあるといわれているが、技術力が高いだけでよい

商品が開発・製造できるとはいえない。そこにプロジェクトマネジメント力という

段取り力、実践力をスキルとして融合することで、力が発揮される。厳しい環境の

時こそ人材の育成・開発への投資を怠ることなく、企業の将来を見据えて強い組織

に作り上げる必要があるといえる。 

 

あとがき 

  現下の世界同時不況は、ますます厳しさを増し、比較的傷が浅いとみられていた日本

経済のダメージは予想以上に深いことが次第に明らかとなってきた。ここ数年、グロ

ーバリゼーションの影響や近隣諸国、特に中国を含む東アジアの経済的台頭などによ

る我が国の国際競争力の低下、そして少子高齢化、年金や高齢者医療に関する諸問題

など社会的課題の影響に加え、先行きに対する政治的不透明感もあって、日本の経済・ 

産業の将来に対する信頼が低下しつつあることは否定しがたいものがある。こうした

状況の中、我が国経済の国際的な比較優位性を引き続き維持することを考えるとき、

今後の産業構造が次第に第 3 次産業に傾斜する傾向は間違いないとしても、日本の人

口と地理的・資源的制約を考えれば、モノ作りすなわち製造業のさらなる進化・発展

を追求することは従来にも増して重要となってくる。本調査研究報告書では、プロジ

ェクト＆プログラムマネジメントの統合的な知識体系である P2M の製造業への適用
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について考察した。現代の製造業は、多様な顧客に対して商品を提供すること、その

事業構造に非常な多様性があること、複雑で幅広いサプライチェーン構造を持つこと、

そしてグローバリゼーションやネットワーク化などの外部環境の影響を最も強く受け

ることなどの特徴がある。また、設備や人材に巨額の固定的投資を必要とし、時間を

かけてその回収を図らざるを得ない性質を有する。こうした事業の特性から、製造業

の分野は、ミッションプロファイリングなどにより、なすべき仕事を最も上流から見

ること、自律分散的に運営されるプロジェクト群の全体最適を図ること、そしてこれ

らの活動をプログラムマネジメントのコミュニティにおける協働の視点から効果的に

遂行することを志向する P2M の可能性が最も期待される分野といえよう。こうした

意味で、本書の考察や説明が日本の製造業の発展に寄与することを深く願うものであ

る。 

 

                                    以上 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  

 

 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


