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アメリカの人材ビジネス 
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日本の人材ビジネスは欧米の 5 年遅れと揶揄された時代から飛躍的なスピードで距離を縮めている。しかし，
その実態は完全に自由化された欧米の市場において生み出された新しいビジネスを日本型として導入可能かどう
か試行錯誤しているのが事実だ。本稿は 2006年の海外の人材ビジネス調査の中から，基礎となる日米の人材ビジ
ネスマーケットの領域の違い，2006年の海外の動向や大手企業に支持されたビジネスを整理して紹介する。 
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アメリカのスタッフィング業界，いわゆる人材

ビジネス業界は，人材派遣，職業紹介・サーチ，

ＰＥＯ，アウトプレースメントと大きく４つのビ

ジネス群に分類される。これは狭義に解釈する人

材ビジネスである。日本とは法制度などが異なる

ため同一とはいえないが，総じて類したビジネス

といえる。また、広義の人材ビジネスは，募集，

採用・選考，人的資源管理，福利厚生，退職，キ

ャリアという人事の一連の流れに関わる６つの領

域内で，企業や個人を対象としたビジネスを指し

ている。 例えば，募集の領域では，求人・求職

サイト，求人広告，募集採用コンサルタント，採

用アウトソーシング（ＲＰＯ）など。採用･選考の

領域では，人材紹介，エグゼクティブサーチ，人

材派遣，公共職業紹介所，長期失業者や若年者等

に対象を絞った支援機関，学校，採用前のテスト，

経歴調査，ドラッグテスト，ＡＳＰ，人材アウト

ソーシング（ＨＲＯ）など。人的資源管理領域で

は，ＰＥＯ，組織の計画・開発，ＨＲＭ業務コン

サルタント，セミナー・教育プログラム・通信教

育・ｅラーニング，企業大学，カレッジプログラ

ムなど。福利厚生領域では，引越し（転職支援），

健康促進・レクリエーション，職場改善，年金教

育など。退職領域ではアウトプレースメント，リ

タイアメントプログラム，起業・独立支援（仕事

紹介），キャリアに関する領域では，キャリアセン

 

Ⅰ．日米人材ビジネスの事業領域 
 

米調査会社ＳＩＡによると，アメリカにおける

2006年の人材ビジネスのマーケット規模は 1310
億ドル，成長率は 9.9%と予測される。中でも職業
紹介・サーチと，法律，金融・会計，技術・エン

ジニア分野の人材派遣，ＰＥＯ（Professional 
Employer Organization）では好調を維持してい
る（図表 1）。また，米ボレロ・アソシエイツによ
ると同年の求人・求職サイトの規模は59億ドル，
新聞の求人広告では 54億ドルとされる。 
 

図表１ 米国の人材ビジネスマーケットの現状 

業界 2002 2003 2004 2005 2006
(予測)

2007
(予測)

人材派遣 74.1 73.9 81.7 89.4 96.7 103.5
　商業 34.1 35.3 39.8 42.8 45.7 47.7
　　事務職 18.8 19.2 20.0 21.6 22.9 23.8
　　軽工業 15.3 16.1 19.8 21.2 22.8 23.9
　専門 39.9 38.6 41.9 46.6 51.0 55.7
　　ＩＴ 14.8 14.3 15.8 17.4 19.1 20.8
　　医療 11.1 10.2 9.8 10.0 10.5 11.2
　　金融・会計（1） 5.3 5.4 6.6 8.1 9.1 10.1
　　技術・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 4.7 4.6 5.1 5.9 6.5 7.2
　　法律 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7
　　その他（1） 3.2 3.2 3.5 3.9 4.3 4.6
職業紹介・サーチ 12.7 11.7 14.4 18.1 21.4 24.6
　成功報酬型 4.5 4.0 5.0 6.7 8.4 10.1
　前受金型 4.6 4.2 5.1 5.7 6.2 6.7
　テンプトゥパーム 3.5 3.5 4.3 5.6 6.8 7.8
ＰＥＯ(2) 8.2 9.2 9.9 10.8 11.9 12.9
アウトプレースメント 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9
業界総計 単位：10億ドル 96.4 96.0 107.1 119.2 131.0 141.9  
出典：Staffing Industry Analysts（2006） 
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ター運営の請負，就職フェア，キャリアアセスメ

ント，キャリアサイト，キャリアカウンセリング，

給与（を比較する）サイトなどが挙げられる（図

表 2）。 

人材ビジネス領域において，日米の差異は少な

くなってきたが，アメリカを中心とした欧米のビ

ジネスの領域は，日本の法制度により実施困難な

ＰＥＯや，個人のキャリア構築をサポートするキ

ャリアサイト，給与サイト，他に職業や就業形態

を機軸にした多彩なニッチサイトやビジネス・サ

ービスなどが活発化している。また，各領域にお

いてテクノロジーの進化に沿ったビジネスなどで

は日本では思いもつかない価値の高いビジネスが

創造されており，日本の人材ビジネスの伸びしろ

が多いことが窺われる。 

 

図表2 米国と日本の人材ビジネス領域 

 
Ⅱ．大手企業の採用経路 
 
米ＣＸＲ社（2006）の採用活動調査では3年に
わたりアメリカの大手企業 24 社を対象に採用経
路を調査している。24 社の採用者数の合計は 18
万 8千人。結果、採用経路の中で最も多い割合を
占めるのは従業員の紹介(27.1%)である。これは大
学など教育機関の専攻と実際に就いた職業との連

動性が比較的高いことや転職回数が多さから，同

窓生や前職場での同僚を紹介するなど，従業員の

人脈そのものが人材供給源となるのであろう。次

に多いのはインターネット（24.7%）である。 
近年では新卒の採用も増えつつあり，大学（8.0%）
やレジュメデータベースの検索などのダイレクト

ソーシング（7.4%）といった経路もあるが，従業
員の紹介とインターネットの２つが大手企業の主

要な採用経路となっている（図表 3）。 

 
2000 年代に入るとテクノロジーの発達によっ
て人材ビジネスは大きな成長を遂げた。2006年に
は加えて，ウェブ 2.0と呼称される第二世代のビ
ジネスの中からソーシャルネットワーキングサー

ビス（ＳＮＳ）による縁故を中心とした人材紹介

が行われ，また企業内個人によるリクルーティン

グブログを利用した採用活動が行われるようにな

った。また，マーケット規模は 10-15億ドル程で
あるが，候補者の絞込みから採用までの包括的な

業務を請け負う新しいコンセプトの採用アウトソ

ーシング（ＲＰＯ）も注目された。アメリカやイ

ギリスは人材ビジネスに関する規制がほとんどな

く，自由な発想から多彩なビジネスが次々に生ま

れている。 

採用経路において最も主要な人材ビジネスは何

か。さらにインターネット経由の採用の内訳をみ

ると，企業のウェブサイト（49.2%），ニッチサイ
ト（22.5%），さらに３大求人・求職サイトのモン
スター（12.2%），キャリアビルダー(9.0%)，ホッ
トジョブス（4.2%）と続く。人材ビジネスに焦点
をあてると，採用経路全体に占める大手求人・求

職サイト計は 6.9%，ニッチサイトの割合は 5.1%
である（図表4）。アメリカの大手企業が最も利用
する大手とニッチサイトはどのような特性を持っ

て支持されているのだろうか。次節以降は利用者
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に人気の高いモンスター（Monster.com）と，様々
なニッチサイトの概要を紹介する。 

 
Ⅲ．世界が注視するモンスター 
 
 ランキングで常に首位にあるのがモンスターで

ある。同サイトはユーザーの満足度も高く，74%
が素晴らしい・良いと回答している（Piper 
Jaffray 2005 HR Outlook Survey）。同サイトの
ビジネスの特徴は，まず一度見たら忘れられない

ユニークな怪獣のキャラクターにある。これを利

用しユーザーに分かりやすく誘導する仕組みであ

る。怪獣がサイトの中で自分のエージェントさな

がらに仕事を見つけ出すなど多彩な機能が魅力で

ある。またモンスターの親会社であるＴＭＰワー

ルドワイドの事業領域をみると，イエローベージ

や転職サイトから始まり，現在では学生の進学，

奨学金，インターンシップ，新卒，管理職，公務

員，軍人の再就職，結婚など，ユーザー個人の人

生におけるさまざまな場面で密接な関係を築く総

合サービスへと変化を遂げている（図表５）。他に

個人だけでなく，大学の就職課向けに卒業生のデ

ータベースサービスやバーチャルジョブフェア，

インターンシップの情報提供をするなど広く深厚

したサービスが多くの支持を得ている。 
 
Ⅳ．急増するニッチサイト 

 
1990年代後半のサイトの急拡大，2000年代中
盤にかけての求人・求職サイトは戦国時代を経て，

勝ち残ったのは 3大求人・求職サイトとニッチサ
イト。2006年はまさにニッチサイトの年といわれ
た。前節で述べた大手企業 24 社が利用したニッ
チサイトは，Bankjobs（金融）, Biospace（製薬・
ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）, Bloomberg（経済通信社）, 
CollegeGrad（新卒者向け）, Centerwatch（臨床
試験に関するポータル), Craigslist（案内広告）, 
Dice（IT系）, Direct Employers（大手企業専門）, 

Hcareers（ホスピタリティ）, Medzilla（ヘルス
ケア） ,CareerBoard.com( 中西南部地域 ), 
jobsinthemoney（金融）, LinkedIn（ＳＮＳ）, 
Media Bistro(マスコミ）, MSN（ポータル）, 
Nursing Spectrum（看護師）, SHRM（人事担当
者個人が所属する協会）, 6Figurejobs（年収 10
万ドル以上の求人専門）などであった。このよう

に，ニッチサイトは職種以外にも，地域，年収，

人種，所属する協会，働きかたなどその切り口も

多彩である。プロフェッショナル向けには雇用と

雇用以外の就業形態を選択できるもの，専門領域

ならではの詳細な検索項目も売りである。専門性

が高い人材ほど大手よりもニッチサイトを好む傾

向もあり，採用経路としての注目を浴びている。

これを受け大手サイト側もニッチサイトと相互リ

ンクを貼る，セミポータルや地方紙と提携する，

職種別協会の会員向けサイトを支援するなどして

ニッチへの関わりを強化している。 
 
Ⅴ．20XX年の人材ビジネス 

 
人材ビジネスは過去 10 年で当時の事業者の想
像をはるかに超える変化を遂げた。サイトの急増

によりニーズが発生したバーティカルサイトや，

企業の手間を省く複数サイトへの一括掲載の機能，

ビデオ面接などに見るように新たな発想や視点に

よるビジネスが今後も発生していくだろう。新し

い技術やアイデアを契機に市場の構造そのものが

大きく変化する可能性は十分にある。将来の覇権

をめぐっての競争は続き，来るべき未来社会に向

けて，先駆的な提案をした人材ビジネス会社が生

き残るであろう。また，個人の価値観や働き方，

ダイバーシティなどさらに複雑化，多層化した社

会の中で，いかに時代に即した商品サービスを提

供し続けられるか。これからの経営スタイルや働

く人々の多様なあり方を想定し，さらには固有の

文化や制度を考慮した人材ビジネスが生き残って

いくだろう。 
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図表3 米国の大手企業24社の採用経路          (%)  
        ダイレク  テンプ・  
採用 従業員に インター 大学 紙面 就職 人材 データ 

トソーシ 飛び込み トゥ・ その他 
経路 よる紹介 ネット 広告 フェア 紹介会社 なし 

ング ハイアー 

2005年 27.1 24.7 8.0 7.4 4.6 5.2 5.2 4.2 3.2 5.5 5.0 

2004年 31.7 29.6 5.6 6.0 5.5 3.2 3.2 15.2 - 調査対象外 調査対象外 

2003年 28.5 31.8 2.4 2.6 3.8 2.8 1.2 26.9 - 調査対象外 調査対象外 

出典：CareerXroads "5th Annual Sources of Hire Survey" 
注：2006年1月に実施された米国の大手企業24社への調査，24社の2005年の採用者数の合計18万8千人 

 

図表4 米国の大手企業24社の採用経路のうちインターネット経由の内訳  (%) 

ウェブサイトの種類 会社のウェブサイト ニッチサイト モンスター キャリアビルダー ホットジョブス 

2005年 49.2 22.5 12.2 9.0 4.2 
(全体の12.2 ) (全体の5.1 ) (全体の3.7) (全体の2.2) (全体の1.0) 

2004年 53.3 16.9 8.6 8.1 6.1 

2003年 67.9 17.6 8.7 4.1 1.8 

出典：CareerXroads "5th Annual Sources of Hire Survey" 

 

図表５ 米ＴＭＰワールドワイド社の事業領域(2006)  

Monster Campus
（新卒採用事業）

Monster Government Solutions
（政府受託事業）

コミュニティ
サイト事業

FlipDog.com

Jobs.com

Military.com

USAJobs
.com TMP.com

Admissions
.com

MakingItCount
.com

FinAid.org

FastWeb
.com

Monster
Learning.com

MonsterTRAK

Monster 
Worldwide

StudentJobs
.gov

AllSchools
.com

求人検索

履歴書登録
ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄ

履歴書作
成代行

求人広告

履歴書検索

ﾏｲﾓﾝｽ
ﾀｰﾌﾟﾚﾐ
ｱﾑ

採用情報ｻｲﾄ
のﾎｽﾃｨﾝｸﾞ

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ
ｴｰｼﾞｪﾝﾄ

ブログ

米国内外の
職種・希望勤務
地別求人検索
（Monsterと連動）

求人広告
の掲載

大学生・新卒者
向け求人検索
（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・
ｱﾙﾊﾞｲﾄ・正社員

求人広告

履歴書
検索

給与相場
の検索

奨学金検索
ｱﾙﾊﾞｲﾄ・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
検索(Monsterと連動）

Monster
Intelligence

大学検索

学生と保護者向け。
奨学金やﾛｰﾝなど学
費援助のガイド集

ｵﾝﾗｲﾝ申込

高校生・大学生・保護者
向け。学校生活、進学、
就職に関する情報を提供。
無料ｾﾐﾅｰを学校で開催

大学生向けアル
バイト検索
（公的機関）

求人検索

採用ﾌﾞﾗﾝ
ﾄﾞ構築

ｵﾝﾗｲﾝ
宣伝戦略

学費ﾛｰﾝ
計算ﾂｰﾙ

公的機関
向け求人
広告

Monster部門

福利厚生・教育・ﾆｭｰｽ・
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ・ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾌﾞﾛｸﾞ

現役・退役軍人
と家族向け求人
検索

Ringo
.com

オンライン
アルバム

紙面広告

結婚相手に望むことなど
自分の理想を明確にする
ﾃｽﾄをもとにﾏｯﾁﾒｲｷﾝｸﾞ

求人広告 大学入学課向
け

ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄ
ﾜｰｷﾝｸﾞ

大学就職
課向け
ｻｰﾋﾞｽ

出会い系
ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄ)

LoveHappens
.com

性格診断ﾃｽﾄ

HappyMarriage
.com

※2007年3月31日に
サービス終了予定

Monster.com
Monster

Part-time

企業向け。近隣
に住むアルバイト
希望の学生の検
索(FastWebと連動）

求人広告
社会人向け。大
学・ｵﾝﾗｲﾝ大学
の検索求人の地域＆

職種別検索
（Monster.comと連動）

Tickle.com

TMP Worldwide Communications  （求人広告代理店）

（アメリカ以外）

インド

ポーランド

オーストリア

ハンガリー

チェコ

ドイツ

スイス

フランス

中国

韓国

 
出典：㈱リクルート ワークス研究所労働政策チーム（2006）

 

4/4 



<<
  /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




