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１-１ システム監査技術者試験の対象者像 

システム監査技術者試験の対象者像は，次のように規定されています。業務と

役割，期待する技術水準，レベル対応も示されています。 

 

対象者像

高度 IT 人材として確立した専門分野をもち，被監査対象から独立した立場で，
情報システムや組込みシステムに関するリスク及びコントロールを総合的に
点検，評価し，監査結果をトップマネジメントなどに報告し，改善を勧告する
者 

業務と
役割 

被監査対象から独立した立場で，情報システムや組込みシステムを監査する業
務に従事し，次の役割を主導的に果たすとともに，下位者を指導する。 
① 情報システムや組込みシステム及びそれらの企画・開発・運用・保守に関

する幅広く深い知識に基づいて，情報システムや組込みシステムに関するリ
スクを分析し，必要なコントロールを理解する。 

② 情報システムや組込みシステムに関するコントロールを検証又は評価す
ることによって，保証を与え，又は助言を行い，IT ガバナンスの向上やコ
ンプライアンスの確保に寄与する。 

③ ②を実践するための監査計画を立案し，監査を実施する。また，監査結果
をトップマネジメント及び関係者に報告し，フォローアップする。 

期待する
技術水準

情報システムや組込みシステムが適切かつ健全に活用され，IT ガバナンスの
向上やコンプライアンスの確保に貢献できるように改善を促進するため，次の
知識・実践能力が要求される。 
① 情報システムや組込みシステム及びそれらの企画・開発・運用・保守に関

する幅広く深い知識をもち，その目的や機能の実現に関するリスクとコント
ロールに関する専門知識をもつ。 

② 情報システムや組込みシステムが適用される業務プロセスや，企業戦略上
のリスクを評価し，それに対するコントロールの問題点を洗い出し，問題点
を分析・評価するための判断基準を自ら形成できる。 

③ IT ガバナンスの向上やコンプライアンスの確保に寄与するために，ビジ
ネス要件や経営方針，情報セキュリティ・個人情報保護・内部統制などに関
する関連法令・ガイドライン・契約・内部規定などに合致した監査計画を立
案し，それに基づいて監査業務を適切に管理できる。 

④ 情報システムや組込みシステムの企画・開発・運用段階において，有効か
つ効率的な監査手続を実現するための監査技法を適時かつ的確に適用でき
る。 

⑤ 監査結果を事実に基づく論理的な報告書にまとめ，有益で説得力のある改
善勧告を行い，フォローアップを行うことができる。 

レベル
対応 

共通キャリア・スキルフレームワークの 
人材像：サービスマネージャのレベル 4 の前提要件 

図表１ システム監査技術者の対象者像 

 

１．出題範囲
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平成 25 年度に出題された問題を振り返って，これからの出題傾向の予想と対策

を述べます。合格につながるヒントを得るつもりで読んでください。 
なお，アイテックから本書の姉妹編として刊行している『徹底解説 システム

監査技術者 本試験問題』には，過去 3 年間の問題（午前Ⅰ，午前Ⅱ，午後Ⅰ，

午後Ⅱ）とその詳細な解説がまとめられています。直近の出題内容を知り，自分

で解いてみることは，実力向上に効果的ですので，ぜひ学習に役立ててください。 
 

２-１ 午前の出題範囲 

(１) 午前Ⅰ試験の問題 

共通知識として出題範囲の全分野から 30 問出題される午前Ⅰ試験ですが，出

題分野の内訳は，テクノロジ系分野が 17 問，マネジメント系分野が 5 問，スト

ラテジ系分野が 8 問で，前回の平成 24 年度秋期試験と同じです。 
午前Ⅰ試験の分野別出題数は，次のような結果でした。 
 

分野 大分類 
平成 24 年

春期 
平成 24 年

秋期 
平成 25 年 

春期 

テクノロジ系 

基礎理論 3 3 3 
コンピュータシステム 5 5 5 
技術要素 7 7 7 
開発技術 2 2 2 

マネジメント系
プロジェクトマネジメント 2 2 2 
サービスマネジメント 2 3 3 

ストラテジ系 
システム戦略 4 3 3 
経営戦略 3 3 3 
企業と法務 2 2 2 
合 計 30 30 30 

図表 4 午前Ⅰ試験 分野別出題数 
 

 
 
 

２．出題予想（平成 25 年度試験の振返り） 
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３-１ 午前試験の対策 

 前述したように午前Ⅰ試験ではあらゆる分野から出題されます。これをクリア

しないと次の試験は採点されないので，点数を上げるためには特に苦手な分野の

学習に時間をかける必要があります。できるだけ多くの問題に接し，自分の得意

分野と不得意分野を認識して，不得意分野に関しては積極的に学習していくよう

にしましょう。本書にも出題されそうな問題を収録しています。 
 更に多くの問題に取り組みたいときには，アイテック刊行『応用情報・高度共

通 午前試験対策』の活用をお勧めします。できるだけ多くの問題を解くことが自

信と実力アップにつながります。 
 午前Ⅱ試験では専門分野に絞られた問題が出題されます。本書にはそうした範

囲で対象となる知識項目をキーワードとして挙げ，それに対応する問題を多数収

録していますので，しっかり学習してください。また，専門分野の問題では過去

の試験で出題された問題がそのまま，又はごく一部の変更を加えただけで，再度

出題されることが多いので，過去の問題を確実に解けるようにしておくことが合

格に近づく道です。できるだけ多くの問題を解きましょう。 
 本書で予測しているテーマの問題が確実に解ければ，前述の「2．出題予想（平

成 25 年度試験の振返り）」で分析したような新傾向問題が解けなくても合否に直

接かかわるとは思えません。しかし，計算間違いや勘違いもあるので，1 問でも

多く解答できた方が安全です。このような問題の対策としては，日ごろから新聞

雑誌などに積極的に触れて，時代に即した新しい用語への知識を補給することも

重要です。 
 
３-２ 午後Ⅰ試験の対策 

午後Ⅰ試験問題では，ある事例（ケース）に基づく応用判断能力が求められま

す。この応用力を修得するためには，問題演習を中心に学習する必要があります。

試験センターから発表されている午後試験の出題範囲は，前述の「1．出題範囲」

の図表 3 に記載しているとおり，「情報システム・組込みシステム・通信ネット

ワークに関すること」，「システム監査全般に関すること」，「システム監査の計画・

実施・報告に関すること」，「システム監査関連法規に関すること」という四つの

３．学習のアドバイス
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 本書では，午前問題の出題範囲に基づいて，章ごとに学習目標，キーワードを

設定し，午後問題では部ごとに学習目標を設定しています。学習の際には，まず，

この部分を読み，どのような内容が含まれているかを頭に入れましょう。  

  
第 1 章 システム監査 

 
１．１ 監査業務 
【学習目標】 

 情報システムに関係する監査の目的，種類を理解する。 

■キーワード ✎ 
■ 会計監査 ■ 業務監査 ■ システム監査  
■ 情報セキュリティ監査 ■ 個人情報保護監査 
■ コンプライアンス監査 ■ 法定監査 ■ 任意監査  
■ 内部監査 

 
①  学習目標 

学習の到達度や学習時間の目安になります。 
出題分野別の学習概要を確認してください。 

② キーワード 

理解しているキーワードの□をチェックしましょう。 
意味が分からないものは，教科書・参考書で学習してください。全てのキー

ワードにチェックができるように学習を進めてください。 
  

出題分野一覧の重点分野のうち，出題頻度が高いと予想される章を     

で示しています。ここに掲載された問題は必ず解いてください。キーワード

の□にチェックが少ない場合は，特に重点的に学習してください。 

キーワードのチェックが終わったら，問題を解いてみましょう。 

４．本書の使い方

最重要!! 

①

②

最重要!!
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問１-49
  

内部統制として効果的な職務の分離の説明はどれか。 
(H24 春-AU 午前Ⅱ問 10) 

ア 開発部門のプログラマが運用部門のオペレータを兼務しない。 
イ 購買管理で購入物品の検品と検品確認入力を同じ担当者が行わない。 
ウ 資材管理で資材の搬入確認と搬入確認入力を兼務しない。 
エ 電子送金システムでシステムの始動と送金操作を同じ担当者が行わない。 

 

③  チェックボックス 
次の方法で問題演習をすると効果的です。 
問題番号の右に三つのチェックボックス        があります。これを

使って，解答に対する自信の度合いをチェックします。チェックボックスは，

1 問に付き 3 回にわたってチェックをすることができます。 
後まで問題を解いたら，解答を確認しましょう。 

  

 正 解
この問題は，完全に理解しています。しかし，油断は禁物，関
連部分の再チェックも怠りなく。 

 
不正解

直ちに知識の訂正をしましょう。その場で徹底的に調べること
で，以後，絶対に間違わなくなります。この部分の学習は充実
すること請け合いです。 

 
 ここで紹介したチェックの方法は，一つの例です。自分が も効果的である

と思う方法で，チェックボックスを有効に活用してください。 
④ 問題区分 

問題の区分を表します。問題に関する得意不得意の判断となり，効率的な問

題選択ができます。 

計算･･･問題文の条件から数値を導き出す能力が問われる。 

考察･･･問題文の条件から適切な推測をする能力が問われる。 

用語･･･用語の意味・定義についての知識が問われる。 

文章･･･選択肢の文章を理解する能力が問われる。 

 

CHECK 文 
章③ ④

⑤
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午前Ⅱ 

シ
ス
テ
ム
監
査
 

サ
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ビ
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１ 

１．３ システム監査の対象業務 

【学習目標】 
 システムの企画・開発・運用・保守業務というライフサイクル全般に及ぶ

こと，各段階で評価する内容を理解する。 

 システム監査を実施する目的及び対象業務は，規程及び契約書によって明

確に文書化し定めることを理解する。 

■キーワード 

■ 企画の妥当性     ■ 開発業務の生産性 ■ 利用者満足度  
■ 保守業務の生産性   ■ コントロール  ■ 採算性  
■ 適時性        ■ 情報セキュリティ ■ 内部監査規程 
 

 
１．４ システムの可監査性 

【学習目標】 
 システム監査を円滑に実施するため，情報システムは可監査性を意識して

構築，整備されなければならないことを理解する。 

■キーワード 

■ ログ ■ トレース ■ 監査証拠 
 

 
１．５ システム監査計画 

【学習目標】 
 有効かつ効率的な監査を行うために，システム監査人は監査の目的，監査

手続の内容，時期，範囲などの監査計画を作成することを理解する。 

■キーワード 

■ システム監査計画書    ■ 中長期計画書    ■ 基本計画書  
■ 個別計画書 

 
 
１．６ システム監査の実施（予備調査，本調査，評価，結論） 

（１）予備調査，本調査，評価・結論 
【学習目標】 
 予備調査，本調査，評価・結論の一連の活動を理解する。 

■キーワード 

■ 監査手続書    ■ 査閲    ■ 監査調書 

✎

✎

✎

✎
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 システム監査 
  

問１-１ 
  

システム監査の特質はどれか。 
(H18 春-AU 問 47) 

ア システム監査が内部監査として行われる場合であっても，監査人は経営者

から独立していなければならない。 
イ システム監査は，監査対象から独立した立場で行う情報システムの監査で

あり，システムの企画・開発・運用・保守に責任を負う。 
ウ システム監査は，業務監査の一環として行ってはならない。 
エ システム監査は，原則として，情報システムが“システム管理基準”に準

拠しているかどうかを確かめる。 
 
  

問１-２ 
  

JIS Q 9001（ISO 9001）の内部監査とシステム監査の関係はどれか。 
(H18 春-AU 問 55) 

ア ISO 9001 の内部監査は，ソフトウェア製品の供給者が利用者に対して製

品の品質を保証するために行うもので，システム監査よりも対象範囲が広い。 
イ ソフトウェア製品の開発プロジェクトを対象とするシステム監査が，ISO 

9001 の内部監査に相当する。 
ウ ソフトウェア製品の利用者に対して監査報告を行うという点で，システム

監査と ISO 9001 の内部監査は共通している。 
エ ソフトウェアの品質確保の観点から行うシステム監査は，ISO 9001 の内

部監査に相当する場合がある。 

文 
章

CHECK

文 
章

CHECK

 
 

 
 第１章
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午後Ⅱ 

論
述
式
 

 

問４ 
  

グローバルな統一システムの企画段階の監査について 
(865279) 

今日，多くの日本企業が持続的成長を求めてグローバル市場に着目し，海外市

場の開拓や海外での M&A を加速させている。そして，これを機にグローバル環

境における業務プロセスを統一し，海外の各拠点で独自に構築されてきた情報シ

ステムを統合して，グローバル統一システムを構築する動きも高まってきている。  
しかし，グローバルな統一システムの構築を進めていくためには，例えば次の

ような課題がある。 
・グローバル IT ガバナンスとそれに基づいた組織運営の確立 
・各国の各拠点から生成されるデータの統一化と統合 
・現状は各国で業務プロセスが異なり，また言語や文化が異なる上での統一

化 
・世界中を連携させるためのネットワークやサーバ性能等のテクノロジーの

確立 
・グローバルなオペレーションへの対応（24 時間連携体制）の確立 

したがって，グローバルな統一システムの構築に当たっては，企画段階におい

てこれらの課題の解決策を検討しつつ，グローバル戦略を適切に反映させた統一

性のある業務プロセスとし，またそれに基づいて開発していく情報システムの有

効性や実現性を確保しなければならない。 
システム監査人は，このような点を踏まえた上で，グローバルな統一システム

の企画段階でしかるべき活動が適切に行われ，システム開発に向けた有効性や実

現性が確保されていることを確かめなければならない。 

あなたの経験と考えに基づいて，設問ア～ウに従って論述せよ。 

CHECK
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解答 
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１ 

第1 部 

問１-１ エ システム監査の特質 (H18 春-AU 問 47)

システム管理基準は，システム監査基準に従ってシステム監査を実施する場合

に，原則として，監査人が監査上の判断の基準の尺度として用いるべき基準であ

る。したがって，システム監査を具体的に進める場合に監査対象の情報システム

がシステム管理基準に準拠しているかどうかの確認が重要である。もちろん，組

織体の実態を反映する必要があるので，あらゆる点でシステム管理基準を守るこ

とを強制するわけではなく，あくまで「原則として」ということになる。つまり，

（エ）が正解となる。 
ア：内部監査を行うシステム監査人は，監査部門又は内部監査的な機能を果たし

ている総務部，社長室，企画部等に所属し，監査対象部署からは独立している

べきである。しかし，内部監査も経営活動の一環であり，監査人が経営者から

独立する必要はない。 
イ：監査人は指摘事項，改善事項等について意見を表明する立場であり，システ

ムの企画・開発・運用・保守に責任を負う立場ではない。 
ウ：システム監査が業務監査の一環として行われることもある。監査人は監査部

門に所属していることが望ましく，監査役が行うことも可能である。 
 

問１-２ エ JIS Q 9001 の内部監査とシステム監査の関係 (H18 春-AU 問 55)

ISO 9001:2000 の内部監査とは，品質マネジメントシステムにおける次の 2 点

が満たされているか否かを明確にするために組織において実施されるものであ

る。 
・品質マネジメントシステムが個別製品の実現の計画に適合しているか，この規

格の要求事項に適合しているか，及び組織が決めた品質マネジメントシステム

要求事項に適合しているか。 
・品質マネジメントシステムが効果的に実施され，維持されているか。 

ソフトウェアの品質確保の観点から実施されるシステム監査も， ISO 
9001:2000 で取り扱っている品質マネジメントシステムと同様の観点で実施され

ているため，ISO 9001:2000 における内部監査に該当する場合があるといえる。

したがって，（エ）が適切な記述である。 
ア： システム監査はソフトウェアの品質保証のためだけではなく，システムの信

頼性・安全性・有効性の確保を目的とするので，システム監査の方が，場合に

よっては対象範囲が広いこともある。 
イ： 開発プロジェクトのシステム監査は，品質マネジメントシステムに関する監

査以外の分野も扱うことがある。 

システム監査 
サービスマネジメント 
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第1 部 情報システム運営とその監査 

問１-１  システムコスト管理の監査 (H8 秋-AU 午後Ⅰ問5) 

【解答例】 
［設問１］ (1) 経理部が EUC に必要なハードウェア及びソフトウェア導入にかか

わるコストを営業部門の販売費予算に計上している。 
 (2) 販売費予算とハードウェア，ソフトウェア導入費用は切り分け，適

切に管理する必要がある。 
［設問２］ (1) 情報システム部：開発課で行うべきコスト管理を経理部が行ってい

る。 
  営業部門：開発計画書は委託先において作成され，運用コストにつ

いて人件費や減価償却費が費用項目として管理されていない。 
 (2) 情報システム部：プロジェクト管理者が開発スケジュール管理だけ

でなく，経理部で行っているコスト管理を適切に行う必要があ

る。 
  営業部門：システム開発計画は委託先に全て任せるのではなく利用

部門が作成し，人件費や減価償却費等の費用も適切に管理を行

う必要がある。 
 
【解説】 
［設問１］ 

問題文にあるキーワードの要約 
① 環境整備の一環として，エンドユーザコンピューティングを推進した結果，部門

によっては情報処理にかかわるコストが新たに発生し，従来のような情報システム

部におけるコスト管理だけでは，システムコストを適切に管理できなくなってき

た。 
② プロジェクト計画は，プロジェクトごとに作成・決裁されている。“決裁規程”

によれば“開発マニュアル”に基づいて積算したシステムコストの金額によって，

各開発課長，情報システム部長又は社長の決裁が必要である。 
③ 開発課でのコスト管理について，プロジェクト管理者は，開発スケジュールに遅

延が生じないように管理することに主眼を置いており，コスト管理は経理部に任せ

られている。 
④ 経理部において EUC に必要なハードウェア及びソフトウェアの導入にかかわる

コストは，営業部門の販売費予算に計上されている。 
⑤ 第 1 営業部において，販売促進を目的として取引先にダイレクトメールを発送す

るためのクライアントサーバシステムを昨年度下期に開発し，LAN 工事費は情報シ

ステム部の予算を充当するのでコストから除外している。 



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    48.19000
    48.19000
    66.61000
    66.61000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    17.00000
    17.00000
    23.50000
    23.50000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




