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第１章 事例１ 

 

 

１．事例概要 
 

韓国のＳ社は自動車部品会社であり年商約２００億ウォン程度の中堅企業で、韓国

内の自動車会社Ａに部品を納品している会社である。Ｓ社は部品を納品するＡ社から

新車開発に伴う新しい部品の開発の要求を受け、このため自社にて相当額の費用をか

け所定の開発成果を上げた。しかし、Ａ社はＳ社の零細性を理由に高い市場の信頼度

を持った外国の先進企業から技術移転を受けて製品を生産するよう要求し、Ｓ社は至

急このような要求条件に合う外国企業を物色した結果、ドイツのＫ社を選択した。 

Ｓ社は慌しくドイツのＫ社に一方的な技術導入意思を表明した。ドイツのＫ社はＳ

社に対して対象技術に係わる韓国内の市場規模と可能な収益規模及び隣接国家への輸

出の可能性などに対する資料を要求した。更に、現在のＳ社の収益構造、マーケット

シェア及び生産設備とテクニカルスタッフなどに対して詳しい情報を要求した。Ｓ社

は自社に係わる資料は簡単に準備することができたが、国内の市場規模と予想収益規

模及び隣接国家への輸出可能性などに対して把握することが容易ではなかった。しか

し、Ｋ社から否定的な回答を受けることを憂慮し、予想可能な最大規模の市場と予想

収益及び輸出可能性を基にした資料を作成した。 

その後、ドイツのＫ社は自社の技術移転契約書の草案をＳ社に送ってきた。その主

要な内容は次のようになる。 

 

(１) 契約期間は３年とする。必要時には新たな契約書を作成する。 

(２) 前払金は、ＵＳ＄５００，０００とする。経常技術料は売上高の５％とする。 

(３) 経常技術料は四半期別に精算し、この精算のために各四半期終了後２週間以内

にＫ社が要求する関連財務資料を提出し、必要時にはＫ社が派遣する公認会計

士の監査を受ける。 

(４) 四半期別最低技術料をＵＳ＄５０，０００とする。 

(５) 技術実施の範囲は韓国内に限定する。 

(６) 本技術に関する改善事項が伴う新しい産業財産権の権利はドイツのＫ社に帰属

する。 

(７) 開発製品の生産のための設備や原資材の購買時は、ドイツのＫ社の指定する企

業が生産する設備を購買するようにする。 

(８) 本契約に関連し紛争発生時にはドイツの裁判所でドイツの法律により解決す

る。 
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この契約書の草案を受け取ったＳ社は、内容が自分達にとって非常に不利であると

考えたが、時間的な制約と内部の専門スタッフ不在により適切に対応することができ

ず、最小限の修正後に技術導入契約を交わした。 

これによってＳ社は一時、経営上の困難に直面した。 

 

２．事例の検討 
 

上記の契約内容はさまざまな面で技術導入をするＳ社（すなわち、実施権者）にと

って不利なものである。 

実施権者の立場から上記の契約過程及び内容における問題点を挙げれば次の通りで

ある。更に、以下の内容は技術提供者の立場から逆に適用してみることもできるであ

ろう。 

 

２－１．検討事項１：新規事業に係わる不十分な事前検討 
 

まず、Ｓ社は新規事業に対し、技術獲得戦略（ライセンス戦略）も選択肢に含めて、

環境分析、事業計画の立案を実施すべきであった。 

基本的にＡ社の新規部品要求に対して、他社からの技術獲得も念頭において具体的

な事項（Ａ社の内部方針や、納品規模など）の徹底的な確認をすべきところ、これを

怠ることにより不必要な技術開発による時間及び費用の浪費をもたらした。また、こ

れによる時間遅延によりＫ社以外の技術供給元を探すことができず、技術導入契約時

に充分な時間をとって自らに有利な条件を得るための交渉の機会を持つことができな

いという問題につながっていった。 

 

２－２．検討事項２：契約期間 
 

上記契約は技術権利の使用期間を３年としたが、通常の場合、新車が消費者市場に

出るまでに最低１年はかかるので、結局売上げ発生のための導入技術の使用期間は２

年に過ぎない。よって、一般的な自動車の場合の本格的な売上げ発生の前に技術使用

契約が満了することになり、この時点でＳ社は契約の更新を余儀なくされる。ドイツ

のＫ社はこのような事項を予見して“必要時は新たな契約をする”と草案に明示する

ことで、市場状況を反映し自社に有利な契約を締結するための戦略遂行に成功してい

る。 
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２－３．検討事項３：技術料の決定 
 

Ｋ社は前払金をＵＳ＄５００，０００とし同時に経常技術料を売上高の５％として

いる。経常ロイヤルティと併用しており年商２００億ウォン程度の中堅企業にとって

は少し多すぎる前払金と言える。 

更に、経常ロイヤルティを“売上高”の５％としているがこれは取引慣行上、純売

上高と修正しなければならない。純売上高の場合、控除項目を明示することで以後の

紛争発生を予防することができる。 

 

２－４．検討事項４：技術料の精算 
 

Ｋ社の草案には経常技術料の精算は四半期別に行うようにしている。しかし、韓国

の中小企業の事情において、四半期別に精算する場合は非常に稀なので、中小企業の

事情を考慮して毎年１回とすることが実施権者には有利である。更に、必要な場合に

ドイツ側の公認会計士を派遣し監査できるとなっているが、これは韓国のＳ社にとっ

て費用などの面においても不利である。 

 

２－５．検討事項５：技術実施範囲 
 

契約書の草案には、技術実施の範囲を韓国内と規定している。しかし、移転技術を

用いたＳ社の部品が使用される韓国のＡ社の自動車が主にヨーロッパやアメリカ向け

に輸出されることを考慮すれば、これは現実的にＳ社にとって極めて不利な内容であ

る。 

 

２－６．検討事項６：新規産業財産権の帰属 
 

ドイツのＫ社が提示した草案には、“使用が許諾された技術の使用期間中にこの技

術に関する改善事項によって新たな産業財産権が発生した場合、その権利がＫ社に帰

属する”となっているが、改善事項がＫ社から許諾された技術に基づくものであると

しても、改善事項により新規に発生する知的財産権はＳ社にその権利があるので、こ

のような規定は実施権者であるＳ社に非常に不利な内容である。実施権者であるＳ社

の立場においては、新規に発生する産業財産権はＳ社にその権利があること、及び、

一定期間の間にのみＫ社が無料でまたは所定の対価を支払ってその権利を使用するこ

とができ、契約期間満了後には元々の提供技術と新規に発生した技術をお互いに交互

に使用できるようにすることを規定したクロスライセンス条項を挿入することが望ま

しい。尚、このクロスライセンス契約の締結において、別途の契約締結なしに相互協
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議によって同一契約内にて進めたり、別途の契約を新たに締結することもできるが、

その内容も契約書に明示しておくことが望ましい。（第５編第１章‘１０．改良発明

条項’を参照） 

 

２－７．検討事項７：関連設備及び原資材の購買 
 

技術提供者が技術導入者に関連設備及び原資材の購入に係わり自社権利を主張する

ことは、場合によっては技術導入者である実施権者に非常に不利となる可能性がある。

該当設備及び原資材の供給者が多数である場合には、その技術導入者からの原資材な

どの購入費用が一般価格より高いとき、他の供給者から供給を受けることができると

いう条項を追加することが実施権者に有利である。(第６編第１章‘９．部品などの供

給条項’を参照） 

 

２－８．検討事項８：紛争解決条項 
 

上記の契約においては紛争解決を技術提供者の国の裁判所で解決するとなっている

が、これは全く実施権者に不利な内容である。国際慣例では売上げが発生する現地の

法と裁判所によって紛争を解決するようになっている。一般的に韓国内で紛争を解決

しようとするなら、大韓商事仲裁委員会の仲裁を先に経るのが両当事者に有利である。 
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第２章  事例２［韓国電子通信研究所のＣＤＭＡ技術移転契約及び紛争事例］ 

 

 

１．事例概要 
 

＜経緯＞ 

 

韓国電子通信研究院（ＥＴＲＩ）は１９８９年から１９９６年まで８年間の間、通

信事業者の出資金６６０億ウォンを投入して世界で最初にデジタル移動通信システム

（ＣＤＭＡ）を開発し商用化に成功した。この事業では１９９２年からアメリカのＱ

社と国際共同研究開発を推進した。 

しかし、移動通信技術市場を正確に予測することができず国際共同開発契約と技術

実施契約で問題を誘発し、ＥＴＲＩは政府外郭の研究機関として初めて国際紛争に巻

き込まれるという困難を経験したが、国際仲裁で勝訴し１億ドル以上のロイヤルティ

を受けた。 

 

＜紛争に係わる具体的な契約内容＞ 

 

Ｑ社は、ＥＴＲＩと締結した契約書によって国内企業から受け取る技術料をＥＴＲ

Ｉに一部配分したが、次の年に技術料が大きくなると、技術料配分を以前年度と異な

り一方的に契約書の条文を解釈した。 

 

①Ｑ社は９１年にＥＴＲＩとＣＤＭＡ共同開発合意を締結しＱ社が韓国国内企業から

徴収する国内販売分の技術料の２０％をＥＴＲＩに支給するようにしていたが、その

規定を破って９７年から１１％のみを配分した。 

 

ＥＴＲＩとＱ社間の主要な紛争事項は、  

• 配分対象の範囲（ＰＣＳの含有有無） 

• 純経常技術料の算定方式及び 

• クォルコム社のＥＴＲＩに対する国内企業から徴収する国内販売分の技術料

配分義務の終了時点 

などであった。 

 

②技術料の分配対象範囲においてＱ社はセルラーに限定したが、ＥＴＲＩはセルラ

ー、ＰＣＳ、無線ＰＡＢＸを含まなければならないと主張した。 
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③配分技術料の算定方式においてもＱ社は各種税金を控除した純ロイヤルティを基準

に配分しなければならないと主張したが、ＥＴＲＩは税引前の総技術料を基準に配分

しなければならないと主張した。 

 

このような見方の違いをお互いに克服できず国際仲裁申請を始め、ＥＴＲＩは技術

料紛争特別対策班を別途に構成して対応し、２０００年７月に国際仲裁で最も重要な

聴聞会がアメリカのサンディエゴで開かれた。ここで、両側の弁護団、証人、技術専

門家、会計専門家の間で熾烈な攻防の末に２０００年１２月国際仲裁の判定結果が下

された。その結果は、セルラーのみならずＰＣＳ、無線ＰＡＢＸに対しても税引前の

総技術料の２０％を基準に配分しなければならないというものであった。 

 

 

この国際紛争において主要な話題となった内容は、契約書上において使用する用語

を正確に定義しなかったことに起因したものであった。つまり、Ｑ社とＥＴＲＩは韓

国内における共同技術者であり、第三者から技術料を受ければ互いに分配する事にし

ていたが、このとき、具体的にどの技術料をどのように分配するのかに対する契約事

項の解釈において問題が生じたのである。すなわち、Ｑ社は韓国内で支払われた技術

料をＥＴＲＩに少なく分配しようとしたが、訴訟の結果、より多くの額を支払わなけ

ればならないことになった。 
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第３章 事例３［技術対価交渉事例］ 

 

 

１．事例概要 
 

＜背景＞ 

 

韓国のＡ社は、特定産業用装備の生産に必要な独立的機能の核心部品Ｘ（以下‘契

約製品’とする）を輸入してきたが、直接生産する計画を立て、必要な技術を日本の

Ｂ社から導入することにした。Ｂ社は技術力が高いという評価があるのみならず、上

記核心部品Ｘの自主生産に必要な様々なサポート（技術指導、部品供給など）をしっ

かり受けることができるためである。 

Ｂ社としても、新製品の開発が完了し、従来の核心部品Ｘの寿命を延長し、開発費

用の回収を考えていたので、両当事者の交渉が開始された。 

 

＜交渉過程 Ａ社とＢ社の提示条件 ＞ 

Ｂ社は、次の条件を提示した。 

 

前払金として契約モデル当たり１億円、経常ロイヤルティとして契約製品に所要され

るエネルギー消耗量体積（ｃｃ）当たり８円、最低技術料として毎年３，０００台以

上の契約製品を生産、使用し、これに至らずとも生産、使用したたものとみなして技

術料を支給する。 

 

これに対しＡ社は、Ｂ社の提示内容を検討した結果、経常ロイヤルティのみでも総

製造原価の１０％に匹敵し、最低物量を満たすことができない場合にも最低技術料を

支給しなければならない場合、過度な負担となることが予想された。更に、輸入して

使用している契約製品の総入庫価格に水準を合わしても推定総製造原価の１０％以上

を技術料が占めるならば、技術導入による自社生産の意味がないものと判断した。従

って、自社生産に意味を持つことができ、長期的に契約製品が使われる装備の価格競

争力を十分に確保することができると判断される技術料水準を推定し、次の通り逆に

修正をし提案を行った。 

 

前払金として契約モデル当り４，０００万円、経常ロイヤルティとして技術提供で新

たに国産化（自社または下請生産）される部品の価格合計に対し３％を支給し、最低

技術料は支払わないものとする。 



 

 

331 

 

２．交渉の内容 
 

当事者間の利害関係を調整し、合意を実現するためには、時間、情報および影響力

という三つの要素を活用することが要求される。 

上記の事例においては、Ｂ社は会社の当該年度の業績が悪化し決算期前に技術を移

転して、業績改善に役立つことを望んでいた（Ｂ社の時間の切迫性）。しかし、Ａ社

は２年という充分な時間の余裕があり、交渉をゆっくりと進めることができ、少しで

も満足がいかなければ、他の手段に切り替える準備をしていた。更に、Ｂ社がすでに

同じ技術を中国にライセンスしたこともあったので、Ａ社はこのような内容（情報）

を交渉で充分に活用することができた。 

６～７回もの長丁場に亘った技術料交渉は、次のような合意点に達し、その合意結

果を会議録に明示し、署名した。 

 前払金：５，０００万円/モデル 

 経常技術料：技術移転で国産化する部品金額合計の５% 

 最低技術料：契約初期２年間は最低技術料の適用を排除し３年度以降にのみ

適用するが、残余契約期間３年間で累計９，０００台分を保証する。契約期

間の延長の場合は年間４，０００台を越えない範囲内で新たに修正合意する。 
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第４章 事例４ 

 

 

１．事例概要 
 

韓国のＨ社は、韓国内最大の重電機器メーカーであり１９６２年設立以後、変圧器、

遮断機、電動機などの重電機器製品を生産している。年商は約７千億ウォン、従業員

数は３千名に達する大企業である。一方、重電機器製品は次のような特徴を持ってい

る。 

 

(１) 国家基盤施設として高度の信頼性を要求する施設材製品 

(２) 電気・電子・機械及びコンピューター技術を共有する総合技術製品 

(３) 投資規模が大きい一方、需要は限定されていて投資回収に長期間が必要 

(４) 他産業の景気変動に多くの影響を受ける従属的な需要特性 

(５) 高度の技術と多くの経験が必要で技術開発が難しい 

 

上記のような重電機器の製品特性を鑑み、韓国内の経済状況を考慮してH社は迅速な

国産製品開発のために多くの時間を必要とする自社開発よりは外国技術の導入に依存

して製品開発を行ってきた。 

 

Ｈ社が外国企業から導入した技術を種類によって区分して見ると、まず一つの製品

がそれ自体として所定の機能を遂行する製品（以下‘単品’という）と複数の製品が

総合して機能する製品（以下‘システム’という）とに区分することができる。 

以下においてはＨ社が日本から導入した技術に関する５件の契約内容に関して説明

するが（事例４－１～事例４－５）、５件とも全て全般的に技術導入者には不利な

（すなわち、技術提供者には有利な）内容が大部分であるから、これを念頭において

頂きたい。更に、事例４－１において紹介されている契約の主要内容のうち、残りの

事例にも同一か類似して含まれる契約内容は残りの事例の紹介では省略した。 
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２．事例概要（事例４－１） 
 

契約対象製品は、電力用遮断機で、ハードウェア（Hardware）を中心の単品に分類

することができる。技術提供者の国籍は日本であり契約期間は５年である。 

 

＜主要契約内容＞ 

 

（１）許可権利 

技術提供者の技術情報と特許を使用して契約製品を韓国内において独占的に製造、

使用及び販売することができる権利が許可されるが、技術導入者が韓国内に契約製品

を供給することができなくなる場合は、技術提供者が直接、韓国内に供給することが

できる。 

 

（２）販売（輸出）地域の制限 

中国、インドネシア、日本を除いた国家に非独占的に輸出が可能であり、上記の３

つの国家は予め同意が必要である。 

 

（３）技術料支払い方式 

• 技術資料費：技術導入者が選定する製品モデルに対してモデル当り７７５万円 

• 経常技術料：純売上高の０．７% 

• 純売上高：総売上高-(技術提供者からの収入額+運搬費+設置費+包装費+広告費） 

• 韓国内の税金：技術提供者が負担 

 

（４）提供技術の内容 

• 特許：契約期間内に技術提供者が契約製品に関して保有する特許技術 

• 技術情報：図面、部品リスト、試験仕様書、購買仕様、組立仕様書、データ、公

表された研究開発報告書などの技術資料及び人的技術指導によって提供した情報 

• コンピュータープログラム：言及なし（未提供） 

• 商標、商号:技術提供者の商標使用不可（ただし、技術提供者と技術提携関係と

いう語句は使用可能であり、技術提供者は技術導入者の品質点検権利を保有） 

 

（５）改良技術の移転 

技術提供者の改良技術は追加費用の負担なく技術導入者に提供されるが、モデルが

変更されるほどの大幅な改良技術は該当しない。 

 

（６）契約満了後の技術使用権 
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技術情報の場合は、契約期間満了後にも技術導入者は無料で継続的に使用可能であ

り、特許技術は別途の合理的条件で双方の合意の後、使用可能である。 

 

（７）秘密保持 

契約期間内に技術導入者は、技術提供者の技術情報が漏れないよう妥当な措置を取

らなければならず、技術導入者が下請けさせる場合は、下請業者にも同等の義務を負

担させなければならない。契約満了後にも３年間同等の義務を負担する。 

 

（８）特許権侵害時の防御義務 

技術提供者の特許が第三者の特許権を侵害するという異議が提起された場合、技術

提供者は技術導入者がこれを解決できるよう最善のサポートをする。 

 

２－１．契約（事例４－１）の特徴 
 

（１）契約満了後の技術使用権条項 

上記“（６）契約満了後の技術使用権”に関する条項は、契約満了後の技術導入者

による技術情報の使用権利を明示的に規定したことで、技術導入者に非常に有利な条

項と言える。 

 

（２）技術提供者の特許内容の通報義務条項の不備 

契約期間満了後、技術導入者が契約をこれ以上延長せず技術の自立を通じて独自生

産を継続するためには、技術提供者の特許技術に対する代替技術を開発、保有しなけ

ればならないので、技術導入者は技術提供者の国内外の特許内容に対して常時把握し

ながら対処しなければならない。 

従って、技術導入者としては、技術提供者に契約締結時に保有している特許及び契

約期間の中で新規に出願及び登録されるようになる特許の内容に対して持続的に知ら

せてくれる義務条項を契約書に明示することが望ましいのだが、これに係わる条項が

ないということは技術提供者に有利であると言える。 

 

（３）特許権侵害時の防御義務条項 

導入した技術が第三者の特許を侵害する場合には、通常、技術提供者が問題解決及

び費用負担に責任を負うようにするが、本条項では「最善のサポートをする」と規定

するにとどまり、技術提供者の責任とする内容が抜けている。従って、本条項は技術

導入者側に非常に不利な条項であると言える。 
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３．事例概要（事例４－２） 

 

契約対象製品はサーボモーター及び制御機で、ソフトウェア中心の単品と分類する

ことができる。技術提供者の国籍は日本で契約期間は５年である。 

 

＜主要契約内容＞ 

 

（１）独占的実施権の許可 

韓国内において契約対象製品を独占的に製造、使用及び販売することができる権利

が許可されるが、技術提供者は韓国内の既存顧客には直接販売することができ、且つ

技術導入者が契約締結３年後、事前に約束された販売目標の達成に失敗する場合、非

独占的な権利に変更可能となるよう規定された。 

 

（２）改良技術の移転 

技術提供者は、改良される技術資料をその時ごとに技術導入者に提供しなければな

らず、技術導入者は技術提供者の技術情報によって製品を製造しなければならず、も

し契約製品を改良する場合（Any Modification）、技術提供者と事前協議しなければ

ならない。 

 

３－１．契約（事例４－２）の特徴 
 

（１）独占的実施権許可条項の問題点 

韓国内において独占的（Exclusive）製造及び販売権を許可したが、例外的に技術提

供者が韓国に直接販売することができる場合を認めることによって、実質的には非独

占的実施権に近いと言える。 

これは、技術導入者のマーケティング能力が十分ではないと判断し、技術提供者が

既存の取り引きしていた韓国内販売ルートを放棄せず継続して維持する場合であって、

相互間に紛争の火種となる可能性が高い内容である。 

実際に、本契約期間内に技術導入者が最初に期待しただけの業績をおさめることがで

きず、技術提供者が第３のルートを通じて直接販売を拡大することで、両社間の信頼

をこわしてしまう原因となった。 

 

（２）技術導入者の自由な製品改良に対する制限条項 

技術提供者は、技術導入者の製品品質を一定水準以上に保持するよう指導するとい

う名目で、技術導入者が契約製品を改良しようとする場合は、予め技術導入者と協議

するようにし自由な改良を制限している。 
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これは、ややもすれば技術導入者を持続的に技術提供者の技術力に従属させること

で、独自の技術開発を通じた技術的な自立を妨害してしまうおそれもあるので、この

条項は技術導入者に不利な条項であると言える。技術導入者としては、この条項の代

りに技術導入者が行った技術改良の内容を技術提供者に開示するようにする程度に規

定することが望ましい。更に、技術提供者の改良技術も技術提供者に開示するよう規

定すれば、技術導入者としては更に望ましい。 
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４．事例概要（事例４－３） 

 

契約対象製品は論理制御演算器で、ソフトウェア中心の単品と分類することができ

る。技術提供者の国籍は日本で、契約期間は３年である。 

 

＜主要契約内容＞ 

 

（１）許可権利 

技術提供者の特許による契約製品を韓国内で製造、使用及び処分することができる権

利が許可され、技術提供者は韓国内の第三者と技術導入を締結してはいけない。 

 

（２）販売（輸出）地域の制限 

技術提供者が特許を保有中の国家、技術提供者が技術提携した国家、技術提供者が生

産及び営業活動をしている国家及び技術提供者が独占的販売権を許可した国家には輸

出を禁ずる。 

 

４－１．契約（事例４－３）の特徴 

 

（１）ソフトウェア提供規定の漏れ 

本製品は、産業設備の制御に使用される製品で、その主要構成品が半導体などの電

子部品が装着された印刷回路基板（ＰＣＢ）と制御対象設備を制御するようマイクロ

プロセッサーに内蔵されたソフトウェアから構成されている。従って、有形物から成

るハードウェア製品の場合は、図面及び製作指針書などの技術資料が提供されれば技

術導入者が容易に国産化開発が可能であるのに対し、本製品のようにソフトウェアの

比重が大きい製品の場合は、ソースプログラムが提供されなければ、技術導入者とし

てはハードウェアしか国産化することができずソフトウェアは継続的に技術提供者に

依存するしかない。 

このようにソフトウェアは技術導入契約時に提供技術の範囲から除かれることが一般

的である。本契約の場合にも技術導入者がソフトウェアの提供を受けることができず、

技術提供者からソフトウェアを内蔵した半導体（ＡＳＩＣ）を輸入せざるを得なかっ

た。 

 

（２）許可権利範囲条項 

技術提供者が技術導入者に許可した権利は‘技術提供者の特許’によるものである

が、技術導入者が提供されなければならない技術の内容は特許化された技術のみなら

ず大部分、営業秘密（ノウハウ）に関するものである。すなわち、契約文句によれば、
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技術提供者は特許技術によるライセンスだけ許可したものであるので、技術情報など

ノウハウ技術によるライセンスは除かれたと言える。このような規定の瑕疵にもかか

わらず実際には技術提供者が技術導入者に技術情報を提供したが、技術導入者として

は関連製品の生産に必要な技術情報を技術提供者から提供されないこともあり得た。 

技術導入者としては‘技術提供者の特許’という文句の代りに‘技術提供者の技術情

報及び特許’という文句を選ばなければならなかったが、それができなかったために

本条項は、技術導入者に非常に不利な条項であるといえる。 

 

（３）輸出制限条項（国名指定なし） 

本契約書上、輸出が制限される国家に対するカテゴリーは定義されているが、具体

的な国名が明示されていない。従って、技術導入者の立場においては、輸出の可能な

国家がどこであるのか分からないので、もし輸出を希望するのなら、その時ごとに技

術提供者に問い合わせるしかない。輸出可能な権利も技術導入者に許可される権利の

一種で技術料を決める際、考慮されなければならない項目中の一つである。従って、

技術導入者としては契約締結当時、該当国家がどこなのかを明記し、契約の中に付け

加えられる場合にも技術導入者に通知する義務を規定することが良いのだが、本契約

書においては、そのようにしなかったので技術導入者に不利になった。 
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５．事例概要（事例４－４） 

 

契約対象製品は環境改善設備システムで、ハードウェア中心のシステムと分類する

ことができる。技術提供者の国籍は日本で契約期間は７年である。 

 

＜主要契約内容＞ 

 

（１）技術料支払い方式 

 前払金：２億円 

 経常技術料：純売上高の３％ 

 純売上高：総売上額－（技術提供者からの収入額＋運搬費＋包装費＋土木工事

費＋設置費） 

 韓国内の税金：技術提供者が負担 

 

（２）提供技術の内容 

 ノウハウ資料：システム基本仕様書、部品仕様書、工程フロー図、指針書、デ

ータシート（Data Sheet）、設計道具などの技術資料及び人的テクニカルサポ

ートによって提供された資料 

 特許、コンピュータープログラム：言及なし 

 商標及び商号：技術提供者が認める制限された目的にのみ使用可能 

 

（３）改良技術の移転 

些細な改良技術は相互に合意された条件によって提供されるが、重大な改良技術及

び将来開発する新技術は技術提供者の意思によって提供することができる。 

 

（４）契約満了後の技術の使用権 

技術導入者は、契約満了後には技術提供者の一切の技術について使用することがで

きず、技術提供者から提供されたすべての資料を返還しなければならない。 

 

（５）契約満了後の秘密保持 

契約期間内に技術導入者が請負業社などに技術資料を提供する場合には、本契約に

よって技術導入者が負担することになる秘密保持義務と同じ程度の義務を請負業社が

負担しなければならない。契約期間満了後にも１０年間、秘密保持義務は存続する。

更に、技術流出が発生した場合、技術提供者に直ちに通知して技術提供者は事前の救

済措置を取る権限を保有する。 
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（６）特許権侵害時の防御義務 

技術提供者の提供した技術が、第三者から知的財産権侵害に対するクレームを提起

された場合、これにより発生するすべての責任、損害、損失から技術導入者は免責さ

れ、技術提供者の負担する義務は、その時まで受けた経常技術料の総額に制限する。 

 

５－１．契約（事例４－４）の特徴 

 

（１）技術資料内容の不明確 

本契約製品は、システムとして多くの部品を総合し機能を発揮するようにする製品

なので、その規格が標準化されておらず、顧客の要求に沿うようにその時々で仕様書

を定めなければならない。技術資料の内容は、一部基礎的な計算方法及び図面などの

資料の他にはサンプル図面及び資料など技術提供者が実際に遂行したプロジェクトの

実績資料が提供されるので、技術導入者は自国（韓国）の顧客の要求に合うようにこ

れを応用しなければならない。従って、実際にプロジェクトを遂行する時にはその

時々に技術提供者のテクニカルサポートが必要になり別途の用役契約が必要となる。 

更に、本契約の場合、技術資料の内容の内、特許権、コンピュータープログラムなど

別途の知的財産権関連法によって保護される技術内容が仕分けされておらず、知的財

産権の種類及び特性によって技術導入者が効果的に対処することが難しい。従って、

導入技術の内容はその性格によって特許技術、コンピュータープログラム、ノウハウ

など関連の知的財産権の性質によって区分することが望ましい。 

 

（２）技術料算定のための純売上高算定基準が不明確 

本契約製品のようなシステムの場合、その特性上、土木工事費及び設置費の比重が

非常に高く、土木工事及び設置のために多くのノウハウが必要な場合であるので、時

折、技術提供者と技術導入者間で工事費及び設置費を控除して純売上高を算定する方

法に対して意見の食い違いが見られる。本契約の場合も工事及び設置技術が基本的に

技術提供者の技術から移転されたものであるのか否かによって控除対象となる工事費

及び設置費の範囲を具体的に表記することが必要である。 

 

（３）改良技術範囲の不明確 

本契約は、改良技術を‘些細なもの’と‘重大なもの’との２種類に区分して‘些

細な改良技術’のみを移転の対象と規定しているが、これに対する仕分け基準は非常

にあいまいなので、改良技術の基準をできる限り明確に規定することが望ましい。 

 

（４）満了後の技術使用権及び秘密保持義務 

契約期間満了後、技術導入者は技術提供者の技術を一切使うことができず、また、
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すべての技術資料を返還しなければならないので、技術導入者が独自の技術を開発、

保有していない限り、事実上技術導入契約関係は継続的に持続するしかない。従って、

この規定は技術提供者には有利だが、技術導入者には非常に不利な規定であるといえ

るだろう。 

本契約の場合、別途の合作関係を前提とする契約なので合作関係が持続する限り、技

術導入関係も継続して保持しようとする技術提供者の強い希望により技術導入者には

非常に不利な契約が締結されることになった。 

 

（５）特許権侵害時の両当事者の責任 

導入技術が第三者の特許を侵害する場合、技術導入者は免責され技術提供者の責任

もその時までに受けた経常技術料の総額に制限されるので、両当事者の責任は比較的

バランスが取れていると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

342 

 

６．事例概要（事例４－５） 

 

契約対象製品は電力制御システムで、コンピューター・ソフトウェアに分類すること

ができる。技術提供者の国籍は日本で契約期間は５年である。 

 

＜主要契約内容＞ 

 

（１）許可権利 

技術提供者の特許及び技術情報とソフトウェアを使用して契約製品を韓国内において

非独占的に製造、使用及び販売することができる権利が許可される（ただし、技術提

供者は技術導入者が十分な量の契約製品を製作、販売していると判断する限り、韓国

内の第三者に同等の権利を許可しない。）。更に、技術提供者のソフトウェアを韓国

内でコピー、販売することができる非独占的権利を許可する。 

 

（２）提供技術の内容 

• 特許：技術提供者の特許使用を許可したが韓国内の保有特許の具体的内容に対

する言及はない 

• 技術情報：印刷回路基板（PCB）図面、部品購買仕様、組立図面、試験手続書

などの技術資料と人的テクニカルサポートによって提供された情報 

• コンピュータープログラム：共同開発のためのソースプログラムの一時的、制

限的使用権、契約製品の販売のための複製権の許可 

• 商標：使用不可（技術提供者と技術提携関係という文句は使用可能であり、技

術提供者は品質点検のために技術導入者の事業場を随時に訪問） 

• 主要部品の供給：技術提供者はマイクロプロセッサー用ソフトウェアを内蔵し

た中央処理装置（CPU）及びコンピューター用ソフトウェアを技術導入者に有

償で供給 

 

 

６－１．契約（事例４－５）の特徴 

 

（１）コンピューター・ソフトウェアの移転 

本契約製品は、代表的なコンピューターシステムで、マイクロプロセッサー用ソフ

トウェア（ファームウェア）を内蔵した印刷回路基板（ＰＣＢ）及びコンピューター

用ソフトウェアを内蔵したシステムである。従って、本契約には著作権法、及び特許

法の全てが関連し得る製品であるので、このような製品の技術移転時に最も問題とな

るのは、コンピュータープログラムの改作権、複製権及び使用権と言え、この場合ソ
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ースプログラムの公開可否が最も重要である。 

本契約ではソースプログラムは共同開発（ハングル化）のために技術提供者の事業

場内で制限された期間の間のみ公開及び使用できるようにし、以外の場合には公開を

許諾しないのでこれを活用した改作権も許可されなかった。ただシステム販売のため

に実行プログラムの複製権のみは許容された場合である。 

従って、核心的なソフトウェアの技術移転は成り立たず、単に実行プログラムの複

製及び使用のみ許可されているので一部部品は技術提供者から継続して輸入せざるを

得ず、技術導入者としては導入技術の消化を通じた技術的な自立が非常に困難な実情

である。 

 

（２）技術提供者保有の知的財産権の内容が不明確 

通常は、技術提供者が契約締結時または契約期間中に取得するようになる特許権な

どに対して技術導入者に知らせるよう規定することが一般的であるが、本契約ではこ

のような規定がない。更に、知的財産権関連法によって権利が保証される特許権など

の技術提供者が保有している権利の内容も契約書上に明示されていない。 
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第５章 その他の事例 

 

 

１．技術導入者との競争回避戦略：ドルビー研究所 
 

ドルビー研究所（Dolby Labs）は、‘Ａタイプ騷音節減技術（NR）’については自

社が直接実施し、‘Ｂタイプ騷音節減技術（NR）’についてはライセンス・アウトす

る戦略を取った。ＡタイプＮＲは専門的な録音装置に使われる技術であるのに対し、

ＢタイプＮＲは比較的単純化された技術として消費者用に応用されたものである。こ

のようなライセンス戦略はドルビー研究所と技術導入者が同じ市場で競争しなければ

ならない状況の回避を可能にした。 

技術提供者の立場においては、比較的複雑な技術力が要求される専門製品に対して

ライセンス・アウトをするために、それによるノウハウなどをライセンシーに一定部

分公開するほかなく、これは将来の潜在的な競争者を育てる結果となる可能性がある。

更に、技術導入者の生産製品に対する品質管理に追加の費用と努力が必要となり、品

質管理に失敗した場合、それによる製品イメージの失墜は技術提供者に直接的な打撃

となるであろう。 

技術導入者の立場においても、高い技術力が要求され、需要市場も制限的なので技

術導入による製品販売実績が低調な場合、経済的に大きな負担にならざるを得ない専

門製品に対するライセンスよりは、適当な技術力によって安定した品質の製品が生産

され、需要層も専門製品よりもずっと広範囲な消費者用製品に対するライセンスによ

り興味をもつであろう。また、技術導入者は、専門製品のライセンスを受ける場合、

技術提供者から提供される追加のノウハウや品質管理プログラムによるロイヤルティ

などの費用増加なども負担しなければならないという点も考慮しなければならない。 

 

２．混成契約ライセンス：ＨｏｍｅＴＨＸ 
 

ＴＨＸは、‘ルーカスフィルム’によって開発された標準であって、監督が意図す

る最適のレベルで映画を見聞きすることができるシステムである。ＴＨＸは劇場用や

家庭用など多様な製品が発売されているが、このうち、家庭用ホームシアターシステ

ムであるＨｏｍｅＴＨＸに関連する技術が商標権とともにライセンスされた。 

多数の技術導入者による商標の使用は該当製品の認知度を急速に拡散させることに

決定的な役割を果たした。消費者の認知度向上は、劇場用ＴＨＸの需要まで増加させ、

これに係わる専門市場において収入増加をもたらした。商標の認知度向上は外国にお

ける該当商品の保護を強化するという恩恵をももたらした。実際に、ＨｏｍｅＴＨＸ
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のライセンス製品販売金額の約半分が外国市場において発生した。 

 

３．ライセンシーによる差別化されたライセンス戦略：任天堂社 
 

任天堂ライセンスは、自社の技術と商標を以下のような多様な顧客にライセンスした。 

① 任天堂システムに対する製品（すなわち、ソフトウェアカートリッジ）を開発し販

売する権利を有するライセンシー： 

各システム（ゲームボーイ、任天堂、スーパー任天堂など）に対して６０社に

のぼるライセンシーがあり、ライセンスの要件はライセンシーが任天堂から製品

（ゲームカートリッジ）を購入しなければならないということである。 

② 任天堂システム用ゲームを開発するための権利とツールが提供されるが製品は販売

することができない開発者： 

彼らは、如何なるゲームシステムに対しても自由に自分のゲームを開発してこ

れを任天堂に販売することができる。任天堂が開発者に供給する技術情報は秘密

管理されなければならない。 

 

４．特許侵害者に対する効果的なライセンス戦略：ＳＧＳ 
 

自社の特許を侵害する者に対しては侵害差止請求及び損害賠償請求などの法的措置

が可能である。しかし、このような措置は莫大な費用と時間が必要となる。従って、

このような手間を無くし侵害差止ができる効果的な方法としてライセンスが活用でき

る。ＳＧＳ（SGS-Thomson Microelectronics）は半導体製造企業で、特許侵害者に対

する効果的なライセンスシステムを開発した。ＳＧＳは、自社の特許ポートフォリオ

と市場製品に対する常時モニタリングを実施する。まず、特許の性格、関連製品の市

場規模、使用企業の現況などを把握した後、ライセンスの価値がある特許を選定する。

このように選定された特許は、最大６ヶ月の間、特定用途に対するより詳細な評価を

受ける。該当特許の有効性を判断するために先行技術調査が実施され、ここを通過す

ると、選定特許が既に実施されているかもしれない製品を入手し分析作業に入る。そ

の後、法律専門家によって特許侵害有無が検討され‘侵害報告書’が作成される。 

相手企業も特許を保有していれば、今後の交渉過程でクロスライセンスの可能性も

あるため、相手企業の特許を検討し、相手企業の特許に対する弱点などを整理した自

社の見解書（position paper）を作成しておく。更に、ＳＧＳは相手企業の規模、販

売製品、系列会社、以前の特許訴訟の内容などをデータベース化して管理する。 

このように、徹底した準備過程で作成された侵害報告書と見解書、そして相手企業

に対する明晰な知識は、今後の交渉過程において相手企業に、訴訟ではＳＧＳに絶対

勝てなさそうだという苦手意識を植え付けるのである。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[特許庁委託] 

韓国ライセンスマニュアル 

 

[著者] 

韓洋国際特許法人（代表弁理士 金 延洙） 

執筆構成委員会 

（前頁参照） 

 

 

［発行］ 

日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課 

〒107－6006 東京都港区赤坂 1－12－32 アーク森ビル 6階 

TEL:03－3582－5198 

FAX:03－3585－7289 

 

2011年 3月発行 禁無断転載 

 

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年1月に入手した情報に基づくものであり、

その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメ

ントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとお

りであることを保証するものでないことを予めお断りします。 


	序章
	韓国企業のライセンスに対する意識
	韓国でよくあるトラブルへの対策
	ライセンスの基本用語
	第１編　                           ライセンスの意義と　　　　　　　ライセンス適性の検討
	第１章　ライセンスの意義
	１．ライセンスとは？
	２．ライセンス・インとライセンス・アウト

	第２章　ライセンスと知的財産
	１．ライセンスの対象となる知的財産権
	２．ライセンシーに付与する権利
	３．様々なライセンスの種類

	第３章　国際的なライセンスの特徴
	１．国際技術移転の概念
	２．国際技術移転の特徴
	３．国際技術移転の形態
	４．韓国の国際技術移転の現状

	第４章　ライセンス適性の検討
	１．ライセンス目的の明確化
	２．具体的に考慮すべき事項
	３．ライセンス適合性の判断用チェックリスト
	４．技術の価値評価と使用可能性
	５．導入予定技術の商業化の可能性に対する事前調査

	第５章　知的財産権を移転する他の方式
	１．方式と選択
	２．各技術移転方式の評価のためのチェックリスト


	第２編 　　　　　　　　　　　　　韓国の技術取引市場や展示会と　　　韓国企業の発掘
	第１章　対象企業や技術の発掘
	第２章　技術移転・取引を支援する公共機関・民間取引機関
	１．政府指定技術取引機関
	２．大学技術移転機関（ＴＬＯ）
	３．特許専門管理会社(ＮＰＥ: Non Practicing Entity)
	４．その他
	５．民間技術取引専門機関のサービス範囲

	第３章　インターネット上の技術取引情報サイト
	１．ＮＴＢ（http://www.ntb.or.kr）
	２．ＩＰマート（http://www.ipmart.or.kr）
	３．ＫＡＵＴＭ（技術仲介屋掲示板：http://kautm.net/kautm03/marketing/　list.asp）
	４．韓国技術ベンチャー財団東京事務所　http://www.ktvfjp.com/
	３．技術移転説明会
	４．ソウル国際発明展示会
	５．大韓民国発明特許大展
	６．特許流通フェスティバル
	７．産学協力テクノフェア大学未公開の新技術投資博覧会

	第５章　博覧会など出展時の留意事項、技術情報利用時の留意事項
	１．重要技術、秘密情報の流出防止、秘密保持契約の締結
	２．展示会などでの公開前の出願、および新規性喪失の例外規定の適用
	３．商標出願の必要性
	４．導入する技術情報に関する権利調査


	第３編　                           ライセンス戦略の構築と留意事項
	第１章　ライセンスする範囲や条件の検討
	１．ライセンス対象の範囲と方法
	２．韓国から導入する技術に対する規制
	３．主要なライセンス条件

	第２章　ロイヤルティ（対価）
	１．技術対価の概要
	２．技術対価の支給方法
	３．ロイヤルティ金額の算定方法
	４．ロイヤルティと技術保証範囲の交渉目標

	第３章　ロイヤルティと税金の問題
	第４章　公正取引法に関する注意事項
	１．概要
	２．過度に高額なロイヤルティを課する場合
	３．ロイヤルティ差別行為
	４．忠誠割引（ロイヤルティディスカウント）― 条件付きリベート13F 支給
	５．特許権消滅後のロイヤルティ賦課行為
	６．特許製品以外の製品に対するロイヤルティ賦課
	７．独占規制および公正取引に関する法律
	８．知的財産権の不当な行使に対する審査指針
	９．国際契約上の不公正取引行為などの類型及び基準の廃止

	第５章　営業秘密の保護の検討
	１．営業秘密保護法の目的
	２．営業秘密の定義
	３．営業秘密を侵害する行為
	４．営業秘密の侵害行為に対する救済手段
	５．営業秘密の管理および保護

	第６章　その他の知っておきたい関連法規
	１．外国人投資促進法
	２．技術開発促進法
	３．産業技術の流出防止および保護に関する法律


	第４編　                           交渉の準備と実施、
	契約の履行と管理
	第１章　ライセンスによる技術流出の防止
	１．ライセンス交渉時の技術情報の開示範囲と保護方法
	２．技術流出防止指針（日本経済産業省、２００３年発行）
	３．韓国企業への技術移転過程における技術流出防止策
	４．技術資料寄託制度の活用

	第２章　韓国企業の文化
	１．韓国企業の交渉文化および交渉能力
	２．韓国企業の技術導入推進理由
	３．韓国企業の技術導入決定要因

	第３章　交渉から契約へ
	１．交渉中での主要な協議事項
	２．事後管理における事前点検項目
	３．契約の言語

	第４章　ライセンス契約の実行と管理
	１．技術提供の実行（契約直後の義務の履行）
	２．事後管理


	第５編　　　　　　　　　　　　　　商標権及び著作権ライセンス
	第１章　商標権ライセンス
	１．商標権ライセンスの概念
	２．商標ライセンスの対象
	３．商標ライセンスの類型
	４．商標ライセンスに係わる韓国の商標法規定
	５．商標ライセンス契約書の作成と注意事項
	６．商標権ライセンスの事例：ＤＡＫＳ

	第２章　著作権ライセンス
	１．概要
	２．著作権ライセンスに係わる韓国著作権法の規定
	３．著作権ライセンス契約書作成時の注意事項
	４．著作権ライセンスの事例


	第６編　　　　　　　　　　　　　　契約書の作成
	第１章　ライセンス契約の作成
	１．国際ライセンス契約書の構成
	２．契約の題目
	３. 契約前文
	４. 定義条項
	５. 実施許諾条項
	６. 実施料（Royalty）
	７. 技術情報の提供条項
	８. 技術指導条項
	９. 部品などの供給条項
	１０．改良技術条項
	１１．商標使用条項
	１２．保証責任
	１３．不争義務条項
	１４．最恵待遇条項
	１５. 譲渡条項
	１６．紛争解決条項
	１７．一般条項
	１８．契約書後文

	第２章　特許権などの譲渡契約書
	１．特許権などの譲渡契約書の意義
	２．譲渡契約書の主要条項

	第３章　研究開発契約書
	１．共同研究開発契約書
	２．委託研究開発契約書

	第４章　その他の契約書
	１．ジョイントベンチャー契約書
	２．秘密保持義務契約書


	第７編　　　　　　　　　　　　　　事例研究と契約書サンプル
	第１章　事例１
	１．事例概要
	２．事例の検討

	第２章 　事例２［韓国電子通信研究所のＣＤＭＡ技術移転契約及び紛争事例］
	１．事例概要

	第３章　事例３［技術対価交渉事例］
	１．事例概要
	２．交渉の内容

	第４章　事例４
	１．事例概要
	２．事例概要（事例４－１）
	３．事例概要（事例４－２）
	４．事例概要（事例４－３）
	５．事例概要（事例４－４）
	６．事例概要（事例４－５）

	第５章　その他の事例
	１．技術導入者との競争回避戦略：ドルビー研究所
	２．混成契約ライセンス：ＨｏｍｅＴＨＸ
	３．ライセンシーによる差別化されたライセンス戦略：任天堂社
	４．特許侵害者に対する効果的なライセンス戦略：ＳＧＳ


	付録１：特許及び技術導入契約書
	付録２：特許譲渡契約書
	付録３：クロスライセンス契約書
	付録４：秘密保持義務契約書
	付録５：ノウハウ移転契約書
	付録６：共同開発契約書
	付録７：委託研究開発契約書
	付録８：商標ライセンス契約書
	付録９：著作権ライセンス契約書
	[参考文献/論文、報告書、統計など]
	[参考文献/書籍]


<<
  /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>
    /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.)
    /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


