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 要約 

※中南米における 2 大自動車産業国はメキシコとブラジルである。両国の

自動車生産台数や、市場規模は、中南米地域では圧倒的な規模を有して

いる。 

※メキシコの自動車産業の強みは、大規模な消費市場である米国に隣接し

ていることである。これによって、メキシコの自動車産業は安定的な輸

出市場を確保している。 

※ブラジルにおける自動車産業の有利な環境は、ブラジル国内の市場規模

が大きいことに加えて、所得水準の上昇が旺盛な消費を支えていること

である。 

※ブラジル製自動車の主な輸出先はアルゼンチン等の南米諸国である。 

※中南米では自動車部品貿易の輸入超過の解消が、課題の一つである。 

※中南米地域では、相互に経済統合や自由貿易のネットワーク形成への積

極的な取り組みが進められている。これによって、域内の自動車産業の

提携や、貿易拡大も期待される。 
 

自動車の需要が拡大している中南

米に対して、世界の主要メーカーが

現地生産態勢の強化に取り組んでい

る。なお、本稿で対象とする自動車

は、乗用車とこれに同様に利用され

ている車種（例えば、軽トラック、

http://www.iti.or.jp/

http://www.iti.or.jp/


 

88●季刊 国際貿易と投資 Summer 2011/No.84 

ミニバン、ピックアップ等のパーソ

ナル・カーとして利用される車種）

も含まれている。 

 

１．中南米の自動車市場の成長動向 

 

中南米地域では経済の好転による

個人消費の増加を反映して、自動車

の販売が伸びている。世界の主要な

メーカーも、中南米における生産拡

大に乗り出している。これらの実態

について、スペインの大手金融機関

BBVA （ Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria）は、以下のように報告し

ている。 

中南米の一人当たり GDP は 1980

年 3,160 ドルから、2009 年には 7,786

ドルに増加した。IMF は 2015 年には

10,770 ドルに達すると予測している。

このような経済成長に加えて、公共

交通機関の未整備が個人の自動車所

有を促している。中南米における自

動車の登録台数は 2000 年の 4,210 万

台から 09 年には 6,590 万台に増加し

た。09 年における登録台数上位 3 か

国の内訳はメキシコとブラジルが各

2,100 万台アルゼンチン 900 万台で

ある。これら 3 か国で中南米合計の

77％を占めた。 

人口 1,000 人当たりの中南米にお

ける自動車普及台数は02年 113台か

ら 07 年 169 台へ、50％も増加して他

の地域を上回る記録を達成している

（表 1）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 自動車普及台数増加率の地域別比較 

（単位：％） 

地域 増加率 

ユーロ圏  2.6 

北米  2.9 

アジア・大洋州 20.0 

中南米 50.0 
（注）2002 年から 07 年の 5 年間における人口 1,000 人当たりの普及台数の増加率 
（出所）BBVA, Latin America Automobile Market Outlook, December 2010 より筆者作成 
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自動車の平均使用年数はスペイン

や米国の 10 年に比べて、中南米は

14 年で先進国に比べて、新車への買

い替えが遅れ気味である。例えば、

アルゼンチンについての調査によれ

ば、総登録台数 897 万 6,712 台（2008

年現在）の内、1988 年迄の台数が

28.1％（251 万 8,966 台）を占めてお

り、新車への買い替え需要が遅れて

いることがうかがえる（表 2）。 

今後は、所得水準の向上に伴って

新車への買い替え需要が進むことが

期待される。（以上のデータは参考文

献 1 と 2 より引用）。 

ブラジルとメキシコが中南米の 2

大自動車保有国である理由としては、

人口規模が影響している。中南米の

総人口 5 億 8,900 万人（2010 年）の

内訳はブラジル 33％（1 億 9,500 万

人）、メキシコ 19％（1 億 1,100 万人）

と、これら両国で 52％を占める。 

自動車生産についても、ブラジル

とメキシコが中南米における 2 大主

要国である。各国の生産台数上位 3

か国のシェアは、ブラジル 58.6％、

メキシコ 28.8％、アルゼンチン

10.5％（表 3 より算出）となる。ブ

ラジルとメキシコの合計で、中南米

における生産台数の約 87％を占め

る。2010 年における世界各国の自動

車生産台数統計によれば、ブラジル

が世界第 6 位、メキシコ第 9 位とな

っている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ アルゼンチンにおける自動車の登録時期別台数 

 

登録時期 登録台数 シェア 

1988 年迄 2,518,966  28.1% 

1989 年―1993 年  947,826  10.6% 

1994 年―1998 年 2,027,243  22.6% 

1999 年―2003 年 1,172,373  13.1% 

2004 年―2008 年 2,310,304  25.7% 

 合計 8,976,712 100.0% 
（出所）BBVA, Argentina Automobile   

Market Outlook, December 2010, p.4 Table1 
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２．輸出依存のメキシコ自動車産業 

 

2008年 9月のリーマンショックの

影響により、メキシコの自動車産業

も 2009 年には、国内販売台数が前年

より低下した。また、主要な市場で

ある米国市場の不振が影響して輸出

も減少した。そのために、大幅な減

産を招いた。翌 2010 年には内外市場

の回復により、生産と国内販売、輸

出の前年比伸び率はいずれもプラス

に好転した（表 4）。しかし、国内販

売台数は回復したとは言え、2008 年

の水準には戻っていない。 

メキシコでは自動車の購買力は、ブ

ラジルに比べて低下している傾向が、

見られる（表 5）。同表によれば、人口

1,000 人当たりの新車購入台数はメキ

シコでは08年と09年には10台以下に

なり、ブラジルでは 07 年以降はメキシ

コを上回る購入台数を記録している。 

メキシコの自動車生産回復には、

輸出が貢献している。輸出は 09 年の

26.4％減から、10 年は 52％増に好転

した。総生産台数に占める輸出向け

の比率は 08 年 79.2％、09 年 81.4％、

10 年 83.0％と推移している。10 年に

おける生産の増加 753,249 台の内訳

構成は、国内向けが 10 万 3,978 台に

対して、輸出向け台数の増加は生産

増加全体の86.2％を占める64万9,271

台に上った。 

表３ 中南米各国の乗用車生産台数（2010 年暫定値） 

 

 生産台数 

ブラジル 2,828,273 

メキシコ 1,390,163 

アルゼンチン   508,401 

ベネズエラ   73,757 

コロンビア   25,300 

合計 4,825,894 
（注）当該統計を作成した OICA によれば、乗用車の定義は車輪数は 低 4、座席数は運

転席を含めて 8 以下の車両。 
（出所）世界自動車工業会（OICA） 
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メキシコ自動車業界の 大の輸出

先は米国である（表 6）。2010 年の全

輸出台数の 68.7％が米国向けで、カ

ナダ向けが 7.7％でこれらNAFTA加

盟 2か国への輸出で約 76％を占めて

いる。米国やカナダの消費動向が、

リーマンショックで停滞したことが

影響して、10 年にはこれら両国向け

のシェアは、前年から低下した。こ

れに代わって数量自体はまだ少ない

が、消費が活発な中南米やアジア向

けの輸出が好調な伸び率を達成した。

この傾向は 2011 年第 1・四半期（1

月－3 月）にも表れている（データ

出所は表 6 と同じ）。同期間における

対米輸出構成比率は 66.8％で、前年

同期の 71.1％に比べて低下した。一

方、対中南米輸出の構成比率は

13.9％（前年同期 8.1％）と 2 桁台に

伸びた。 

メキシコの乗用車タイプの自動車

メーカーは、全て外資系である。現

在のメーカーは米国系 3 社、日系 3

社、欧州系 1 社である。これらの中

で、輸出比率が も高いグループは、

米国系（クライスラー、フォード、

GM の 3 社）である（表 7）。米系メ

ーカーがメキシコに進出した主な動

機は、賃金負担の削減である。メキ

シコ工場は、米国市場を維持するた

めの重要な生産拠点である。同表

（2010 年）によれば、米系 3 社の生

産に対する輸出比率は 96.5％、総輸

出に占める対米輸出は 81.5％である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ メキシコ自動車産業の実績 

（単位：台数、％） 

 2008 年 2009 年 2010 年 09 年（%） 10 年（%） 
国内販売合計 1,025,520  754,918  820,406 －26.4  8.7 
 国産車  414,253  324,253  374,644 －21.7 15.5 
 輸入車 611,267  430,665  445,762 －29.5  3.5 
輸出 1,661,619 1,223,333 1,859,517 －26.4 52.0 
生産合計 2,102,801 1,507,527 2,260,776 －28.3 50.0 
 国内向け  437,668  281,014  384,992 －35.8 37.0 
 輸出向け 1,665,133 1,226,513 1,875,784 －26.3 52.9 

（注）09 年と 10 年の欄は、前年に対する伸び率 
（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA） 
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表５ 人口 1,000 人当たりの新車購入台数 

 

 2004 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 

ブラジル  9  9 10 13 14 16 

メキシコ 10 11 11 10  9  7 
（出所）2010 年 9 月 30 日、メキシコ・シティで開催された Mexico’s Auto Industry 

Conference で、メキシコ自動車工業会の Eduardo J Solís Sá nchez 会長による発

表資料 La Industria Automotriz Mexicana frente a la Situación económico 
actual ,5 頁 

表６ メキシコ自動車の輸出 

 

輸出台数 構成比率  
輸出先 2009 年 2010 年 

10 年 
伸び率 09 年 10 年 

米国 878,742 1,277,184 45.3 71.8 68.7

カナダ 98,949 142,800 44.3 8.1 7.7

中南米 104,073 206,468 98.4 8.5 11.1

アフリカ 0 9,494 n.c. 0.0 0.5

アジア 12,333 36,558 196.4 1.0 2.0

欧州 126,515 170,713 34.9 10.3 9.2

その他 2,721 16,300 499.0 0.2 0.9

合計 1,223,333 1,859,517 52.0 100.0 100.0
（注）10 年伸び率（対前年比）と構成比率の単位はパーセント。 
（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA） 
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同年の対米輸出台数合計（約 142 万

台）の 67％（約 95 万台）が米系 3

社によって占められた。これの指標

からも、米国メーカーがメキシコを

輸出拠点として活用していることが

うかがえる。 

好調な輸出を反映して、乗用車を

含む自動車産業部門の貿易収支は、

出超傾向を維持している。 近 3 年

間における同部門貿易の出超幅は

08年約 217億ドル、09年 187億ドル、

10 年 317 億ドルと推移している。10

年における同部門輸出額は約 649 億

ドルで、輸出総額（2,984 億ドル）の

22％を占めた。一方、輸入額（333

億ドル）は同総額（3,015 億ドル）の

11％を占めた。 

 

３．ブラジル自動車産業の動向 

 

ブラジルの自動車産業は、国内経

済の好況によって順調な発展を遂げ

てきた。所得水準の上昇が、乗用車

の需要を後押ししている。ブラジル

自動車工業会（ANFAVEA）のデー

タによれば、2010 年の乗用車の生産

や輸出入は次のような状況になって

いる。 

生産台数は 281 万 9,119 台で、前

年比 9.5％増加した。輸出は 61 万

4,636 台で、前年比 64.5％増を記録し

た。一方、輸入は 43 万 1,087 台で同

表７ メキシコ自動車メーカーの輸出比率（2010 年） 

 

輸出比率（％）  
a.生産 b.総輸出 c.対米輸出

b/a c/a c/b

米国系 3 社 1,210,318 1,168,149 952,451 96.5 78.7 81.5 

日系 3 社 615,773 439,645 303,755 71.4 49.3 69.1 

欧州系 1 社 434,685 350,721 163,778 80.7 37.7 46.7 

合計 2,260,776 1,859,517 1,419,984 82.3 62.8 76.4 
（注）a. b, c の単位は台数。総輸出合計にはルノーの２台がふくまれているが、欧州系の

データはフォルクス・ワーゲンのみのデータを計上。 
（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA）  
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37.1％増となった。 

ブラジルはメキシコと並んで、中

南米の主要な自動車生産国である。

しかし、メキシコとは違った特徴を

具えている。これについて、次に紹

介する。 

ブラジルで生産される自動車の特

色として、フレックス燃料エンジン

を搭載している車種（以下 FF 車）

が圧倒的に多いことがあげられる。

FF 車はガソリンとエタノール燃料

のいずれでも、またどのような混合

比率でも可能である。ブラジルは世

界に先駆けて、石油の代替燃料であ

るエタノール燃料車を普及させた。

ブラジルはエタノールの原料である

サトウキビの生産量は、世界 大を

誇っている。ブラジルはサトウキビ

の新たな市場を拡大すべく、エタノ

ールの需要拡大に資する FF 車の普

及を推進してきた。 

FF 車の生産台数が初めて統計に

計上された年が、2003 年である（表

8）。FF 車（乗用車部門）の生産台数

が、他のエンジンよりも多くなった

のが 06 年（FF 車約 125 万台に次い

で、ガソリン車が約 82 万台）で、そ

れ以降は FF 車が 大の台数を記録

している。 

2003 年以降において、全車種の販

売台数に占める FF 車の比率は 03 年

の 4％から、04 年 22％、05 年 50％、

06 年 78％、07 年 86％、08 年 87％、

09 年 88％、10 年 86％と推移してい

る。 

ブラジルの自動車部門の投資額は

02 年から 04 年には 10 億ドルを下回

ったが 05 年の 10 億 5,000 万ドルか

ら 08 年から 2 年続けて 20 億ドル台

（08 年 29 億 1,300 万ドル、09 年 25

億 1,800 ドル）を記録した。積極的

な投資によって、生産台数は増加し

た。しかし、新車登録台数の統計で

は依然として、輸入車の伸び率が、

国産車のそれを超えている実態も見

られる（表 9）。新車登録台数に占め

る輸入車の割合は、08 年 13.3％、09

年 15.6％,10 年 18.8％と上昇傾向を

示している。 

ブラジルにおける乗用車（軽商用

車を含む）市場では、欧州系メーカ

のシェアが優位に立っている。09 年

の新車登録台数約 247 万 4,764 台（表

7 の国産車と輸入車の合計）の企業

別の内訳によれば、欧州系 5 社（VW,

フィアット、メルセデス・ベンツ、 
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プジョー・シトロエン、ルノー）合

計登録台数が、全登録数の 61％（151

万 1,441 台）を占めた。次いで米国

系 2 社（GM トフォード）で 30％（73

万 7,383 台）であった。上位 2 社の

登録台数は VW が約 62 万 7,915 台、

フィアット 61 万 9,017 台であった。

日系企業 4 社（ホンダ、トヨタ、日

産、三菱自動車）の合計登録台数は

18 万 5,667 台であった。 

ブラジル自動車製造業者協会

（ANFAVEA）の加盟企業による貿

易収支を集計した結果によれば、自

動車部門の貿易は 08 年に輸入超過

に転じ、翌 09 年は輸出が約 71 億ド

ル、輸入が約 113 億ドルで 42 億ドル

の入超となった（表 10）。 

旺盛な国内需要を反映して、乗用

表８ ブラジル：燃料タイプ別新車登録台数 

 

 2003 年 09 年 10 年 

フレックス燃料車 39853 2,652,298 2,876,171 

ガソリン車 1,416,324 221,709 280,706 

エタノール車 31,728 70 50 

ディーゼル 17,234 134,665 172,019 
（出所）ブラジル自動車製造業者協会（ANFAVEA）, 統計年鑑 2010 年版より 2003 年デ

ータ。 
Carta de anfavea No.296（2011 年 1 月号）より 09 年と 10 年のデータを引用。 

表９ ブラジル新車登録台数 

 

登録台数 前年比伸び率（%） 

08 年 09 年 10 年 09 年 10 年 

国産車 1,962,369 2,160,421 2,213,617 10.1  2.5 

輸入車 230,908 314,343 431,087 36.1 37.1 
（出所）ブラジル自動車製造業者協会（ANFAVEA） 
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車の輸出台数も 05 年から 09 年にか

けて低迷した（表 11）。生産台数に

対する輸出台数比率は 05 年から 09

年にかけて、年々低下し続け、10 年

に上昇に転じた。しかし、その比率

もまだ 05 年や 06 年の 30％台を下回

っている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10 ブラジル自動車貿易 

（単位：億ドル） 

 輸出 輸入 収支 

2007 年 108.8  86.9   21.9 

2008 年 109.6 137.5 －27.9 

2009 年  71.0 112.7 －41.7 
（出所）ブラジル自動車製造業者協会（ANFAVEA） 

表 11 ブラジル乗用車の輸出比率 

 

 輸出台数 生産台数 輸出比率（％）

2000 年 283,449 1,361,721 20.8 

  05 年 684,260 2,011,817 34.0 

  06 年 635,851 2,092,003 30.4 

  07 年 588,207 2,391,354 24.6 

  08 年 558,207 2,545,729 21.9 

  09 年 373,747 2,575,418 14.5 

  10 年 614,636 2,819,119 21.8 
（出所）ブラジル自動車製造業者協会（ANFAVEA） 
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ブラジル製自動車の主な輸出先は

アルゼンチン等の南米諸国である

（表 12）。同表の 09 年輸出台数によ

れば、総輸出 37 万 3,747 台の 65.0％

（24 万 2,996 台）が南米諸国向けで、

その中でアルゼンチン向け（22 万

9,902 台）が 61.5％を占めた。これに

次いで欧州向けが 12.7％（4 万 7465

台）、メキシコ向け 10.5％（3 万 9,069

台）と続いている。 

ブラジル自動車産業の見通しと課

題について、多国籍コンサルティング

会社である Roland Berger Strategy 

Consultants は 10 年 3 月、以下のような

見解を発表した（参考文献 7 とこれに

ついてのプレスリリースより引用）。 

ブラジルの自動車（筆者注：Roland 

Barger の当該発表による自動車は乗

用車と他の車種も含んでいる）生産

は 09 年の 320 万台から、16 年には

500 万台以上を予想している。一方、

販売台数は 10 年の 310 万台から 16

年は 480 万台としている。輸出は今

後数年間でほぼ倍増を、輸入は 16

年迄に少なくとも 40％増を予想し

ている。 

輸出については 09年の 47万 5,000

台から、年率 11％の伸びで 16 年に

は 98 万台を予想している（表 13）。 

ブラジル自動車業界への課題とし

ては、次のような問題を指摘してい

る。コストについては、国際競争に

対処するための広範囲な課題をあげ

ている。これに関して、ブラジルに

おける自動車生産コストは、欧州並

みの水準であること、そして価格競

争力に富むアジア新興国からの自動

車輸入が長期的には、年 100 万台も

想定されることを指摘している。 

コスト削減については、サプライ

チェーン全体を通じた取り組みが求

められている。例えば、ブラジルで

はインフラ整備が遅れていることが

生産コストや流通コストを引き上げ

ている。コスト競争力の向上には、

産業界と政府が共同で取り組む必要

があることも提唱している。 

これらの指摘は今に始まったこと

ではなく、従来からいわゆる「ブラ

ジル・コスト」という言葉で、その

改善が訴えられてきた問題である。

これには複雑な税制や行政サービス

の効率化など、企業単独では解決で

きない問題も含まれている。 

前記の指摘で述べているアジア新

興国からの輸入増加の可能性につい 
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表 12 ブラジル乗用車の輸出先 

（単位：台数） 

輸出先 2008 年 2009 年 

総輸出 558,207 373,747 

南米諸国 342,089 242,996 

 アルゼンチン 302,551 229,902 

 チリ 11,530 1,550 

 ベネズエラ 9,064 602 

メキシコ 66,355 39,069 

欧州諸国 60,163 47,465 
（出所）ブラジル自動車製造業者協会（ANFAVEA） 

表 13 ブラジル自動車の輸出予測 

 

2009 年 2016 年  
輸出先 市場規模 輸出台数 シェア 市場規模 輸出台数 シェア

アルゼンチン 471 283 60%   739 443 60% 

メキシコ 756  76 10% 1,372 274 20% 

他の南米諸国 628  37  6% 1,056 158 15% 

その他諸国 ---------  79 ------ --------- 109 --------

合計 ---------- 475 --------- ----------- 980 --------
（注）市場規模と輸出台数の単位は、1,000 台。輸出台数とシェアはブラジル製自動車に

関わるデータ 
（出所）Roland Berger Stretegy Consultants, The Brazilian automotive industry at 

crossroads, Summary of findings, São Paulo, March 2010, p.7 
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ては、ブラジル通貨のレアル高も影

響している。ブラジル経済への評価

が高まることにより、レアル高が進

み輸出企業の採算を苦しくしている

現実もある。自動車業界も輸出競争

力を高めるには、レアル高でも、輸

出を拡大する観点からも、コスト削

減が一層求められている。 

 

４．域内貿易自由化のネットワーク 

 

中南米各国が相互に貿易自由化を

推進する協定を締結していることが、

自動車産業の市場拡大に貢献してい

る。メキシコの自動車輸出が米国以

外の市場を拡大していることも、同

国政府が自由貿易協定のネットワー

クを拡充していることが影響してい

る。ブラジルも同様の政策を推進し

てきた。 

中南米では「メキシコーメルコス

ール自動車協定」が、域内の主要な

自動車生産国間の貿易拡大の機会を

もたらしている。メキシコとメルコ

スール加盟国は、2 国間ベースで自

動車協定を締結した。アルゼンチン

とは 2006年から、ブラジルとは 2007

年から相互に完成車の輸入自由化

（無関税で数量制限無し）を実施し

ている。メキシコ・ブラジル自動車

協定の対象には完成車（乗用車 10

品目とトラック 16 品目、農業用トラ

クター・建設機械 59 品目）と並んで、

自動車部品も含んでいる。自動車部

品は当初 400 品目からその後 311 品

目が追加され、合計 711 品目が対象

となっている。メキシコとブラジル

はまだ、FTA（自由貿易協定）を締

結していないので、自動車協定が両

国間の貿易に果たす役割は大きい。 

メキシコは 2011 年 1 月に、コロン

ビアとの間で、自動車貿易を自由化

させた。両国は 05 年以降、自動車の

関税を段階的に撤廃してきた。また、

コロンビアはメキシコからの輸入車

に対する関税割り当て台数を 05 年

の 3,000 台から、毎年 1,000 台ずつ増

やしてきた（10 年は 8,000 台）。 

メキシコやブラジルでも完成車の

生産が増加するに伴って、国内生産

が手薄な部品の輸入負担が増大する。

両国の自動車部品貿易の収支は、近

年赤字を計上している（表 14と 15）。

中南米域内の部品貿易の自由化も、

完成車メーカーの立地条件にプラス

要因となることが期待される。 
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表 14 メキシコの自動車部品貿易 

（単位：億ドル） 

 輸出 輸入 収支 

2007 年 122.9 126.8 － 3.9 

2008 年 117.5 132.6 －15.1 

2009 年  92.9 107.9 －15.0 
（出所）メキシコ国家統計地理情報局, El sector automotriz en México 2010 

 

表 15 ブラジルの自動車部品貿易 

（単位：億ドル） 

 輸出 輸入 収支 

2007 年 99.4 97.7    1.7 

2008 年 108.8 135.6 －26.8 

2009 年  70.7 95.1 －24.4 
（出所））ブラジル自動車製造業者協会（ANFAVEA） 

 

http://www.iti.or.jp/

http://www.iti.or.jp/


<<
  /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


