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プロメテウスの火 

人類は火とそして知恵を授かり、 

しかし未来を知る能力を失った。 

代わりに得たのは、希望であった。 

今、私たちは破壊と創造の火を燃やす。 
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第１２回産学連携学会（諏訪大会）のご案内 

産学連携学会は、産学官連携の発展と、それに従事する人

たちの資質向上を通じて地域の振興に寄与することを目的に

活動しております。産学連携に関する諸課題について、産学

官の学識経験者や実務家が広く交流し、相互に啓発しあう場

として下記により産学連携学会第12回大会（諏訪大会）を開

催します。今大会は、新たな試みとして、産学連携活動・研

究内容について個別に深い議論を行うことを重視し、着手期

の研究の深化や課題を抱える活動のブレイクスルーを狙った

ダイアローグセッションを中心とした研究発表を行います。 

諏訪は精密産業の集積地として広く知られると同時に、澄

んだ水と空気、豊かな温泉で知られた観光地でもあります。

この諏訪で大勢の皆様と議論できることを楽しみにしており

ます。 

【１．大 会】 

● 開催日 2014年6月25日（水）～27日（金） 

● 会場 

<特別講演、シンポジウム、一般講演およびセッション> 

 下諏訪総合文化センター 

〒393-0087 諏訪郡下諏訪町西鷹野町4611-40 

  TEL 0266-28-0018 

http://www.town.shimosuwa.lg.jp/navi/kyouiku/bunka/index.html 
<情報交換会>（26日（木）18：00～19：30） 

 食祭館 

 〒393-0051 諏訪郡下諏訪町大社通5522-2 

  TEL 0266-26-4931 

  http://shokusaikan.net/ 

【２．大会プログラムの概要】 

（１）特別講演 

 「企業人が考える産学官連携」 

 講師：多摩川精機株式会社 代表取締役副会長 萩本範文 氏 

 

（２）シンポジウム 

 「デジタルファブリケーション時代の中小製造業の姿」 

コーディネーター：京都大学国際高等教育院/学術情報メ

ディアセンター 教授 喜多 一 氏 

※パネリストについては現在人選・調整中です。 

 

（３）一般講演（ポスターセッション、オーラルセッション） 

  今大会より、発表方法は3つからお選びいただきます。 

Ⅰ ダイアローグセッション（ショートプレゼン＋ポスター） 

Ⅱ オーラルセッション 

Ⅲ ポスター展示（プレゼンなし） 

Ⅳ オーガナイズドセッション 

 

【３．予約申込】 

講演ご希望の方は、必ず予約申込をしてください。また、宿

泊のお申し込みも同時にお受けいたします。 

https://v3.apollon.nta.co.jp/jsip 
 

【４．大会参加のお申込・お問い合わせ先】 

産学連携学会第12回大会実行委員会 

（国立大学法人 信州大学地域共同研究センター内） 

 事務局長 松岡浩仁 

 〒380-8553 長野市若里4-17-1 

 TEL 026-269-5643 FAX 026-269-5630 

 E-mail sangaku@shinshu-u.ac.jp 
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企画連載：産学官連携施策について（３） 

◆農林水産・食品分野における 

産学官連携の加速について 

農林水産省 農林水産技術会議事務局  

産学連携室長 島田 和彦 

 

はじめに 

 国は農林水産業の新たな展開を具体化するため、昨年 1 月

「攻めの農林水産業推進本部」を設置しました。その後、約1

年の検討を経て、昨年12月「農林水産業・地域の活力創造プ

ラン」を政府として取りまとめました（下図参照）。プランで

は①需要フロンティアの拡大、②バリューチェーンの構築、

③生産現場の強化、④多面的機能の維持・発揮の 4 本の柱が

示されました。どの目標の推進においても、産学官連携が鍵

となると考えます。農林水産分野の研究は、公的機関が主体

となっており、地域活性化を推進する上では、公的機関の研

究成果を、どのように地域産業に活用していくため、産学官

連携の加速が必須です。 

 当省は、研究推進の様々な場面で、産学連携学会と連携さ

せていただいておりますが、産業界を巻き込んだ研究開発及

び、その成果を活用した地域産業の浮揚といった学会での発

表は当省に多くの示唆をもたらすもので、示唆を基に、各般

の施策を導入して参りました。非礼ながら、紙面を御借りし

てこれまでの学会の御高配に感謝を申し上げます。 

 今後、プランの推進のためには、新たな産学官連携の支援

施策の導入が急務と考えています。1970 年代、我が国の産学

官連携はお家芸と云われるほど活発化し、この結果、経済の

高度成長を実現し、技術大国の評価を受けるに至りました。

1980 年代、米国議会は日本の経済成長を脅威と感じ、日本の

産学官連携等を分析し、結果、バイ・ドール法や TLO を導入

し、公的機関の知財の企業への移転を促進しました。また、

公的機関の自前主義の研究開発を排し、産学連携やベンチャ

ー起業の強化等オープン・イノベーションに舵を切り、民間

研究投資を呼び込む道を歩みだしました。この結果、米国大

学・研究機関では多くのベンチャー企業が誕生し、現在、こ

れら企業が世界をリードする企業に成長していることはご案

内の通りです。 

出展：首相官邸Website <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/> 
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 我が国の科学技術政策がどう推移したか、そして、その賛

否については、研究分野毎、研究セクター毎にそれぞれ異な

ると考えますが、農林水産・食品分野においては、過去の反

省を踏まえ、今後、一次産業を含む民間研究投資を呼び込め

る研究支援を強化すべきと考えます。基礎ステージの研究に

おいても、将来の農林水産業・関連産業の「産業生態系」を

意識した研究計画があるべきと考えます。 

 

攻めの農林水産業の実現に向けて 

 平成 26 年度予算及び平成25 年度補正予算において、当省

は新たな研究支援施策を導入することとしました。キー・コ

ンセプトは、上述した民間活用及びオープン・イノベーショ

ンへの転換です。以下に概要を紹介いたします。 

 

１） 革新的技術緊急展開事業 

革新的技術緊急展開事業は、産学の英知を結集し、革新的な

技術体系を組み立て、実際の生産現場で米の低コスト生産や

畜産の省力化・効率化等の技術体系を実証する研究を支援す

る事業で、平成 25 年度補正予算で実施する新しい事業です。

攻めの農林水産業を実現するためには、①マーケット・イン

の考え方に基づく新技術による強みのある農畜水産物作り、

②大規模経営による省力・低コスト生産体系の確立、③ICT、

ロボット等異分野の先進技術の活用など、従来の限界を打破

する生産体系への転換が急務です。そこで、本事業では大学、

民間企業の参画を求め、研究コンソーシアムを組織し、技術

体系を組み立てるとともに、施設・機械を試作整備し、革新

的な経営モデル実証研究の支援を行います。 

 

２） 異分野融合研究 

 異分野融合研究は、医学、理学、工学など異分野にある技

術シーズを活用し、新たな資材や機能性の高い食品等を生み

出すプロジェクト型の研究支援プログラムで、平成25年度補

正予算で開始する新しい事業です。オープン・イノベーショ

ンへの転換を推進するため、当省が関係府省との連携の下、

策定する研究戦略に基づき、異分野の大学学部等に拠点を置

き、当該拠点が異分野連携スタイルで実施する研究を支援す

るものです。現段階では、①医学等との連携による日本食の

評価研究、②理学・工学との連携による革新的ウイルス病対

策研究、③情報科学との連携による農林水産ＩＴインフラの

構築研究、④ナノテクノロジーとの連携による革新的機能性

素材の開発研究等の実施が検討され、順次、戦略の検討が開

始されます。 

 

３）事業化促進研究 

事業化促進研究は公的機関の研究成果を民間企業の活力を活

用して早期に実用化する事業で、平成25年度補正予算で開始

する新しい事業です。農林水産分野の事業化研究では長期の

研究期間を要し、高い収益が望めないものがあり、これら固

有のリスクのため、実用化が遅れる傾向があります。このた

め本事業では、事業化研究を行う企業に成功時には研究費の

全額返済を求めるものの、失敗時には 10％の返済に減免する

仕組みにより、企業の研究開発投資リスクを軽減するプログ

ラムです。 

 

 

 

 上記に紹介した施策の他、提案公募型の競争的資金も引き

続き実施中です。産学連携学会をはじめ研究機関の皆様の活

用をお願いするとともに、当省施策に対するご意見をお願い

します。 

 

 

 

出展：農水省 農林水産技術会議 <http://www.s.affrc.go.jp/docs/kakusin/ > 
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企画連載：優れた産学連携事例の紹介 

株式会社 鎌田スプリングと宇都宮大学の産学連携の実例 

 ～農業被害やごみ袋荒らしで迷惑なカラスを 

   寄せ付けない「いやがらすTM*」開発～ 

 

宇都宮大学 農学部 

教授 杉田 昭栄 

 

連携企業の概要 

鎌田スプリングは、本社を埼玉県さいたま市大宮区に置い

ているが、生産部門である工場は栃木県鹿沼市と埼玉県春日

部市と 2 か所を有している。資本金 2000 万円で従業員数 82

名の会社である。主な事業は、各種精密バネの製造販売、医

療用注射針の製造販売、医療部品の製造販売、医療製品の開

発及製造、という医療関係の機器に使われる部品や素材メー

カーである。最近は、当社開発のカラス対策遺品「いやがら

す」をはじめとする野生鳥獣対策品の開発製造販売にも力を

入れている。 

産学連携で開発して実用化した製品 

連携で開発した製品は「いやがらす」という製品名をもっ

た、カラス忌避製品である。素材は、医療品製造過程で出て

きたスチール製のバネの不良品である。バネの弾力と不変的

な動きを利用している。また、スチールバネの動きと光反射

を応用したランダムな光を放つ構造を有している。さらに、

それに風受けを取り付け（写真 1、バネ中央）、より動きを早

くなるように工夫されている。さらに、強い風では、バネの

揺れによる音響の発生があり。カラスに警戒心を持たせる効

果を有している。また、どこでも、どんな物にでも簡易に設

置できるように量端にはフックがついている（写真2） 

 

 

連携を始めたきっかけ 

著者の研究室は、ここ16年ほど前からカラスを生理学、形

態学および行動学的側面から研究を続けており、その成果は

各地で知られていた。カラスは農業被害、都市部のごみ荒ら

し、糞害など様々な場所で問題行動をとる生き物であるため、

一般的には寄って欲しくない生き物として位置付けられる。

したがって、いろんな分野で対策品開発の可能性は潜在して

いる。そんな中、平成20年ころ、鎌田スプリングの鎌田文生

社長が、直接カラス対策品の開発をしたいと相談を持ちかけ

てきた。どうやら、本来製造している製品の不良品をカラス

対策に使えないかという相談であった。鎌田社長の言で表せ

ば「もったいない」がきっかけであった。端材の行き場に困

り果て、その利用法を開発しようとしたのである。聞いてみ

ると、バネが基本構造となるとのことであった。カラスは、

不変的な動きに対し警戒心が長く続くので、バネを上手く利

用すればカラス対策品として開発できる可能性を感じた。ま

た、動きによって様々な反射光を作り出す可能性もあったの

で、その旨企業側に話したら、即共同開発という話に展開し

た。受託という形で、様々に工夫された製品の効果について

実験を行い、改善へとつなげた。 

企業との連携の成果 

企業に対し、カラスの性質をレクチャーするとともに、カ

ラスの生理に裏づいた忌避対策品への仕掛けを提言した。ま

た、大学が主催する産学連携フェアにブース展示をいただき、

産学連携のパートナーシップを構築している。 

事業の現在の状況 

「いやがらす」は平成21 年 10 月販売開始をして以来すで

に 5 年目を迎え、リピートオーダーが増加している。さらに

は、ユーザーの意見を取り入れながら使用範囲の拡大のため

の工夫を行っている状況である。既存事業については、海外

生産移管が継続している状況で、今後の展開も積極的に考え

ている。 

今後の技術展開の考え方 

企業としては、「いやがらすをきっかけに農家さんや農業関

連とのネットワークの構築ができた。そのなかで特に現場の

声を最重要視し、今後拡大する農業分野そして携わる方々の

裏方として少しでもお役に立てる製品開発を実施していきた

い。受注企業から脱却し、自社製品開発製造販売企業へと方

向づけたい。」と述べている。大学としては、ユーザー、生産

者(企業)の声を科学の立場からよりよい技術展開につなげて

いきたいと考えている。 

*商標登録第5262656号 

 

  

写真1        写真2 
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◆産学連携学会 平成２５年度シンポジウムの報告 
「ライフイノベーション実現に向けての産学連携 

～他の製造業からの新規参入～」 
 

産学連携学会 副会長 

静岡大学イノベーション共同研究センター 

教授 木村 雅和 

 

産学連携学会 平成25年度シンポジウムが2014年1月9日

（木）午後に東京都内の芝浦工業大学芝浦キャンパスで開催

された。本シンポジウムの目的は、産学連携を活用して、他

の製造業からの新規参入で事業化に至った大企業および中小

企業に事例を報告していただき、参入の条件・ノウハウ・課

題等を探っていくことであった。参加者は 137 名で昨年度に

引き続き 100 名を超え、和やかながらも熱気溢れるシンポジ

ウムとなった。 

  
趣旨説明では、伊藤会長から、学会の活動概要と本シンポ

ジウムの目的が説明された。基調講演では覚道氏から、平成

26 年度から開始される省庁連携施策（オールジャパンでの医

療機器開発、等）を含む医療機器産業政策について講演がな

された。 

事例紹介では、各企業でご活躍の山脇氏、橋本氏、鈴木氏

および下北氏から、参入の動機と経緯、その事業・製品を選

択した理由、参入の際の障壁とその克服、産学連携の役割お

よび現在の課題等について紹介がなされた。この事例紹介で

は、大企業または中小企業の立場からの意見が述べられたが、

医療分野への新規参入においても、産学連携が有効であるこ

とが示された。パネル討論では、パネリストとしては事例紹

介していただいた 4 名の講演者（山脇氏、橋本氏、鈴木氏お

よび下北氏）、コメンテータとしては基調講演された覚道氏 

プログラム 

 総合司会：本会副会長 桑江良昇（宇都宮大学） 

 １．基調講演：経済産業省 商務情報政策局 

   覚道 崇文 氏『医療機器産業の現状と展望』 

 ２．事例紹介： 

  講演１：京セラメディカル(株) 研究開発統括部 

   山脇 昇 氏『大学発の新規技術による整形外科分野

への挑戦～特異表面処理技術による革新的人工関節

の創出とその実用化～』 

  講演２：橋本螺子(株) 代表取締役社長 

  橋本 秀比呂 氏『橋本螺子と協同組合 HAMING の医療

産業への取り組み～浜松を健康・福祉・医療機器の集

積地に～』 

  講演３：(株)スズキプレシオン 代表取締役会長 

   鈴木 庸介 氏『自動車・半導体製造装置分野における金

属切削部品製造業から医療機器部品供給及び医療機器

製品開発への転換～地元医科大学とのニーズマッチィ

ングをきっかけとした医療機器新規参入～』 

  講演４：ジーニアルライト(株) 代表取締役 

  下北 良 氏『大学発ベンチャー医療機器業界への参入～

光の可能性を医療の可能性に～』 

 ３．パネル討論：『参入の課題と解決策』 

  ●パネリスト：山脇昇氏、橋本秀比呂氏、鈴木庸介氏、 

下北良氏（前掲） 

  ●コメンテータ：浜松医科大学産学官共同研究センター長 

教授 山本 清二 氏、覚道 崇文 氏（前掲） 

  ●モデレータ：本会副会長 木村雅和（静岡大学 教授） 
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および山本氏に務めていただき、熱心な議論が展開された。

企業の規模や医療機器事業への参入パターンの違いにより課

題は異なる部分もあるが、単に薬事への対応のみならず、ビ

ジネスとして成立させるための課題、医療ニーズの把握、そ

して産学連携の重要性など示唆に富んだ討論会となった。時

間の都合で、会場からの質疑の時間が余り取れなかったのは

残念であった。シンポジウム終了後の意見交換会（43名参加）

では、シンポジウムでの議論の延長線上で（例えばコーディ

ネータの役割などについても）、意見交換が続いた。 

アンケートでは91名の方から回答をいただいた。理解し易

さと参考度についての結果を図1、2に示す。各々において高

い評価をいただいたと考えているが、シンポジウムの内容に

加えて学会活動に関わる多くの有用なご意見があり、今後の

活動に反映していきたい 

 

 

 

 

（事業委員会） 

 

 

 

□ 諸報 □ 

◆輸出管理ＤＡＹ ｆｏｒ ＡＣＡＤＥＭＩＡを開催 

 輸出管理デー・フォー・アカデミア実行委員会主催の第2

回輸出管理DAY for ACADEMIAが2月27日（木）に芝浦工業

大学豊洲キャンパスで開催されました。産学連携学会は、第1

回から本イベントを共催しています。 

今回は、大学・研究機関等における輸出管理啓発教育を目

的とするチュートリアルセッションと、「大学における研究活

動と輸出管理上の問題点」及び「クラウドコンピューティン

グの管理に付いて」をテーマとしたパネルディスカッション

が行われました。パネルディスカッション「大学における研

究活動と輸出管理上の問題点」では、大学における輸出管理

の大半を占める技術提供（役務取引）を中心に先駆的な取組

みが紹介され、大学の輸出管理において避けることができな

い「基礎科学分野の研究活動」について、輸出管理上の課題

や日米の比較と共同研究等における課題が議論されました。

「クラウドコンピューティングの管理に付いて」では、クラ

ウドコンピューティングの基礎から説き起こし、利用に係わ

る法的リスクについて多面的に情報提供し、大学等の国際共

同研究での技術データの提供や外国人研究者等へのコンピュ

ータ・プログラムの提供との接点と方向性が議論されました。 

□ ご 案 内 □ 

◆第７回「お茶ノ水コラボレーションセミナー」を 

開催します（4/9） 

産学連携学会では、首都圏を中心とした地域で産学官連携

に興味を持つ方同士の情報交換やネットワーク作りに資する

事を目的に、「お茶の水コラボレーションセミナー」を定期

的に開催しています。第7回目となる今回は、ヤグチ電子工業

株式会社の石垣陽氏にお話しいただきます。グッドデザイン

賞やred dot design award（世界のデザイン賞）を受賞した

同社の「ポケットガイガー（携帯式放射線モニター）」の開

発は、東日本大震災をきっかけに講演者の石垣氏が個人事業

としてたった一人で始めたものです。今ではヤグチ電子工業

株式会社にて製品化され、国内のエンジニアや大学研究者、

海外の専門家に支えられながら開発や普及活動が行われてい

るとのことです。「ポケットガイガー」の開発物語はまさに

奇想天外で、このため、国内外のマスコミからも注目されて

図2. 参考度 

図1. 理解のし易さ 
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います。本講演では、「ポケットガイガー」の開発経緯を中

心にお話しいただきます。皆さま方の積極的なご参加をお待

ちしています。 

【 開催概要 】 

○日時        2014年4月9日（水）18:30〜20:00（終了後 懇親会を開催） 

○場所        東京医科歯科大学 M&Dタワー2階 共用講義室 1 

（東京都･京区湯島1545） 

○参加費     無料（懇親会費1,000円） 

○講師        ヤグチ電子工業株式会社 

Radiation-Watch.orgプロジェクト代表 

石垣 陽 氏 

○テーマ     ポケットガイガー開発物語 

〜１人で始め、企業や自治体、 

そして世界を巻き込んだプロジェクトへ〜 

○共催      研究・技術計画学会、 

医療系･学産学連携ネットワーク協議会（medU-net） 

  ○申込先    http://kokucheese.com/event/index/149248/ 
○申込期日 4月8日（日）23:59 

但し定員（70人）になり次第締め切りとなります。 

 

◆産学連携学会認定講習を開催します（4/25） 

産学連携学会では、産学官連携活動を通じ、地域が特色あ

る活動を活発に行ない豊かで個性と活性に富んだ社会をつく

りあげることに寄与することを目的に、産学連携に関心を有

する全ての者を対象とした認定講習を定期的に開催していま

す。多数のご参加をお待ちしております。 

【 概要 】 

(13:30～18：00) 

○開 会 挨 拶   産学連携学会会長 伊藤 正実(群馬大学 教授) 

○第 一 講 座  

中小企業対象の産学連携コーディネート    講師 伊藤 正実 

中小企業と大学の産学連携の構造について 

(1)実際に“産学連携”する上での注意するべきポイント 

(2)産学連携における共同研究のパターン 

(3)中小企業が大学を活用するためにはどうしたら良いか？ 

○第 二 講 座 

事業化事例から見る大学の活用の成功のポイント  

講師 産学連携学会理事 安田 耕平  

（(株)キャンパスクリエイト 代表取締役） 

○第 三 講 座 

産学官連携に係る公的支援制度と申請における留意点  

講師 産学連携学会理事 菊地 博道  

（(独)科学技術振興機構 調査役） 

○グループディスカッション 

大学との連携における企業のメリットとは？ 

○閉 会 挨 拶 ：安田 耕平 

（18：00～19：00） 

○情報交換会 ：場所 株式会社発明会館（講習会と同じ場所） 

 

【 応募内容 】 

○日時     2014年4 月25 日(金) 13：30～18：00 

○場所     株式会社発明会館 7 階会議室 

          (東京都港区虎ノ門2-9-14) 

 

○受講対象者  

◎大学で産学官連携に関わる業務をする方（産学官連携コーデ

ィネータだけでなく、URAやアドミニストレーションに関わる方

であって、産学官連携に関連した業務をされる方も対象としま

す） 

◎金融機関で産学官連携に関わる業務をする方 

◎官の立場等で企業支援に関わっている方 

◎企業で大学の活用をお考えの企業経営者や幹部技術者 

○受講者数   原則として先着20人 

○受講料金   金 15,000円/人  

（但し情報交換会参加費及びテキスト代が含まれます。） 

○申込期日 4月18日（金）  

但し定員になり次第締め切りとなります。 

○申込方法 詳細につきまして、産学連携学会ホームページを 

ご確認ください。  http://j-sip.org 
 

 

 

 

【 支部 】 

□ 諸報 □ 

◆関西・中四国支部研究・事例発表会を開催 

12月6日（金）に山口県下関市の海峡メッセ下関国際貿易

ビル8階804 会議室を会場に、第5回研究・事例発表会を開

催しました。 

 この発表会は、地域での産学連携を促進するため、当該エ

リアの方々が産学連携に関連する研究や事例の紹介を気軽に

行って情報交換し、かつ、地域内の会員の交流を深めること

を目的に開催しています。 

 今回の発表会では34人の方が参加され、17件の研究や事例

などの発表が行われました。山口エリアからの発表や参加者

が多いなかで、当該の支部エリア内だけではなく、群馬や富

山など遠くからの発表や参加もあり、関心の深さが伺われま

した。各発表での質疑は非常に活発で、参加者の情報交換や

交流が促進されました。 

発表会場 
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今回の発表会では、「研究」1 件、「事例」15 件、「その他」

1 件の発表が行われ、「事例」の発表が大きな割合を占めまし

た。発表内容は、産学連携活動の事例や考え方などリエゾン

活動に関する発表が 6 件と最も多く、知財や教育活動に関連

する発表も多く見られました。全体では、大学、金融機関、

公設試、NPOと多岐にわたり、様々な機関で活発に産学連携が

進んでおり、その内容も幅広いものであることがよく分かり

ました。発表会の後の情報交換会には、28 人もの多くの参加

があり、発表会では足りなかった議論の続きが熱心に行われ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  情報交換会 

（関西・中四国支部） 

 

◆北海道支部セミナーを開催 

北海道支部では、産学連携学会の活動や産学連携の普及、

及び地域との連携を図ることを目的とし、今年度から、北海

道内各地の経済団体等と連携したセミナー等を開催すること

にしました。2月12日（水）に第１回目のセミナーを開催しま

した。今回は、HoPE（北海道中小企業家同友会産学官連携研

究会）で毎月行われている例会との連携によるセミナーを開

催しました。本セミナーでは、「儲かる産学連携」をテーマ

に、基調講演とパネルディスカッションが行われました。来

基調講演では、島根大学産学連携センターの北村寿宏教授よ

り、「産学官連携を活用した新事業展開による企業再生」と

題し、島根大学と出雲土建株式会社との連携で実用化に至っ

た調湿用木炭について講演をいただきました。パネルディス

カッションでは、事例紹介を通じて、産学官連携の多様性が

再認識されました。HoPEには産学官連携に積極的な活動を展

開している北海道内の中小企業の経営者の方が多く、地域企

業が産学連携を活用していく方法や秘訣について活発な議論

が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基調講演 

（北海道支部） 

 

■□■□■□■ 広報委員会からのおしらせ ■□■□■□■ 

【産学官連携活動写真募集】 

産学連携学会では、みなさまからの産学官連携に関するお写真

を募集しています。ニュースレターで、ご紹介いたします。産学

官連携による人材育成や開発商品、セミナー、イベントなどの活

動情報を広く発信しませんか。 

ニュースレターでの掲載をご希望の方は産学連携学会事務局

（j-sangaku@j-sip.org）までできるだけ高解像度のお写真ととも

に200字以内のキャプションを添えてご連絡ください。みなさま

からのご連絡、お待ちしております。 

 

【産学連携学会のメールマガジンでの情報発信】 

産学連携学会ではメールニュースを配信し、「イベントのお知

らせや公募情報等、産学連携に関する情報をお伝えしています。 

会員の皆様への情報の配信をご希望の方は、news@j-sip.orgある

いは産学連携学会事務局（j-sangaku@j-sip.org）まで情報をお寄

せください。 

バックナンバー：http://j-sip.org/mail_news.htm 

 

 

編集後記 

産学連携学会では活動の幅を広げ、日本の産学連携活動

のより発展・向上を目指し、様々な活動を進めております。

今回のニュースレターにおきましてもその活動の一端を

感じていただけましたら幸いです。 

ご多忙にも関わらず原稿をお寄せ戴きました皆様には、

心より感謝申し上げます。 

編集担当一同会員の皆様へよりよい情報を発信できる

よう邁進してまいります。ご意見・ご要望をお待ちしてお

ります。 

（編集担当：山口大学 殿岡裕樹） 
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発行所 〒182-0026   東京都調布市小島町1-11-6 エンケ 102 

（株）キャンパスクリエイト調布ブランチ内 

特定非営利活動法人 産学連携学会 事務局 

連絡先   FAX 042-490-5727    E-mail  j-sangaku@j-sip.org 

発行者   伊藤正実  編集主幹    伊藤正実  

編 集   内島典子 殿岡裕樹  馬場大輔 中武貞文 永冨太一 

ＵＲＬ      http://www.j-sip.org/ 



<<
  /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /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.)
  >>
  /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


