
ハイライト 

 COE-INES キックオフ公開フォーラム報告 

 COE-INESニュースの第3号をお届けいたします。創刊号である第１巻第

1号では，21世紀COEプログラム拠点計画「世界の持続的発展を支える

革新的原子力」（COE-INES）の概要，研究計画，教育計画等を説明しま

したし、第２号では平成１５年度に行った一般の方を対象にしたアンケート

の調査結果を報告しました。本号では，COE-INESの活動開始を記念して

1月に開催したCOE-INESキックオフ公開フォーラムについて報告します。 

 COE-INESキックオフ公開フォーラムは，学内外から約230名の参加者

を得て，2004年1月15日（木）に東京工業大学の大岡山キャンパスに新

設された多目的デジタルホールで開催されました。キックオフ公開フォー

ラムのプログラムを右に示します。 

  

プログラム 1 

学内関係者挨拶 2 

学外ゲスト挨拶 2-3 

パネルディスカッション 3-4 

“coffee break” 4 

  

 

「COE-INESキックオフ 

    公開フォーラム報告」 

 拠点サブリーダー 

       渡辺 隆行より 
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図1  

キックオフ公開フォーラムの様子 

 第1巻 第３号 東京工業大学 COE-INES 

COE-INESニュース   No.３ 

東京工業大学２１世紀COEプログラム  世界の持続的発展を支える革新的原子力 

プログラム 
 

期日： 平成16年1月15日 木曜日  

講演会  13：00-17：00 

懇親会  17：30-19：30 

会場： 講演会 東京工業大学大岡山キャンパス  

            西9号館多目的デジタルホール 

 懇親会 同キャンパス 百年記念館 フェライトホール 

  

● 講演会 

総合司会  渡辺隆行、拠点サブリーダー 

13：00-13：10 開会挨拶、下河邉 明、副学長 

13：10-14：00 COE-INES計画報告、関本 博、拠点リーダー 

14：00-14：30 特別講演「革新的原子力における大学の役割」、 

            藤家洋一、前原子力委員長 

14：30-14：50  休憩 

14：50-15：00  挨拶、齋藤伸三、日本原子力学会長 

15：00-15：30 COE-INESアンケート報告、 

            加藤之貴、拠点サブリーダー 

15：30-16：50 パネルディスカッション  

            「世界の持続的発展を支える革新的原子力 

            -COE計画、アンケート結果を受けて-」 

       パネリスト  桑原 洋 

                   東工大客員教授／日立製作所 

    島津洋一郎 

    北大大学院 

                   量子エネルギー工学専攻 教授 

    松井一秋 

                   東工大客員教授／エネルギー総研 

    丸山茂徳 

                   東工大大学院地球惑星 教授 

    山岬裕之 

                   東工大大学院創造エネルギー 教授 

    関本 博 

                    東工大大学院原子核工学専攻  教授 

             モデレータ   加藤之貴 

                                      東工大大学院原子核工学専攻 助教授 

16：50-17：00 閉会挨拶 藤井靖彦 

                                      東工大 前原子炉工学研究所長 

 

● 懇親会 

17：30  開場 

18：00  挨拶     相澤益男学長   

19：00  閉会 

目次 



COE-INESニュース   No.３ 

学内関係者挨拶 （下河邉 明 本学副学長・関本 博 拠点リーダー） 
キックオフ公開フォーラムは，下河邉副学長の開会挨拶で始まりました。下河邉副学長からは，COE-INESの採択に対する祝辞とともに，東工

大の21世紀COEプログラムに対する考え方や取り組み方に関しての説明と，COEプログラムの成功に向けて，関係者の一層の努力をお願いしたい

との激励を頂きました。 

次に，COE拠点リーダーの関本教授から，COE-INES計画報告に関するスピーチが行われました。 

まず，キックオフ公開フォーラムの趣旨及びCOE-INESの申請から審査，採択に至る経緯，また,原子力分野から東工大のCOE-INESが選ばれ

た理由について述べられました。さらに今後のCOEプログラムの展開に関して, 「原子力が社会不安をもたらした要因を冷静に分析するところから

スタートするべきである。（中略）そのためには，従来の仲間内での議論から脱するための意識改革が必要であり，（中略）原子力開発のあり方を冷

静に考案する拠点形成に重点を置くべきである。」との採択にあたっての留意事項が説明されました。 

後に，「エネルギー資源の枯渇問題や地球環境問題を解決し,世界の持続的発展を支えるためには原子力が不可欠である。しかし，原子力

は核拡散・放射性廃棄物・安全等の問題を抱えており，現在までこれらは個別且つ場当たり的に検討されてきたため十分な解決がなされず，本

来の目的を達成するには程遠い状況にあった。そこでCOE-INESでは自由な発想と全体を見通す目を持ち，革新型原子炉（利用システムを含む）

及び高レベル廃棄物ゼロリリースを指向した革新的分離核変換に関して，システム概念構築とそれに必要な基盤技術研究を行うことにより，この

問題の解決を図りたいと考えている」との計画骨子が述べられました。 

COE-INESでは，革新的原子炉の「研究」，キャプテンシップ育成COEコースを中心とした「教育」，国際交流の発展や国際会議開催における

「国際」の３つの柱を計画の中心としていますが，これらの詳細についてはCOE-INESニュースの第1号をご覧ください。 

続いて，藤家洋一前原子力委員長による「革新的原子力における大学の役割」と題した

特別講演がありました。まず，10年前から「革新的原子力」と言われてきた中での「革新」とは

何かとの問いかけがあり，時間の次元を広げ，“大学=academia”と置き換え，academiaの存在

意義から大学関係者に求められるべき姿として，理想を求めて研究を進めること，本質を捉え

る目を持つこと，“大局観を持って事にあたる”全体像の構築と長期展望の提起の必要性につ

いて説明されました。 

次に，日本における科学技術の発展の方向性について触れられました。 

「一般的に“科学技術”は一つの熟語として使用されることが多いが，“科学”は可能性の

学問，“技術”は効率の学問であり，それぞれ独自性を持っているので，これを無視することに

新たな発見はない。特に現在の原子力業界においては，科学的可能性があって初めて技術

開発が可能になることを十分認識する必要がある。日本の原子力も世界に遜色のないレベル

になってきており，新しい時代に向けて日本が科学的創造立国を目指すなら，世界を導くリー

ダーとしての役割を担う意識を持ち，社会が期待と同時に厳しい目でその動向を捉えることが

大変重要である」 

さらに, 「自然に学び，自然に真似る」というテーマが語られました。「宇宙の中には原子力

に関する大切な要素がほぼ全て存在しており，“革新”という言葉はよく使われるが，それは天

体がすでに実現していることを我々が模倣しているにすぎないという謙虚な気持ちを持つべき

であること，そして同時に，生態圏と同じものを原子力で創り出そうとすることは，大変大きな

チャレンジであるという認識を持つことが重要である。それを踏まえた上で，原子力システムに

おいて目指すものとして，『リサイクルとゼロリリース』という科学的な可能性があるのではない

か。特に“academia”におけるCOE-INESでは，核反応を効率的に起こす原子炉と，それに材

料を提供する核燃料サイクルを二分し，別々に問題解決に取り組んでいくよう期待したい。強

力なリーダーがその2つを統合して全体を見ていくことが出来るか否かがCOE-INESを成功させ

るポイントである」 

齋藤伸三日本原子力学会会長によるご挨拶では，これまでの原子力分野における東工

大の実績への評価，21世紀の社会に受け入れられる原子力利用の構想及び国際的に活躍
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学外ゲスト挨拶 （藤家 洋一 前原子力委員長・齋藤 伸三 日本原子力学会会長） 

 

写真2  藤家前原子力委員長による 

     特別公演 

写真3 齋藤伸三 日本原子力学会 

     会長によるご挨拶 



COE-INESアンケート報告では，「革新的原子力研究に関する住民

意識調査」の結果を加藤サブリーダーが報告しました。 

COE-INESでは，一般市民にエネルギー・原子力に関する意識・実

態，革新的原子力の受容性を把握し，今後の研究開発の方向性を検

討することを目的として，原子力研究に対するアンケートを実施しまし

た。このアンケートを通して，原子力発電にかかわる現状を確認し，不安

の要因を把握すること，革新的原子力に対する受容性を確認すること，

求めているエネルギーの将来像や方向性を探ることを目指しました。ア

ンケートは電源需要地域として，首都圏と近畿圏，電源立地地域として

原発立地自治体と近隣大都市，および首都圏の高校生を対象として

実施しました。なお，「革新的原子力研究に関する住民意識調査」の詳

細は，次回のCOE-INESニュース第3号でご報告する予定です。  

このCOE-INESアンケート報告をもとにしたパネルディスカッションで

は，桑原洋氏（日立製作所，東工大客員教授），島津洋一郎教授（北

海道大学），松井一秋氏（エネルギー総合工学研究所研究理事，東工

大客員教授），丸山茂徳教授（東工大），山岬裕之教授（東工大）の

方々からコメントを頂き，それに関して意見交換を行いました。 

桑原洋氏は，まず日本の原子力政策の不明確な点を指摘しまし

た。原子力委員会策定の『原子力長期計画』や経済産業省策定の『エ

ネルギー基本計画』では，長期的な国の政策が見えず，これを決める

国としての骨組みも一本化されておらず，限られた費用を効率的に使

用して推進することが難しい。そのことを踏まえ、COE-INESに対する期

待とプログラムの遂行にあたっての留意点が次のように述べられました。 

「アンケートの結果でも重視されている，“安全”の定義を社会科学，

心理学，法律や人文科学も含めてよく評価・定義し，国民に理解させる

“科学”を練り上げることをCOE-INESの新型炉に期待する。また従来の

炉との整合性を図るためにも，発電会社，メーカー，政府，研究所等，

“官民”が一体となって骨子を作り，実用化へのコンセンサスも重視した

研究を進めて頂きたい。人材育成に関しては， 先端の研究を行うこ

と，関連研究所及び民間施設と連携をとり基礎的な教育と実地体験を

伴った教育を行うこと，新しい研究のみに特化せず，基礎研究と実用に

繋がる研究とのバランスを十分認識して進めていくことを期待する。以 
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できる人材の育成に対する期待が述べられました。 

そして，「現在，原子力を取り巻く状況は非常に厳しく，大学では

原子力工学科が消えていく傾向にある。また独立行政法人化を迎

え，原子力の活性化を進めていくのは非常に難しい状況のなか，原

子力分野での研究開発・教育がCOEプログラムとして選ばれたこと

に期待している。名古屋大学の『同位体が拓く未来』もCOEに採択さ

れたこと，東京大学，茨城大学，福井大学でも原子力関連の専攻

科が新設されるなどの朗報が続いており，原子力業界にとって、非

常に喜ばしい。 

実際に使用されている実用炉（軽水炉等）以外に，過去40年ほ

どの間，革新炉に関する100を超える提案があったが，COE-INESで 

  パネルディスカッション 

COE-INESニュース   No.３ 

写真4 パネルディスカッション。左より桑原氏，島津教

授，松井氏，丸山教授，山岬教授，関本拠点リーダー 

はそれらが実用化に至らなかった理由を精緻に分析し，実用化

に繋がる原子力システムをご提案頂きたい。また，“原子力パー

ク”の“核変化→分離→貯蔵”の分離技術に関してマイクロチップ

やナノテクノロジーを用いる分離は，逆転の発想という意味でも面

白く， 終的には実用に役立つところまで進めて頂きたい。 

 人材の教育に関しては，『キャプテンシップ育成COEコース』等

のプログラムを通して，企業や研究開発機関等が求める，“しっか

りした学力基盤を持ち，率先して発案し，研究開発・炉設計・もの

づくりをできる人材”が育成されることを大きく期待している」との励

ましを頂きました。 

上の点が，COE-INESが研究開発・教育だけに留まるか，あるいは

日本全体に指導力を発揮できる位置を築いていくかを左右する

重要な要素になると思う」 

島津洋一郎教授は，アンケートの結果に対するコメントとして，

エネルギー問題には関心があるが，原子力発電には関心がなく，

科学技術進歩による問題解決への期待が低いとの結果が示され

ており，我々の一層の努力が必要であることを強調されました。 

「原子力に関する言葉の認知度では，チェルノブイリ原発事

故，もんじゅのナトリウム事故，東海村JCO臨界事故以外は低く，

特に原子力に関して用いられるようになった“NIMBY=Not In My 

Back Yard”は一般にほとんど知られていない。しかし、この言葉

は今の日本の世相を現している様に見える。現在の原子力不振

を打破するために，NIMBYの代わりに“CIMBY=Construct In My 

Back Yard”または“Come Into My Back Yard”を広め，一般市

民に心配なく受け入れられるような原子力施設の概念の提案が

必要である。COE-INESへの期待として，CIMBY概念の確立とそ

れに向けた設計目標の明確化，CIMBY炉の設計・評価による概

念の実証，そして願わくはCIMBY炉の実機展開で更なる原子力

の有効活用を展開して頂きたい」 
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〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 東京工業大学 N1-12  

       原子炉工学研究所内 COE-INES事務局 
 TEL/FAX: 03-5734-3992   Email: coe-ines@nr.titech.ac.jp 
 URL: http://www.nr.titech.ac.jp/coe21/ 

COE-INESニュース   No.３ 

松井一秋氏は，原子力は持続可能なエネルギーミックスシステ

ムにおける重要な構成要素だが，原子力に対する経済的・社会

的・政治的な障害，原子力技術研究開発に対する公的支援の規

模縮小などの環境変化が起きていると指摘しました。 

さらに，「疑問点としては，革新型炉の必要性及び電力自由化

の中での投資リスクと開発価値との関係を挙げる。また，自己目的

化した『原子力村』は自己批判したのであろうか」という問いかけが

ありました。 

しかし、革新炉の狙いを再確認しつつ、わが国の持っている原

子力技術ポテンシャルを第四世代原子炉に代表される国際的な

研究開発とわが国の産業競争力の強化に生かすべきと述べまし

た。 

 丸山茂徳教授は，わが国における原子力エネルギーの技術開

発のポイントとして，短期的方策と長期的方策の二つを計画的に推

進することを提案した。「諸問題の原点にはローマクラブ（１９７０）が

３０年余り前に予言した２１世紀 大の問題、２０２０年問題があ

る。すなわち、指数関数的に増大する世界人口（毎年８０００万人

程度の人口増加）は、それに匹敵する食糧の増産と化石エネル

ギーの消費を必要とする。さらにはそれに見合う環境の汚染が起き

る。そして、これらの変化が埋蔵化石燃料の急激な枯渇を招く。枯

渇が深刻化するのは２０２０年頃からで、これは同時に世界不安の

根本原因になる。 

 この困難を回避する為には、短期的には新エネルギーの開発

や化石エネルギーの効率的利用によって、２０２０年問題を先送り

にする政策が重要であるが、一方では、この問題を根本的に解決

する技術の開発に取り組む必要がある。それが原子力エネルギー

の開発であり、超安全・超安心の核分裂型の原子炉の開発に加え

て、長期的には核融合型原子炉の技術開発への投資である。」 

山岬裕之教授は，アンケート結果に対するコメントとして，電源

立地地域，電源需要地域ともに環境・エネルギーへの関心は高い

が，家庭での太陽光・風力発電の使用への関心はいずれの地域で

もさほど高くないことが意外であり，原子力発電を現状維持・推進し

たいという答えが回答者の6割以上と極めて高く，条件付推進の回

答が高いこと，回答者は新技術への魅力を感じていることに対する

感想を述べられました。 

「我が国の原子力需要の長期的展望としては，新エネルギー・

LNGを大幅に伸ばすか，電力購入をしない限り，将来的にも原子力

発電に大きく依存する体制に変わりはないと思われる。そこで原子

炉の新技術への期待があるわけだが，COE-INESで謳われている革

新的原子力では，小型長寿命炉が我が国の原子力発電にどのよう

なインパクトを与え，如何なる役割を担えるのかという問いに対して，

ぜひ答えを提示して頂きたい。また,高レベル廃棄物のゼロリリース，

水素製造，海水淡水化等の提案は，付加価値の創出であり他国で

必要とされる研究であると思うが，我が国では本当に今すぐ必要であ

ろうか。“教育”については，科学技術が地球環境や人類にもたらす

影響を国際的な視点で見られる人材，政治家の動向や税金の使途

などを注意深く見守ることの出来る総合的視野を有する人材，さらに

は高度な専門知識・技術だけでなく，自分を律する倫理やモラルす

なわち“真の知恵”を有する人材の育成を期待している」 

コメンテーターからのご意見の後に，全員でのパネルディスカッショ

ンを行いました。関本教授から，「COE-INESの計画概要に関し，様々

なご意見・ご要望を頂き，非常に厳しく受け止めている。もし仮に

COE-INESが日本で唯一の原子力研究開発機関ならば，取替時期に

きた軽水炉の問題等，目前の問題に全力投球するが，このような比

較的短期の重要問題には，国がすでにできる限りの能力を傾けて取

り組み，それなりの解決策を作成している。大学においては，国の施

策ではカバーしきれない，長期展望を持って取り組む必要性のある

部分や新しい考えや発見が要求される部分などで貢献することが望

まれていると思う。そのことを前提に，我々はCOE-INESを提案してい

る」と述べられました。 

 

 

予定終了時刻を過ぎても参加者からの多数の活発な意見や質問

がありました。各先生方および参加者の方々から本COEプログラムに

対して多くの課題を頂き，会場の内外で活発な議論が行われました。 

COE-INESではキックオフ公開フォーラムで提起された問題に関

する研究の世界の拠点になれるだけの実績を積んできており，この役

目を担おうとしています。研究のターゲットは次世代にあるので，若手

研究者の育成が不可欠であり，真の研究者を育成するため教育と研

究が一体になった運営を行います。COE-INESでは多様な活動を通し

て，皆様のご期待に沿うように努力いたします。 どうぞご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。       （文責：COE-INES事務局） 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 ～Coffee Break～ 
    

 21世紀は地球環境の保全が重要なテーマですが、エネル

ギー問題と環境問題は相互に密接に関連しており、その解決

に向けたCOE-INES活動を推進いたします。本年4月に着任し

たばかりですが、常に皆様のご意見を伺いながら着実に活動し

て参りたいと存じます。 

                                         （COE特任教授 山野直樹） 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


