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4.1  試行的理解増進事業案 

 

4.1.1  試行的理解増進事業の考え方 

 

(1)  検討の前提 

調査によって得られた知見及び有識者委員会での議論の内容をふまえ、試行的理解増進事業

を検討する。検討にあたっては、国内における理解増進事業の事例及び海外の先進的事例等を

参考としつつ、今後、全国の科学館等の関係機関等において実施できるモデルとなるよう、汎用

性を持った内容とする。 

 

(2)  調査結果及び有識者委員会からの示唆と試行的事業における反映方法の検討 

 

1)  理解増進活動・事業のターゲット 

 

①  調査等からの示唆 

調査からは、国内外の各種の理解増進の取り組みは、それぞれの参加者、利用者にとって概

ね好評であり、科学技術に対する関心の喚起等につながっていることがわかった。しかし、各種の

理解増進事業の参加者、利用者の多くは自発的に科学館や科学に関連するイベントに足を運ぶ

人であり、真の無関心層ではない可能性も示唆される。よって、今後の理解増進事業においては、

ふだん科学館に足を運ぶことがないなど、真の無関心層の取り込みを考慮する必要がある。また、

無関心層をターゲットとするにせよ、事業が漫然としたものとならぬよう、ターゲットをさらに明確に

する必要がある。 

 

②  試行的事業における反映方法の検討 

ターゲットの設定方法としては、性、年代などのデモグラフィックな属性で考えることが一般的で

はあるが、試行的事業としては「地域」という枠組みを設定することが考えられる。「地域」にはそ

の住民にとって共通の話題が存在し、無関心層の取り込みに資するであろうこと、「地域」という枠

組みの中で、地域内の様々な主体が連携を進めることにより、活動に幅を持たせることができる

などのメリットがある。 

 

2)  理解増進活動・事業のテーマ設定 

 

①  調査等からの示唆 

調査からは、日常生活の話題や芸術などの分野から導入して科学に結びつけるという手法が

みられ、効果をあげていることがわかった。このように無関心層をターゲットとする場合には、科学
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を前面に出すのではなく、一般の人にとって身近な関心事項をテーマとすることが有効である。 

 

②  試行的事業における反映方法の検討 

試行的事業においても、1)で述べたような「地域」を中心に据えたテーマ設定が有効と考えられ

る。地域固有の自然や文化、産業など、地域住民が日常的に触れているようなテーマを扱うこと

で、無関心層を取り込むことができるなどのメリットがある。 

 

3)  理解増進活動・事業の主体と実施方法 

 

①  調査等からの示唆 

調査においては、従来のように教育「する側」と「される側」という二元的な関係でなく、多様な人

や組織の連携によって活動を展開していくものが見られた。このような活動は一般の人が参加意

識を持てるだけでなく、参加する機関や人がそれぞれのリソースを持ち寄ることで、事業の効率化

にもつながっている。また、研究者に双方向コミュニケーションの機会を提供することにも役立って

いる。 

 

②  試行的事業における反映方法の検討 

教育機関、研究機関、科学館等と住民や行政など多様な主体が、お互いにリソースやアイデア

を持ち寄って連携する形式を検討する。このような形式をとることで各主体の参加意識の高まりと

ともに、地域にある様々な人的、物的資源を活用して、効率的に事業を遂行できるというメリットが

期待される。また、研究機関、科学館等が参加することにより、これらの機関の存在が地域に根

付いていくことも期待できる。 

 

4)  理解増進活動・事業の効果測定 

 

①  調査等からの示唆 

従来の効果測定方法は、参加者アンケートや実施回数等のアウトプット指標が用いられること

が多い。しかし、参加者アンケートの多くは参加直後の１回限りであること、アウトプット指標では

理解増進の効果を測定することは難しいなどの問題がある。このため、理解増進の効果を測定す

るための工夫が必要である。 

 

②  試行的事業における反映方法の検討 

地域という目に見える領域をターゲット集団として設定することにより、効果測定が技術的に容

易となる。例えば、対象人口に占める「科学に関心を持つ人」の割合やその時間的変化などを継

続的に測定できるようにすることができる。 
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4.1.2  試行的理解増進事業の提案 

 

(1)  試行的理解増進事業の概要 

 

4.1.1 で検討した内容をできる限り反映できる事業の枠組みとして以下を提案する。 

 

 一般層（地域住民）が関心を持つ問題を、教育機関・研究機関・科学館等、行政、

事業者、住民等の地域の関係主体が一緒に考え、答えを導いていく継続的な地域連

携活動のための対話の場と社会への情報発信の枠組み。 

 

理解増進事業（案）のコンセプト 

教育機関
研究機関
科学館等

住民
企業・

事業者等

行政

地域の課題など、
社会的に関心が高いテーマについて
関係者や関心を持つ人による
継続的な対話の場

成果・経過を
多様な表現・媒体で発信

教育機関

科学館・博物館
参加機関自身

メディア
広報活動・出版

教材提供

展示・イベントの素材 国民

関心喚起、新たな参加
別の地域での展開

国民

国民

対話の場

情報発信

口コミ

連携による知見の獲得

それぞれの得意分野を生かした
調査、研究、参加型活動等による
知見の獲得

コーディネーター
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(2)  試行的理解増進事業の内容 

国が前述の枠組みの実現に向けて関与する場合、1）対話の場の設定支援、2）知見の獲得支

援、3）情報発信支援という 3 つの側面において関与の可能性がある。これらを事業として具体化

する場合、次のような事業の組み合わせとなるが、これらは独立した事業としても実施可能であ

る。 

 

1)  【事業 1】対話の場の設定支援；「地域サイエンスコミュニケーションプラットフォーム構築」 

 

①  概要 

地域に特有の自然、まちづくり、地域環境など、一般（地域住民）の関心が高い身近なテーマを

設定し、関係者や関心を持つ人や組織が継続的に対話できる場を設定する。この「対話の場」は

当該テーマに対する疑問、意見やそれに役立つ知見などの情報を適宜交換するためのプラットフ

ォームとなるとともに、関心を同じくする人や組織の交流の場として位置づけられる。この「対話の

場」に研究機関等が参加し、科学的な知見を提供しながら対話することにより、他の参加者が科

学にもふれることができる。 

現実社会における教育機関や科学館等の拠点を利用した対面型の活動だけでなく、インター

ネット上のコミュニティの設置も考えられる。 

また、このような対話の場をコーディネートする人材が必要であり、その育成、確保を行うことが

肝要である。 

 

②  この手法の特徴 

• 地域の事情、住民の関心事項に応じて、参加しやすいテーマを設定することができる。 

• 教育機関・研究機関・科学館等、行政、事業者、住民等が共通のテーマをもとに対話す

ることにより、互いの存在を感じ、相互に理解することができる。特に、科学技術理解増

進という観点からは、無関心層や科学と関連のない人や組織が研究機関・科学館など

科学技術に携わる人や組織と接点を持つことに意義がある。 

• 「対話の場」が定着することで、地域社会での科学の文化的な根付きが期待できる。 

• 継続的な対話により、常に最新の情報が提供されることが期待できる。 

• 地域という目に見えるターゲットを設定することで、効果測定が容易となる。 

 

③  参考事例 

• 上野の山ミュージアムクラブ／春・うえの・桜～上野公園コラボイベント（国立科学博物

館）：地域の自然（桜）を中心としたコミュニケーションとコラボレーション 

• 市民参加によるサイエンスショップ型研究（熊本大学）：市民や行政の参加 

• サイエンスカフェ（デイナセンター、神戸大学等）：双方向の対話の場；参加しやすい雰囲

気作り   等 
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2)  【事業 2】連携による知見の獲得支援；「地域連携による調査研究」 

 

①  概要 

【事業 1】において設定したような「対話の場」において表出された問題や疑問の解決に向けて

必要な知見の収集を行う。研究機関による通常の研究活動だけではなく、関係する事業者の事

業活動からの情報提供、地域住民による参加型のフィールドワークなど、多様な形態が考えられ

る。 

 

②  この手法の特徴 

• 研究機関等からの一方的な情報発信ではなく、多様な主体が情報を収集し、相互に

提供しあうことで、専門家と市民が対等に向き合うことができる。 

• 住民にとって、自分の関与が全体に寄与するという関係から、参加意識の醸成や関心

の継続を図ることができる。 

• 地域の様々なリソースが活用できる。 

• 成果が地域社会に還元されることで、科学技術と社会の関わりが実感できる。 

• 多様な主体が参加することにより、知見の拠り所が科学だけに限定されず、社会的価

値判断の問題などを広く扱うことができる。 

 

③  参考事例 

• サイエンスショップ（ユトレヒト大学）：研究機関が地域のシンクタンクとして機能、地域の

課題を大学が研究対象としている 

• 市民参加によるサイエンスショップ型研究（熊本大学）：地域の話題をテーマに掲げ、多

様や主体が情報提供 

• SAND FOR STUDENTS（IODP/JAMSTEC）：身近な活動が本格的研究に寄与できるプ

ログラム   等 
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3)  【事業 3】多様な情報発信支援；「地域連携による成果発信」 

 

①  概要 

「対話の場」における議論の経過や知見の獲得の成果を広く社会に向けて発信する。 

発信の場として、行政や科学館等の地域の施設を活用することや、人的資源として地域の教員

やボランティアを活用することなど、連携による情報発信を支援する。 

発信の方法としては、講演会、討論会、シンポジウムという形式のほか、冊子や Web コンテンツ、

展示物や教材などのツールを作成して教育現場や科学館等において利用することや、行政や事

業者が広報活動の一環として情報発信するなど、多様な主体による多様な方法がありえる。 

 

②  この手法の特徴 

• 情報発信の場があることにより、参加意欲の高まりが期待できる。 

• 社会に話題を提供することにより、新たな関心層の獲得と別の地域における横展開が

期待できる。 

• 学校現場における教材、科学館等における展示など、成果物を日常的な活動に利用す

ることができる。 

• 科学的知見を持つ組織や人が互いのリソースを活用できる。 

• 当該事業を通じて収集された生の情報が蓄積されており、これらがオリジナルのコンテ

ンツとして利用できる。 

 

③  参考事例 

（情報発信の方法に応じて国内外事例にみる各種の方法論を活用できるが、例として） 

• 企画展（国立科学博物館）：アウトリーチ活動の場として博物館を活用 

• JT 生命誌研究館：題材に対する多様な形式による表現と訴求 

• 展示（日本科学未来館）：展示内容を冊子や Web など多様な媒体で情報発信 

• JAMSTEC 見学ツアー（JAMSTEC）：多様な手法のミックスによる訴求 

• 科学と音楽の夕べ（JST）：科学とそれ以外の文化的要素を組み合わせた発信 

• 宇宙教育センター（JAXA）：連携による教育プログラムの提供 

• Science Window（JST）／SAN・SO・KEN（AIST）：社会や生活から科学にアプローチ 

• ほぼ週刊メールマガジン果物&健康ニュース（NARO）等のメールマガジン：科学的知見

と周辺の話題や時事を取り入れた情報発信 

• JAXA デジタルアーカイブス（JAXA）／ライブラリ・データサイト（JAMSTEC）：事業を通じ

て得られたオリジナル素材の提供 

• 地域科学技術理解増進活動推進事業（JST）：地域連携による理解増進活動  等 

 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /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 <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


