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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

G2204 
関連研究分野  

（分科細目コード）  
1006 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

実世界をモニタリング・アーカイブするクラウドベースアプリケーションの開発事業（

平成 22年度採択）   

代表研究機関名 

   

東京大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

  

  なし 

主担当研究者氏名  
 

  池内  克史  

補助金支出額  

（平成 22年度）  

 

9,130,000円  

（平成 23 年度）  

 

17,465,000円  

（平成 24 年度）  

 

11,712,028円  

（合計）  

 

38,307,028 円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 22年度）  

       １   人  

 

（平成 23年度）  

      ２    人  

（     １    人） 

（平成 24年度）  

        ２     人  

（      ２   人） 

（合計）  

           ２    人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 22年度）  

        ２   人  

 

（平成 23年度）  

      ２   人  

（     ２    人） 

（平成 24年度）  

        ２     人  

（    ２     人） 

（合計）  

           ２    人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 22年度）  

         人  

 

（平成 23年度）  

          人  

（        人）  

（平成 24年度）  

            人  

（        人）  

（合計）  

               人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

 

本事業により派遣される若手研究者は，世界の一流機関で研鑽を積む機会を得るため，国際的な感

覚が身につき，最先端の研究レベルでの研究方法を習得し，研究での協調方法を習得でき，また新規

分野を開拓が経験できる．技術的な面では，物体認識や物体追跡の最新研究に携わり，クラウドコン

ピューティングの先端的アプリケーション開発を行うことができ，またニーズベースの研究開発をす

る経験ができる．  

 このような人材は，今後，第一線で活躍する研究者になることが期待される．また，周囲とも協調

性があり，次世代ＩＴ，および次世代の研究分野の開拓を担う人物になることを期待する．何より，

派遣先の大学で人材のネットワークを作ることができ，多くの知人を持つことは，この先研究者とし

てさらに成長するための経験として非常に大きい．  

 派遣された若手研究者の学術的貢献を検証するには，（１）本事業により出版される論文や共著論

文の本数や質（会議または雑誌のインパクトファクターや，引用回数），（２）特許の出願の有無や

，本の出版の有無，（３）事業を公開した際のホームページへの訪問者の数（社会的認知度）などで

検証できる．また，コミュニティへの貢献は，若手研究者がその後学会やワークショップの開催を行

ったかどうかで検証でき，新規開拓が行われたかどうかは，若手研究者らによって学会や雑誌の創立

が行われたかどうかで検証できる．  

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

 派遣された若手研究者は，本プログラムによって最先端の研究レベルでの研究方法と協調方法を習

得することができた．クラウドコンピューティングの先端的アプリケーションに関しては，クラウド

上で三次元情報を共有するシステムを開発し， UCBとの共著論文が二本採択されており，さらに一本

の共著論文の投稿を進めている．また，物体認識に関しても，最新研究に関わり，さらに果物を自動

認識し収穫する農業用ロボットの開発を進めることができた．これに関しては，カリフォルニアでの

実地実験が終了し，共著論文の投稿を準備している．  

派遣された二名の若手研究者は，派遣先において，数学からプログラム，論文の書き方，ハードウ

ェアデザイン，プレゼンテーションの仕方，倫理に至るまで，様々なことを経験することができた．

また，世界各国から集まる UCBの他の研究者や学生との交流を通し，人脈を国際的に広げることがで

きた．両名とも，研究職を志望しており，今後の研究分野を担う人物になることが期待できる．  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要）  

 

到達目標は，試作システムが実際に運用できるレベルまで研究開発が進み，かつＵＣＢとの共著論

文が出版されることである．農地観察では，経年変化を記録し，これを基に農業従事者が情報交換で

きるようなプラットフォームも設置する．プロジェクトの期間は三年とし，この試作システムに関す

るＵＣＢとの共著論文を一年に一本以上ずつ発表する．  

本プロジェクトの成果物は，試作システムの関連論文が 3本以上，クラウドベースのアプリケーシ

ョンが２種類（車や人のモニタリング，農地管理），および，情報交換プラットフォーム（農地管理

）である．これらの成果の検証は，論文の引用回数，プロジェクトウェブページの訪問者の数，雑誌

や新聞の取材などで行える．また，システムが実際に実用化され，運用されるかどうか，また，どの

程度実際に利用されるかを検証し，成果を測定することができる．鳥獣被害の回避に運用されれば，

実際に被害額がどの程度抑えられたか，費用対効果を検証することで，成果を検証することができる

．  

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

□十分に達成された  

■おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

 

 クラウド上で三次元情報を共有するシステムは試作システムが完成し，これに関する UCBとの共著

論文が二本採択されている．また，さらにもう一本を投稿準備中である．試作システムでは，バーチ

ャル空間に表示された三次元情報を複数ユーザが共有しながら共同作業を行うことができ，このシス

テムは，現在ドイツのミュンヘン工科大のライプニッツ研究所とも共同してさらに開発が進められて

いる．  

 農地管理に関しては，農業用ロボットへと変更があったものの，試作ロボットが完成し，カリフォ

ルニアの農地での実験が終了している．ロボットの認識手法として，二次元の画像情報と三次元形状

情報を用い，さらに物体間の関係性を用いた学習による認識手法が開発されており，最先端の研究レ

ベルの成果をあげている．これに関して UCBとの共著論文を現在投稿準備中である．また，収穫方法

としてロボットに道具を持たせ，双腕で作業させるといった新たな研究課題も見つかり，発展的にプ

ログラムを終えることができた．  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 

なし  

 

 

 

 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 

 本プログラムで開発されたクラウドのシステムを，ドイツのミュンヘン工科大のコンピュータに移

植し， UCB も含めて，三拠点で開発を進める予定である．  

 本プログラムで開発されたロボットに関しても，さらに UCB と共同で研究を進めていく予定である．

ロボットの作業等の発展的課題に関して， UCB を含め，さらに協力研究機関を探し，ネットワークの

拡大に努めたい．  

本プログラムで派遣された若手研究者には，協力研究機関との間に立ち，それぞれの研究に関する

中心的な役割を継続的に担っていくことを期待する．  

 

 

 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

 

派遣された両名とも，研究職を志望しており，既に国際的な研究成果をあげており，一流の雑誌や

会議での査読者を務めている．また，一名は大学への就職を，もう一名は大学，若しくは，研究成果

を活かし，産学連携のベンチャー企業での就職を志望している．  

今回の派遣を通じ，両名とも，国際的な人脈を作ることができ，また，共著論文を多数執筆する経

験を得たため，今後，様々な研究者との交流や共著論文の執筆が期待できる．両名とも，国際的な，

第一線の研究者になることが期待される．  
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

 
イ ケ ウ チ  カ ツ シ  
池内  克史  

 

 

 

担当研究者  

 
カゲサワ  マサタカ 

影沢  政隆  

 

 

 

東京大学  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

東京大学  

 
 

生産技術研究所  

 

 

 

 
 

生産技術研究所  

 
 

教授  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

助教  

 
 

コンピュータ

ビジョン  

 

 

 
 

コンピュータ

ビジョン  

 

 

計  名       

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

米国  Electrical Engineering and Computer 

Science (EECS) Department 

University of California, Berkeley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  1 機関  

Ruzena Bajcsy Professo

r 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

 

本提案では，研究スケジュールがタイトに設定されており，また３年で確実な成果を挙

げる必要があったため，派遣する若手研究者は，大学に在籍する博士を取得した研究者と

した．特にビジョン分野での研究経験が豊富にあり，この分野での貢献と成長が期待され

る若手が適当である．共同研究をスムーズに進行するためには，コミュニケーション能力

が高い必要があり，また英語に堪能である必要がある．  
 
そこで，選抜方針は，原則として当研究室の中からの立候補制とし，候補者がいない場

合には公募制とした．候補者が複数となる場合は，研究分野での経験・成果，システム開

発の経験，英語能力，協調性の四点から最適な候補者を選定した．英語能力は，TOEFLの
点数で，CBTで 250 以上とする．分野での経験・成果，および開発経験は，同分野での論

文数や特許の数により評価する．協調性に関しては主担当研究者，担当研究者，および受

け入れ先の教授により面接を行い，候補者による発表と，口頭諮問を行って決定する．  
 

 

 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

 

派遣する若手の研究環境が整うまで，電話やメールにより頻繁に確認を行う．派遣先の研

究機関に住宅の手配や，研究設備の手配の協力を要請する．  
 
 定期的な状況確認のため，主担当研究者，および担当研究者は二週に一度，派遣先での

状況を確認し，ネットミーティングによりプロジェクトの進捗や方向性をチェックする．

ネットミーティングの設備はすでに導入済みであり，ウェブカメラやポリコムシステム，

Microsoft Office Live meeting などは，Utrecht 大学（オランダ），Microsoft Research Asia
（中国），Drexel 大学（米国），KAIST（韓国）との共同研究により既に使用実績がある．  

 
派遣する若手研究者を通じ，共同研究をより効率的に行うため，主担当研究者，および担

当研究者は，年に四度，ネットによる日米の合同セミナーを行う．また，主担当研究者は，

年に二度，担当研究者は，年に一度，派遣先を訪問し，研究環境や体制を実際に確認する 

 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

変更無し． 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

 

派遣研究者の派遣者①に関しては，本事業開始まで海外の研究者との研究実績は無か

ったが，本事業の派遣中にＵＣＢの研究者と共著の国際会議発表を数回行い，現在も継

続的に共同研究と共著論文執筆を続けているほか，別の研究機関とのコネクションも開

拓し，これらの新しい共同研究において重要なポジションを担っている．この点で，本

人の研究能力のみならず，共同研究や国際ネットワーク構築のために必要なコミュニケ

ーション能力の向上において，本事業は大きな役割を果たしたと言える．  

 もう一人の派遣研究者の派遣者②に関しては，これまでにＵＣＢ以外にもユトレヒト

大学(オランダ)、ＫＡＩＳＴ(韓国)、マイクロソフトリサーチアジア(中国)との国際的

な共同研究経験があり、現在は阪大に在籍しており、国際的に活躍する人材であると期

待されている．本事業の期間中もＵＣＢとの共同研究を進める一方で，東大の学生とも

研究を進め，国際的な雑誌や学会への投稿を行っている．また，ICCV，CVPR といった

国際会議や IJCV，PAMI といった雑誌論文で著名な研究者からの査読者としての指名が

あり，ACCV では二度，ワークショップのオーガナイザーを経験しており，ICCV や CVPR

でのワークショップでの PC メンバーも務めた．本事業後には，こうした国際的な研究

活動にも更に積極的に参加しており，世界的な研究者コミュニティの中でのプレゼンス

の向上に大いに役立ったと言える。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  

 

本事業での共同研究事業では，ＵＣＢでの共同研究拠点の確保という面だけでなく，

Bajcsy 教授の人脈を生かした新たな共同研究者，実験協力者の確保といった成果も出

ており，派遣元研究機関の国際協力体制がより豊かになり，これからの国際共同研究事

業に大きなプラス効果をもたらしている． 

派遣元機関ではこれまでも国際共同研究を重視してきたが，本事業において派遣研究

者とネットミーティングを駆使した会議を頻繁に行うようになったことをきっかけに，

海外の研究者と密なコミュニケーションをとるノウハウが確立した．これによって，よ

りスピード感のある議論，研究の推進が行えるようになり，海外研究機関との共同研究

が加速的に進むことになり，派遣元の国際研究方法・文化にも本事業は大きな影響を与

えたといえる． 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者①：  ポスドク   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

初年度は研究協力を開始する．まず車や人のモニタリングシステムの高精度化を行う．

クラウド上にシステムを構築し，ユーザスタディなどの評価も行う．23 年度は，追加派

遣される若手研究者と協力して，派遣先の研究者と積極的に議論を交わし，システムの

設計を行う．現地でのニーズの調査も行い、必要な技術についての調査を行う．  4 年度

では，リアルタイム化，インタフェースの実装，ユーザテストなどに取り組み，クラウ

ド上で試作システムの完成を目指す． 

（具体的な成果） 

 本プロジェクトにおいては，システムの通信およびインタフェースとなる部分につい

て担当している．23 年度は主にクラウド環境を介した 3 次元データを通信する技術につ

いての研究を行い，計測した物体の 3 次元データをリアルタイムに遠隔ユーザと共有で

きるシステムを開発した．また，クラウドを利用した 3 次元データ共有システムに関し

てマイクロソフト本社でのワークショップにおいて発表した．24 年度は上記のクラウド

共有システム開発においてリアルタイム性能及びインタフェース面の強化に取り組み，

遠隔地間での通信実験，ユーザテストの実施を通してユーザビリティの高いシステムの

設計・開発を行った．これらの実績に関してワークショップでの発表，また国際学会へ

の論文投稿を行った．  

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

米国，U.C. Berkeley，EECS, Ruzena 

Bajcsy 

23 

日  

 348 

日  

350 

日  

721    

日  

 

 派遣者②：  ポスドク    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

23 年度は，前年度に派遣された若手と協力し，農地管理に関し，派遣先の研究者と積

極的に議論を交わし，システムの設計を行う．現地でのニーズの調査も行う．また，農

地記録に関して，最新技術動向の調査を行い，新規アルゴリズムの開発を行う．24 年度

では，リアルタイム化，統合アプリケーションの開発に取り組み，全体的なシステムの

改良，評価，論文執筆に取り組む． 

（具体的な成果） 

 本プロジェクトにおいては，実環境のセンシングと認識をする技術について担当して

いる．23 年度は，農地での目標物の認識を多種類のカメラなどを用いて効率的かつロバ

ストに行うアルゴリズムについて研究を行った．計測機器の設計及び製作を行い，実際

に農地に出向いての計測実験を複数回行った．24 年度は，物体認識アルゴリズムの精度

の向上に従事し，2 次元及び 3 次元データを統合した高次特徴量から収穫物の認識を行

うアルゴリズムの開発を行った．また，ロボットと対象物のインタラクションから認識

を向上させるアクティブセンシングについて，研究開発を行った．自動収穫ロボットの

試作システムを開発し，農地にて実地実験を行った．これらの研究に関して，UC バーク
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レーとの共著論文の投稿を準備中である．  

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

米国，U.C. Berkeley，EECS, Ruzena 

Bajcsy 

9 

日  

321   

      日  

348   

 日  

678    

日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

22 年度 3 月より 2 名の若手研究者を派遣し，派遣先研究機関の研究者らとの議論を重ね

つつ当該課題の研究を開始した．派遣研究者のうち派遣者①はクラウドを用いた 3 次元デ

ータの通信技術およびユーザインタフェースに関して研究を行い，派遣者②は屋外環境に

おけるセンシングシステムの開発と，物体認識のアルゴリズムについて研究を行った． 

派遣者①は 22 年度から 23 年度にかけて，マイクロソフト社の Windows Azure 環境にお

いて効率的に大規模な 3D データを通信するための技術の研究及びシステムの開発を行っ

た．その結果，センサを用いて取得した大規模または対象物の 3D データを，リアルタイム

に多ユーザ間で共有するシステムの開発に成功した．24 年度は，システムの通信方式の見

直しやユーザインタフェースの改良を行った．その評価と検証のため，遠隔地との接続実

験やユーザテストを実施して改良を重ね，ユーザ間コミュニケーションやユーザビリティ

の高い共有システムを完成し，その成果を複数の国際会議で発表した． 

派遣者②は屋外実環境を測定するため，22 年度から 23 年度にかけて，ステレオカメラ

および簡易 3 次元センサを備えた計測システムの設計及び組立を行い，実際の農地におけ

る実験データの取得と，形状と輝度特徴量から機会学習によって認識する手法の研究を行

った．24 年度には開発したセンシングシステムを搭載したロボットによる自動収穫システ

ムの開発に至った．ロボットは事前に計測された多数の実環境データから複数の高次特徴

量を用いて学習し，対象物の比較，認識する．また，アクティブセンシングの理論に基づ

き，ロボットが対象物を動かす様子から物体とその周囲との関係性を自動認識する手法を

開発した．これらの成果に関しても，論文投稿準備を行っている． 

 

（２）成果の概要 

本事業において共同研究を行ったクラウドベースアプリケーションについては，ＵＣＢ 

側と共著にて国際会議で度々発表を行っており，現在も論文投稿及び投稿準備を行ってい

る．同時に，本事業終了後も継続的に研究を続けるべくＵＣＢの担当者及び学生と密に連

絡を取り，適用分野の拡大やさらに踏み込んだユーザテストの実施とインタフェースのブ

ラッシュアップを進めている．農地でのセンシング・認識システムの研究・開発について

も共著論文の投稿を準備中であり，こちらも継続的に技術研究を続けつつ，年に数回，渡

航しての実地実験を行う計画である． 

また本事業と関連してクラウドアプリケーションの研究においては，ＵＣＢ以外にもミ

ュンヘン工科大・ライプニッツ研究センターや東北大学と遠隔会議や接続実験を度々行っ

ており，今後も継続的に協力していく予定である．センシング・認識システムの研究でも

同様にユトレヒト大学(オランダ)，KAIST(韓国)の研究者との研究事業を開始しており，本

事業をきっかけとして国際研究協力の体制づくりが順調に加速している状況である． 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

4 3 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①� 術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入し

てください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・若手派遣研究者が著者（又は共著者）となっている場合、当該の著者名に下線を付してください。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共著論文等には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

１ “Camera Spectral Sensitivity and White Balance Estimation from Sky Images”, 
Rei Kawakami  Hongxun Zhao  Robby T. Tan  Katsushi Ikeuchi, International 
Journal of Computer Vision, 査読有, June 2011, pp1-18, 2011 年 6 月 

２  

３  

４  

５  

６  

７  

８  

９  

10  

11  

12  

13  
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②学会等における発表 

 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
 
・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。  
・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  
・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  
・若手派遣研究者が発表者 (又は共同発表者 )となっている場合、当該の発表者名に下線を付してください  
・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

①   “Network Display and Sharing System for Large Cultural Heritage Objects via 
Cloud Computing Environments”, ○ Yasuhide Okamoto  Takeshi Oishi  
Katsushi Ikeuchi, Cloud Futures Workshop 2011, アメリカ合衆国ベルビュー, 口
頭, 2011 年 6 月 

② “Network Display System for Large Cultural Heritage Objects via Cloud  
Computing Environments”, ○ Yasuhide Okamoto, 2011 Japan-America Frontiers 
of Engineering Symposium, 日本 大阪, 口頭, 2011 年 6 月 

３ “High-resolution Hyperspectral Imaging via Matrix Factorization”, ○ Rei 
Kawakami  John Wright  Yu-Wing Tai  Yasuyuki Matsushita  Moshe Ben-Ezra  
Katsushi Ikeuchi, IEEE Computer Vision and Pattern Recognition 2011, アメ
リカ合衆国 コロラドスプリングス，ポスター，2011 年 6 月 

④ “3-D Remote Collaboration Framework for Virtual Cultural Heritage”, ○
Yasuhide Okamoto  Gregorij Kurillo  Ruzena Bajscy  Takeshi Oishi  Katsushi 
Ikeuchi, Cloud Futures Workshop 2012, アメリカ合衆国バークレー, 口頭, 2012
年 5 月 

⑤ “Visual Simulation Environments for Collaborative Virtual Archaeology”, 
○Gregorij Kurillo, PNC 2012 Annual Conference and Joint Meetings, アメリ
カ合衆国バークレー，口頭，2012 年 12 月 

６  

７  

８  

９  

10  

11  

12  

13  

 


