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Abstract 

A spoke cavity has advantages over an elliptical cavity for the ERL accelerating cavity because of short distance 
between cavities, small frequency vibration due to microphonics and easy field flatness adjustment for strong coupling 
between cells.  The spoke cavity which is more complicated has more parameters to be optimized than the elliptical 
cavity. Multi-function to be optimized requires multi-objective optimization for cavity design calculation. Multi-
objective optimization with genetic algorithm was carried out and the results will be presented.   

 

非破壊核種分析用ＥＲＬスポーク空洞形状の多目的最適化計算 
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１．はじめに 

エネルギー回収型リニアック（ERL）の低エミッ

タンス、大電流の特徴は高輝度、高品質の放射光源

を発生させるだけでなく、レーザーと組み合わせた

レーザーコンプトン散乱(LCS)によって発生させる

Ｘ/γ線の輝度および単色性を大幅に向上させるこ

とができる。このLCS-γ線を使った核共鳴蛍光法

(NRF)によって使用済核燃料中のウランやプルトニ

ウム、さらには長半減期のマイナー・アクチナイド

(MA)などを非破壊で測定することができ、核保障措

置および核セキュリティーにとって有用な技術とな

ると考えられる[1]。そこで我々はERLとレーザーを

組み合わせた核物質の非破壊核種分析検査システム

を提案している 

このシステムを実用化する場合、ERLを小型化す

ることが必要になり、加速空洞のコンパクト化が重

要になる。 

ERLでは高調波モード（HOM）によるビーム不安定

性によってビーム電流の上限が制限されるため、 

HOM対策が重要になる。従来の楕円型超伝導空洞で

は、HOMを減衰させるためのHOMカップラー又はHOM

ダンパー、さらには高周波入力カップラーなどを

ビームパイプに設置するため、ビームパイプを含め

た加速器全体の長さが長くなる傾向にある。 

これに対し、スポーク型超伝導空洞は楕円空洞に

比べて空洞全長を短くできるなどの利点がある[2]。

そこで電磁波解析コードを用いてERLに適したス

ポーク空洞の設計計算を多目的最適化の手法を用い

て行っているので、その結果を発表する。 

２．スポーク空洞の利点 

スポーク型超伝導空洞をERL用空洞として用いた

とき以下の様な利点がある。 

① 超伝導空洞のHOMを減衰させるためのHOMカップ

ラーやHOMダンパー、さらに空洞に高周波電力

を供給するための入力カップラーをスポーク空

洞では空洞側面に取り付けることができるため、

楕円空洞に比べて加速空洞の長さが短くでき、

さらに空洞間隔も短くすることができる。

(Fig.1) 

 
② スポーク空洞の周波数は主にスポークの長さで

決まり、空洞としての剛性も高く、マイクロ

フォニックスによる空洞周波数の変動も小さい。

空洞周波数の変動が小さい空洞をERLとして用

いると必要な高周波電力の最大値を小さくでき

る。それに伴い高周波電源および入力カップ

ラーの耐電力も小さくでき、加速器本体だけな

く、付帯する高周波電源もコンパクトにできる

可能性がある。 

③ 楕円空洞と同程度の大きさのスポーク空洞を考

えた場合、周波数は半分程度になる。周波数が

低くなると、電子ビームのバンチ長が同じなら

 

 
Figure 1: スポーク空洞の概略図(上) 

      と楕円空洞の概略図(下) 
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ば加速位相幅が狭くなるため、エネルギー幅を

小さくできる。エネルギー幅の小さな電子ビー

ムをLCSに用いると、発生する光の輝度を高く

することができる。 

④ スポーク空洞は均一太さの洞体で囲まれている

ためセル間のカップリングが楕円空洞に比べて

強く、セルごとの電界分布の調整が容易である。

さらにセル間の結合が強いとセル数を多くして

も電界分布が乱れにくく、加速器の有効長を長

くすることができる。 

 

３．スポーク空洞形状 

スポーク空洞は主にスポーク、洞体およびエンド

ノーズの３つの部分で構成されている。 

計算に用いたスポークの形状は３つの異なった断

面形状をもち、各断面は長方形から角丸四角形、楕

円形と変化させることができる。中央部分は同一断

面を押し出した形状をしており、端の部分は２つの

断面形状を滑らかにつなぐように形状を変化させて

いる。スポークの中央にはビームが通るボアが開け

られており、突起部分ができないように角は丸めら

れている。(Fig.2) 

 
洞体はスポークを収める中空タンクで、その断面

形状は、正方形から角丸正方形、円形へと変化させ

ることができる。また端板部分の角は丸められてい

る。 

エンドノーズは円錐台と円錐を重ねた形状で、中

央にビームが通過するボアが開けられている。ボア

部分、円錐台と円錐の接続部分、および円錐台と端

板の接続部分はそれぞれ丸まられ、各部分が滑らか

に変化するようにしている。 

スポーク空洞の共振周波数を650MHzとした。これ

は楕円空洞の多くが1.3GHzで設計・製作されており、

その半分の周波数とすることで外径を同程度とした。

また650MHzであれば超伝導状態で運転するときに４

Ｋの液体ヘリウム温度での運転も可能となる利点が

ある。スポーク空洞のセル数は9セル楕円空洞の長

さとほぼ同じになるように5セルとした。5セルの場

合4本のスポークが空洞内に立てられるが、隣同士

が直交するようにスポークを配置した。 

 

 

４．最適化手順 

3次元電磁波解析コードを用いて、スポーク空洞

形状を最適化していくが、最適化すべき目的関数と

して最大電界と加速電界の比（Epeak/Eacc）、最大

磁場と加速電界の比(Hpeak/Eacc)、およびR/Qがあ

る。これらを最小化問題とするためにR/Qに関して

は逆数をとり、Epeak/Eacc、Hpeak/Eaccおよび

1/(R/Q)の3つの関数の最小値多目的最適化問題とし

て、遺伝的アルゴリズムを用いた最適化の手順は以

下の通りである。 

① 各形状パラメータを2進化するため、各パラ

メータの取り得る最小値と最大値、およびその

範囲内でのデータ個数に対応するビット数を決

める。 

② 個体と呼ばれる一連の形状パラメータを染色体

と呼ばれる1つのビット列データに変換する。 

③ 最初の集団はランダムに染色体データを発生さ

せる。 

④ 1つの染色体データを解読してスポーク空洞形

状を作成し、3次元電磁波解析コードを用いて

空洞内の電磁界分布を求める。 

⑤ 求めた電磁界分布の中から軸上電界分布が

TM010πモード相当のものを探す。 

⑥ その周波数が 650MHz±5MHz を外れているとき

は、空洞外径を調整して周波数範囲内に入るま

で繰り返す。 

⑦ 軸上加速電界分布から各セルの最大加速電界を

求め、その最小値と最大値が 1 割以上違う場合

は端板のエンドノーズの長さを調整し、各セル

の軸上加速電界分布が揃うまで繰り返す。 

⑧ 加速電界、空洞内の最大電界、最大磁場および

R/Q を求める。 

⑨ すべての染色体データに対して、④から⑧まで

の操作を行う。 

⑩ パレートランキング法を用いて評価関数を求め

る[3]。この方法は、その個体より優越してい

る他の個体数を評価関数とするもので、各個体

の目的関数の値の大小に関わらず、パレートフ

ロントに近いものほど優れた評価関数を持つと

 

 
Figure 2: スポーク形状の例。スポーク（左

上）、洞体（左下）、エンドノーズ（右上）と組

立図（右下） 
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いう特徴がある。 

⑪ この評価関数をもとに新しい世代の親を抽出す

る。 

⑫ 抽出方法は、まず評価関数の優れたエリートを

一定数優先的に選択する。 

⑬ 次に評価関数の値により抽出確率が決まるルー

レットを用いて所定の数を選択する。 

⑭ 新しく選ばれた親世代の評価関数に応じて新た

に作成したルーレットを用いて、2 つの親を選

ぶ。 

⑮ 一様分布交叉で新しい子データを 2 つ生成する。 

⑯ 所定の子データが得られるまで⑭から⑮の操作

を繰り返す。 

⑰ 生成された子データに対して一定確率で突然変

異を起こさせる。 

⑱ ④から⑰までの操作をより良い解が得られなく

なるまで繰り返す。 

 遺伝的アルゴリズムで採用したパラメータを

Table.1 に示す。 

 

 

５．計算結果 

Epeak/Eacc、Hpeak/Eaccおよび1/(R/Q)の各世代

の平均の推移をFig.3に示す。各パラメータとも最

初は順調に減少しているが、12世代あたりから、

1/(R/Q) が 順 調 に 減 少 し て い る の に 対 し 、

Epeak/Eacc、Hpeak/Eaccはあまり変化しなくなって

い る 。 そ こ で Epeak/Eacc 、 Hpeak/Eacc お よ び

1/(R/Q)の3つで行っていた評価関数の算出方法を、

第15世代からEpeak/EaccおよびHpeak/Eaccの2つに

変更した。1/(R/Q)に関しては悪くなったが、

Epeak/EaccとHpeak/Eaccに関しては再び減少するよ

うになった。 

 

 
Epeak/Eacc－Hpeak/Eacc空間における各世代の分

布とパレートフロントの推移をFig.4に示す。世代

が進むにしたがって、パレートフロントが改善し、

各個体もパレートフロント付近に集ってきているの

が分かる。 

またパレートフロントにおける代表的な形状の例を

Fig.5に示す。Epeak/Eaccが優位な点(A)では、ス

ポーク中央部の幅が厚みより長くなり、スポークの

根元が太くなっている。一方Hpeak/Eaccが優位な点

(C)では、スポーク中央部は厚みの方が幅より長く

なり、スポークの根元が細くなっている。2つの中

間に位置する(B)では、2つの中間的な形状になって

いる。 

Epeak/EaccとHpeak/Eaccを他のスポーク空洞と比

較したものを、それぞれFig.6とFig.7に示す[4,5]。
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Table 1: 遺伝的アルゴリズムで用いたパラメータ 

エリートによる選択 20 

ルーレットによる選択 80 

交叉方法 一様交叉 
突然変異確率 2% 

親ペア数 200 
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Epeak/Eaccはβが大きくなると少しずつ大きくなる

傾向があり、Bpeak/Eaccもβとともに電界の場合よ

り急速に大きくなる傾向がある。特にBpeak/Eaccは

楕円空洞と比べると劣っているが、β＝１の今回の

設計は他のスポーク空洞の設計に劣るものではない。 

 

 

 
 

 
 

６．まとめ 

遺伝的アルゴリズムを用いた多目的最適化の手法

を用いてスポーク空洞形状の最適化を行っている。

計算する世代が進むにつれてパレートフロントが進

行し、各個体の計算結果もパレートフロント近傍に

集ってきている。現在までの計算は他のスポーク空

洞の設計に劣るものはなく、計算は現在も進行中で

ある。 

 さらにERL空洞として用いる場合はHOMの減衰も大

きな問題となるので、電磁場分布だけでなくHOM特

性も調べる必要があり、さらにスポーク空洞に最適

なHOMカップラーの設計も合わせて行っていく予定

である。 

 

参考文献 

[1] R.Hajima et al., 本論文集 
[2] F.Krawczyk, Proceedings of 11th Workshop on RF-

Superconductivity (SRF2003), Sept. 8-12, 2003, WeO05,  
[3] C. M. Fonseca and P. J. Fleming, Proceedings of 

the Fifth International Conference on Genetic 
Algorithms, pp. 416-423, 1993. 

[4] J. R. Delayen, Proc. of the 10th Workshop on RF 
superconductivity (SRF2001), pp. 152-161, 2001. 

[5] M. Kelly, Proc. of the 13th Workshop on RF 
superconductivity (SRF2007), pp. 414-418, 2007.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

JAEA
OthersB

pe
ak

/E
ac

c 
(m

T
/M

V
/m

)

 (v/c)

Figure 7: Bpeak/Eaccのβによる変化。赤丸は

JAEAの設計、青四角は他のスポーク空洞を示

す。（参照[4-5]） 

0

1

2

3

4

5

6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

JAEA
Others

E
pe

ak
/E

ac
c

 (v/c)

Figure 6: Epeak/Eaccのβによる変化。赤丸は

JAEAの設計、青四角は他のスポーク空洞を示

す。（参照[4-5]） 

0

5

10

15

20

2 3 4 5 6 7 8

19th

H
pe

ak
/E

ac
c 

[(
kA

/m
)/

(M
V

/m
)]

Epeak/Eacc

A

B C

 

(A)  (B)  

(C)  
Figure 5: パレートフロント近傍における

Epeak/Eacc優位な形状(A)とHpeak/Eacc優位な形

状(C)、その中間(B)。 

Proceedings of the 8th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (August 1-3, 2011, Tsukuba, Japan) 

- 1335 - 



<<
  /ASCII85EncodePages true
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ABSALOM
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /ALIBI
    /AllegroBT-Regular
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BATAVIA
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CASMIRA
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CharlesworthBold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DauphinPlain
    /EdwardianScriptITC
    /ELEGANCE
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /ELLIS
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EXCESS
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /GENUINE
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HELTERSKELTER
    /HERMAN
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /ISABELLE
    /JOAN
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /JUSTICE
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MANDELA
    /Mangal-Regular
    /Mathematica1
    /Mathematica1-Bold
    /Mathematica1Mono
    /Mathematica1Mono-Bold
    /Mathematica2
    /Mathematica2-Bold
    /Mathematica2Mono
    /Mathematica2Mono-Bold
    /Mathematica3
    /Mathematica3-Bold
    /Mathematica3Mono
    /Mathematica3Mono-Bold
    /Mathematica4
    /Mathematica4-Bold
    /Mathematica4Mono
    /Mathematica4Mono-Bold
    /Mathematica5
    /Mathematica5-Bold
    /Mathematica5Mono
    /Mathematica5Mono-Bold
    /Mathematica6
    /Mathematica6Bold
    /Mathematica6Mono
    /Mathematica6MonoBold
    /Mathematica7
    /Mathematica7Bold
    /Mathematica7Mono
    /Mathematica7MonoBold
    /MATTEROFFACT
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MICRODOT
    /MicrosoftSansSerif
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /NATURALBORN
    /NEOLITH
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OPENCLASSIC
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PRETEXT
    /Pristina-Regular
    /PUPPYLIKE
    /Raavi
    /RADAGUND
    /RageItalic
    /Ravie
    /REALVIRTUE
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /ScriptMTBold
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SHELMAN
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimSun
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Staccato222BT-Regular
    /Stencil
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TRENDY
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENG ()
    /ENU (Setup for JACoW - paper size, embed all fonts, compression, Acrobat 7 compatibility.)
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 791.000]
>> setpagedevice




