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Abstract 
The most intense pulsed muon beam for various researches has continuously been produced at J-PARC/MUSE. At 

present, the fixed edge-cooling method has been adopted for cooling the muon target. However, it is predicted that the 
graphite will break down in six months due to radiation damage. To extend the lifetime of the muon target, we are 
planning to adopt the rotating target method, which can distribute the radiation damage of graphite to a wider area. The 
control system of the rotating target is composed of a PLC (Programmable logic controller) and a touch pannel. 
Preparing for beam operations under high radiation, newly upgraded servo-motor systems, composed of radiation-
resistant materials and controlled through command lines, are introduced for both the up-down motion and the rotation. 
We fabricated the prototype of the PLC control system and will keep on developing it. In this report, the development 
of the control system for the actual muon rotating target will be described. 

J-PARC におけるミュオン回転標的の制御系の構築 

1. J-PARC におけるミュオン標的 
高エネルギー加速器研究機構においては日本原子

力研究開発機構と共同で大強度陽子加速器計画 J-
PARC 計画を推進しており、その中でミュオン科学
研究施設（J-PARC/MUSE）では世界 高強度のパ
ルス状ミュオンを用いた物性、素粒子実験を展開し
ている。 

J-PARC の加速器群は直線加速器(Linac)、3GeV 前
段加速器(Rapid Cycling Synchrotron、RCS)、50GeV
主リング(Main Ring)から成立している。RCS からは
主リングに向かう系の他に、RCS で加速された陽子
ビームをそのまま実験用途に使用する、物質・生命
科学実験施設(MLF)がある。(図 1) 

MLF には中性子をしよう利用する実験系と、ミュ
オンを利用するミュオン科学研究施設(MUSE)があ
る。 

ミュオン生成標的は RCS から MLF に繋がるビー

ムライン(3NBT)上の中性子生成用水銀ターゲットの
上流に設置される。 

ミュオンは、黒鉛製の標的に RCS からの陽子
ビームを照射し、パイオン(π中間子)を発生させ、
パイオンがミュオン(ミュー粒子)に崩壊することで
発生する。 

陽子ビームを黒鉛標的に照射すると、標的の陽子
ビームが照射された部位が加熱され、膨張などの変
質を起こす。将来的には J-PARC 加速器は 1MW に
まで出力が増強される予定であり、その陽子ビーム
強度では黒鉛標的の寿命は数年で尽きてしまうと予
想される[1]。 
 

 
写真 1：回転標的全景 図 1：J-PARC 実験施設配置図 
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黒鉛標的の長寿命化の為に、黒鉛標的を回転させ
ることで陽子ビームの照射部位を分散させるミュオ
ン回転標的(Muon Rotating Target)が考案されており[2]、
現在制作中である。(写真 1) 

2. 回転標的で使用するモーター 
ミュオン回転標的は 2 つの駆動用モーターを有す

る。1 つは黒鉛標的を回転させる標的回転機構、も
う 1 つは標的機構を上下に移動する上下移動機構で
ある。ミュオン標的は 3NBT 下流部に設置されるが、
ミュオン標的に陽子ビームを照射する為には、
3NBT 全体の陽子ビームのチューニングが必要であ
り、ミュオン標的が設置される位置には、黒鉛標的
の他に陽子ビームの形状を確認するビームプロファ
イルモニタも設置し、陽子ビームの運転状況に対応
して機能の切り替えが必要である。この切り替えを
行う為に、ミュオン標的は標的機構の上下移動が行
えるようになっており、陽子ビームの照射高さ位置
に、黒鉛標的が配置される標的位置、プロファイル
モニタが設置されるモニタ位置、いずれの装置も設
置されない退避位置の 3 つの高さ位置に移動する。
(図 2) 

標的を回転させる機構の他に、回転標的は、これ
らの標的機構の上下位置を移動させる為の上下移動
機構を持つ。 

2 つのモーターはいずれもサーボモーターの耐放
射線仕様の物を使用しており、回転機構用モーター
にはワコー技研製 [3]の BXR006-C513、上下機構用
モーターには同じくワコー技研製の BXR075B-C813、
を使用している。これらのモーターはいずれも同社
の BNR II シリーズを耐放射線仕様に改造したもの
で、レゾルバを用いた位置読み出し・自律制御の
モーターであり、モーター本体およびモータードラ
イバーとモーター本体間を接続するケーブルが耐放
射線性の材料を使用している。(モータードライバー
は耐放射線性の材料は使用していない。) 

使用するモータードライバーは GPLR 型であり、
モーターの制御は、モータードライバーに対してシ
リアル通信でテキストによるコマンドを発行するこ
とによって行われる。 

3. 制御系のハードウェア 
モータードライバーに対する制御は、シリアル通

信にてテキストによるコマンド発行で行われるが、
このコマンドを発行し、システム全体制御をおこな
うに当たり、MLF の安全系で使用されている、三菱
製のシーケンサ(Programmable Logic Controller、
PLC)である Q シリーズを採用した。これは、今回
試作するミュオン回転標的が、実際のミュオンビー
ム生成に導入される際には、3NBT 上の中性子ター
ゲット上流に設置されるため、MLF 全体の安全系
ネットワークに加わり、PPS(Personnel Protection 
System)や MPS(Machine Protection System)を実装す
ることを求められることに因る[4]。 

今回作成した回転標的制御系の外観を以下に示す。
(写真 2) 

ミュオン標的の制御系に求められる仕様として、
上下機構系の位置制御、黒鉛標的およびその周辺の
温度監視、冷却水の流量・水温監視、などがある。
回転標的制御系に固有に求められる仕様としては、
標的回転系の駆動制御である。モックアップの制御
系として必要なものには、標的チェンバーの真空監
視などである。今回使用する PLC に対して求められ
る入出力機能としては、上下・回転の両機構のモー
タードライバーへのシリアル通信ユニット、各温度
監視や真空度監視に使用する ADC、上下位置のリ
ミットスイッチの監視やモータードライバーが有す
るデジタル I/O の通信用途などに使用するデジタル
I/O ユニットなどがある。オペレータの操作はタッ

図 2：ミュオン標的の上下移動位置関係 

写真 2：回転標的制御系全景 
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チパネルを使用する。また内部のログ確保用にキー
エンス製のデータロガーDT-100A を使用する予定で
あり、これらの機器と PLC への通信の為に、モー
タードライバー用のシリアル通信ユニットとは別に、
シリアルの通信ユニットを有する。 

標的の温度監視は熱電対を使用する。この熱電対
の出力信号を PLC に取り込む為に、温調器により
4-20mA に変換し、インタロックアラーム信号を作
成する。また PLC と外部ロガー用の出力との分岐用
に信号変換器を導入し、出力を 0-10V に変換する。
温調器は理化工業社製の SA100FK06-8M-4*4N-N/17、
信号変換器にはエム・システム技研社製の W5VS-
A44-M/K を使用している。 

タッチパネルは三菱製の GT1695M-XTBA を使用
した。(図 3) 

4. 制御系のソフトウェア 
PLC を制御する際、大半の場合は PLC 独自の

コード記述であるラダープログラムを使用すること
が多い。回転標的制御系に使用される PLC もラダー
形式によるプログラム記述を使用している。 

上下機構のモーターの位置の読み出しにはレゾル
バを使用している。レゾルバはモーター軸が回転す

る際に位相情報を出力するだけのものであり、位置
をずっと保持するような特性はなく、起動直後など
において上下機構の位置がどこにいるのか判らない
事象が起きる。この為、システム起動時に原点サー
チが必要となる。 

ミュオン標的の上下機構の原点は原則として標的
位置を原点位置とする。ただし単純に標的位置のリ
ミットスイッチの入力のみで標的/原点位置とするの
ではなく、標的位置のリミットスイッチが入力され
た後、モーターのサーボ機構を解除し、標的チェン
バーの真空力によって標的を引かせて、チェンバー
底面に着座した処を標的/原点位置とする。これは、
陽子ビーム照射による標的機構の加熱などを考慮し
て、熱膨張などにより機構の変位が発生したとして
も、標的の上下駆動機構などに悪影響を与えないよ
うにするための処置である。この為、標的/原点位置
に上下機構がある時には、上下機構のモーターのブ
レーキは解除される。この措置は、原点サーチによ
るものではなく標的位置に移動する操作を行う際で
も同様の措置を行う。 

原点サーチを行う際のフローチャートは以下のよ
うになる。(図 4) 

図 3：回転標的制御系構成図 
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標的位置、モニタ位置、退避位置の各位置への移
動は、目的となる移動位置の高さ位置の値をコマン
ド発行して、モータードライバー内部にて、レゾル
バの変化総量との比較を行うことによって行われる。 

陽子ビームがミュオン標的に照射される際、標的
が各位置にいない時に、陽子ビームが照射されてし
まうと、ミュオン標的機構の予期しないところに陽
子ビームが照射されてしまい、機構全体にダメージ
を与えてしまう。また、ミュオンの二次ビームライ
ン上で保守作業などを行っている間に黒鉛標的に陽
子ビームが照射されてしまうと、作業している二次
ビームラインにミュオンが通ってしまう危険性を低
減する為(実際には、パイオンブロッカーで二次ビー
ムが停まる、あるいは二次ビームライン上の偏向電
磁石電源がオフになるので、二次ビームライン作業
領域までミュオンが通ることはない。あくまでも安
全の冗長系確保の為の措置である)、この為、標的の
上下機構が標的/モニタ/退避の各位置にいる時は、
レゾルバやモータードライバーに因らずに、各位置
検出量のリミットスイッチにて上下位置を検出し、
このデジタル信号にて、MLF の PPS や MPS に位置
情報を伝送する。 

回転機構の制御は、上下機構の制御とは異なり、
規定の位置に移動するものではなく、黒鉛標的を回
転させることを目的とする制御系である。その為、
モータードライバーに発行するコマンドは、モー

 
図 4：原点サーチ実行時のフローチャート 

 
図 5：各点移動時のフローチャート 

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

- 562 - 



ターを一定速度で駆動させるコマンドになる。 
ただし、モーターの駆動速度が陽子ビームの照射

周期(25Hz)と同期してしまうと、黒鉛標的上で陽子
ビームが照射される点が分散されずに限定的になっ
てしまう可能性があるので、時折回転速度を変化さ
せる、などの措置が必要となる。 

温度監視は、現在の温度を監視してもらう為に
MLF の制御系に出力を送信すること、温度異常を監
視し、異常加熱があった時などに対して、MPS を発
報し、陽子ビームを停止すること、などが目的とな
る。温度監視のインタロック信号は温調器のデジタ
ル出力を使用する。 

操作用タッチパネルは三菱製のタッチパネルを使
用しており、このタッチパネルは特別な設定は必要
なく今回採用した三菱製の Q シリーズの PLC と通
信が行うことができる。タッチパネルの操作画面の
作成には同社の GT Works3 を使用した。 

モーター操作画面の一例を図 6 に示す。 

データロガーはキーエンス製 DT-100A を使用す
る。この装置は PLC とシリアル通信などにて PLC
と接続することにより、内蔵のコンパクトフラッ
シュにサンプリングデータをロギングしていくとい
うものである。 

5. 今後の課題 

今回制作した回転標的が実際に陽子ビームライン
で使用されるのは、平成 25 年度の夏の予定であり、
それまでの間に、回転標的の制御系について改善を
おこなうことになる。 

現在、改善した方が良い点として挙がっているの
は、タッチパネル画面の判りやすい視覚化、モー
タードライバーのシリアル通信に対するサンプリン
グ周期の改善などが考えられる。 

モータードライバーとのシリアル通信を行うにあ
たり、ラダープログラム上でテキストデータを作成
して通信を成立させるのだが、2 つのモータードラ
イバーに対して、1 つのラダープログラムが順番に
コマンドの発行、アンサーの読み出しを繰り返す為
か、1 つのモータードライバーに対して通信ユニッ

トの通信 LED の目視で、1/4 秒くらいの時間が掛っ
ている。これはモータードライバーの仕様で 1 つの
状態(モータードライバー内部のアラーム状態など)
を読みだすのに専用のテキストコマンドを発行→ア
ンサー読出を行う為、複数のパラメータを読出＋
モーター駆動制御を行うと、プロセスごとに時間が
必要になってしまう。同一のモータードライバーに
対してはドライバーの仕様なので仕方ないのだが、
回転駆動機構、上下駆動機構の 2 つのモータードラ
イバーに対して、現行の PLC ラダーでは制御コマン
ド発行→アンサー読出が完了するまで、他方のモー
タードライバーに対する制御を一切行っていないの
で、このような形になってしまっていると思われる。 

ラダープログラムの改善にて、おそらくは回避可
能だと思われる。あるいはマルチタスク実行が可能
なシリアル通信ユニットを使用する方法も考えられ
る。 
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図 6：タッチパネル画面例 

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

- 563 - 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /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

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




