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Abstract 
KURRI-LINAC was upgraded and replaced from 2010 to2011. First, all the electronic tubes, the thyratrons and the 

klystrons, were renewed. Two thyratrons were exchanged from F-241 (ITT) to L-4888B(L3). Two klystrons were 
replaced with new ones. Second, the control room was improved. One of the improvements was the renewal of trigger 
generator and delay, the touch panel, the several memories and the new trigger out signal. Another of the improvements 
was that remote control of the magnet power supplies was enabled. As a result, the noise in the control room was 
decreased. Those improvements were very popularity from many users. On the other hand, KURRI-LINAC had the 
vacuum trouble in an exit of the accelerating tube, was caused the insulating couplings to check the beam current and 
the metal vacuum valve. 

京大炉中性子発生装置（電子ライナック）の現状 

1. はじめに 
京大炉中性子発生装置（以下ライナック）は

1965 年に設置された L バンド帯（1300 MHz）の電
子ライナックである。1968 年から全国共同利用設
備として利用が開始されるようになり、当初は、中
性子発生装置の名の通り、定常的な中性子源である
原子炉と相補的な中性子源としての利用が主であっ
た。近年では中性子源としての利用に加えて、放射
光源や各種放射線源の利用が増加し、2008 年より
10MeV 以下の低エネルギー照射の利用が開始され
るなど実験の多様化が進んでおり、古いマシンでは
あるが現在も活発な利用が行われている。また、民
間企業との共同研究がここ数年で実施されている他、
学生実験件数が増加するなど、産学連携及び人材育
成においても活躍の場が多くなっている。 

2. 利用状況と運転時間 
2010 年のライナックの利用件数は 2009 年を 1 件

上回る 65 件で（相乗り 11 件含む）、相乗りを含ま
ない件数では過去 高であった（図 1）。電子線照
射が大幅に増加したが、飛行時間分析法の利用の減
少が続いている。X 線照射の利用件数が 0 になって
いるが、電子線照射と並行して行う利用があるため
で、利用がなくなってはいない。 

一方、利用時間は 1642.3 時間を記録し、2009 年
まで 4 年間連続で上回っていた 2000 時間を下回っ
たが、尚高水準の運転時間を記録している。運転時
間減少の要因は利用形態の変化が主であり、特に終
夜連続運転の減少が大きい。 

今年度も昨年度と同様程度の利用件数が見込まれ
ており、活発な利用が継続している。 
 
 
 
 

 

 

3. 電子管更新 

3.1 背景 
2010 年に入手した電子管（サイラトロン・クラ

イストロン各 2 本）の性能試験を行った。性能試験
の結果、所定の性能を満たすことが確認されたため、
不具合が発生するまで引き続き使用することとした。
尚、更新まで使用していた電子管はすべて予備とし
て保管することとした。 

3.2 サイラトロン更新 
旧来使用していた F-241（ITT 社製）が入手不可

能となったため、ほぼ同様の性能を有する L-4888B

図１： 京大炉ライナックの利用件数と運転時間 
相乗り無（青点線）が過去 高を記録 
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（L3communications 社製）に更新した。No.1 の更新
を 2010 年 12 月、No.2 の更新を 2011 年 3 月に実施
した。更新の際、L-4888B では F-241 と違い、ヒー
ターとリザーバーのコモンが共通化されていた。ラ
イナックではリザーバー電源に直流電源を使用して
いるため、電源のフローティングを行った。今後は、
安定運転（特に高繰り返し時）の追求のため、リ
ザーバー電源の遠隔操作化を実施予定である。 

3.3 クライストロン交換 
2011 年 4 月に No.1,No.2 共に従来と同機種の

TV2022B（Thales 社製）に交換した。交換の際に、
経年劣化による冷却水配管コネクタの破断に伴う漏
水トラブル等への対応に時間を要し、利用運転が 1
週間シフトする結果となった。 

交換と同時に、以前より懸念していたクライスト
ロンからの漏洩線量について対策を行った。コレク
タ上部からの漏洩線量を抑えるために 3mm の鉛板
を追加して遮蔽を強化することで、モニタ位置 A,B
における空間線量率を、従来の半分程度にまで抑え
ることに成功した（図 2 上）。 

交換後に、前々回の発表[1]と同様にヒーター電力
の調整を実施し、低いヒーター電力によって寿命の
延長を図った（図 2 下）。 

 

 

 
図 2： クライストロン交換 
（上左）上部に 3mm の鉛板追加。 
（上右）漏洩線量の変化：Long80 Hz での比較 
横軸は任意時間、縦軸が線量率、A,B 地点共に遮蔽
の効果が確認できる 
（下）クライストロンヒーティングカーブ 
矢印の地点から使用開始 

 

 

3.4 まとめ 
サイラトロンの更新、クライストロンの交換は無

事に終了した。寿命のある電子管を同時にすべて入
れ替えたことで、安定運転の期間に入ることを期待
する。実際に 2011 年 7 月現在までに大きなトラブ
ルは発生しておらず、順調な状況が続いている。 

4. 制御室利用環境改善 

4.1 背景 
旧来の制御室内の機器は、長期間の使用で徐々に

故障が発生し、調整も簡便でないことから、利便性
の向上を目的に機器の更新を実施した。一方、加速
器運転中は 低 1 人以上の監視が必要であり、実験
者が制御室で行うことがほとんどである。長時間の
運転、特に終夜連続運転では騒音等の環境の悪さが
実験者を悩ませている状況が続いていたため、静穏
化も視野に入れた改善を実施した。 

4.2 トリガージェネレータ＆ディレイ及び RF ドラ

イバーの更新 
前回の発表[2]で更新予定であったトリガージェネ

レータ＆ディレイと RF ドライバーを 2010 年 8 月
に更新した（図 3 左）。 

トリガージェネレータ＆ディレイはタッチパネル
式となり、内部に Long/Short モード別に 4 パターン
のタイミングを記憶・読み出しが可能になった。ま
た、トリガー出力がこれまでタイミングのみ可変で
あったが、パルス幅も可変となった。加えて、パル
ス間引き運転も可能となり、1 Hz 未満のビーム繰り
返しが可能になった。 

RF ドライバーは真空管式から半導体式に変更と
なった。制御室にはプリアンプのみを設置し、冷却
ファンなど騒音の多いメインアンプは隣のマイクロ
波発生室に設置した。 

4.3 マグネット電源等移設 
制御室のビーム調整用のマグネット電源からの冷

却ファンの騒音や電源の発熱が、大きく制御室の環
境を損ねていた。環境改善のために、2011 年 3 月
に電源を隣のマイクロ波発生室に移設し、制御室で
遠隔操作可能とした。同時に電源の電流表示を小数
2 桁までのデジタル表示にした（図 3 右側）。また、
同時に電源のあったスペースに高圧コントローラ電
源を移設し（同中央右）、音を出していたインジェ
クター絶縁トランスも移設した。 

4.4 結果 
当初の目的である制御室の静穏化は、具体的な数

値は測定していないが、十分実感できる程度まで達
成した。また、各種機器の更新で利便性が向上し、
正確な制御が簡易になった。特にトリガージェネ
レータの更新による機能追加は実験者から大きく好
評を受けており、成功したと思われる。 
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5. トラブル 

5.1 No.2 加速管出口より下流の真空状態悪化 
2010 年 9 月頃より No.2 加速管出口の真空が悪化

し始めた。ヘリウムリークの調査を行ったところ、
加速管出口に 2 本直列に設置しているビーム測定用
絶縁配管の後段から漏れが発生していることが判明
した。詳細箇所はセラミックス・金属接合部であっ
た。ビームには影響を与えない程度の真空悪化で
あったため、一時的措置としてシール剤を塗布する
ことで対応したが、すぐに黒色となって劣化し効果
がなくなった。ビーム衝突の影響を考え、シールに
よる温度測定を行ったが 40 度以上に上昇している
様子はなく、経年劣化が原因である可能性が高い
（図 4）。 

その後、12 月に配管を交換し正常状態に回復し
たが、12 月末に再び真空悪化が発生した。同様に
調査を行うと、交換しなかった絶縁配管で漏れが発
見された。絶縁配管が手元になかったため、直管に
交換したところ、真空悪化はなくなった。原因は同
様に経年劣化であると思われる。 

 
 

図 4： シール剤が劣化した絶縁配管 
前後に温度測定シールで温度を確認したが、マーク
の変化はなかった 

5.2 メタルバルブでの真空悪化 
上記 2010 年 12 月の真空悪化時に真空ログを確認

すると、粗引き用ポートのメタルバルブ付近の真空
状態の変化に内部の真空状態が追随していることが
判明した。このメタルバルブは既に耐用回数を超過
している上にトルク管理をしていなかったため、劣
化が進行したと考えられる。新しいメタルバルブに
交換すると真空悪化は見られなくなった。今後はト
ルク管理を行うことで、劣化を遅らせる。 
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図 3： 環境改善後の制御室 
左側に RF ドライバーとトリガージェネレータ＆
ディレイ、中央右に高圧コントローラ、 
右側にマグネット電源遠隔操作装置がある 

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

- 830 - 



<<
  /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




