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Abstract 
The Great East Japan Earthquake (March 11, 2011) has inflicted enormous damage on the accelerator facility of 

Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University. A 300 MeV linac operated for 46 years as an 
accelerator for radioisotope production and also as an injector of the 1.2 GeV booster synchrotron for nuclear physics 
experiments. The accelerator will be rebuilt with all the recyclable components. New small linac is constructed as the 
injector for the booster synchrotron. The injector consists of thermionic rf-gun, two 3m-long accelerating structures, 
and transport line to the synchrotron. The maximum energy of injector is 90 MeV with beam loading. The detail of the 
injector linac is introduced in this conference. 

東北大学電子シンクロトロン入射用 90MeVリニアックの新設 

1. はじめに 
昨年 3 月の東日本大震災により、電子光理学研究

センターの最大エネルギー300MeV の電子リニアッ
クおよび 1.2GeV 電子シンクロトロンは甚大な被害
を受けた。特に運転中に被災したリニアック部の被
害は深刻で、建設から 40 年以上経つこともあり交
換部品の入手が難しく、リニアックの全面復旧は不
可能であると判断せざるをえなかった。震災までリ
ニアックは RI 生成実験および原子核実験に供され
る電子ブースターシンクロトロンの入射器として利
用されてきたが、我々は比較的被害の少なかったリ
ニアック低エネルギー部を RI 生成実験のために復
旧し、電子シンクロトン入射用リニアックを新たに

建設することにした。 新設する入射用リニアック
は、熱陰極 RF 電子銃で生成した電子ビームを 3m
長の Sバンド 加速管 2本を使い約 90MeVまで加速
し、シンクロトロンへと入射する。高周波システム
は、1 本の 50MW クライストロンの RF 出力を電子
銃空洞および 2 本の加速管へ分配する構成とした。
熱陰極 RF 電子銃は、東北大学でこれまで超短電子
バンチ生成用に開発したものであり、低エミッタン
スビーム生成およびビーム縦方向位相空間分布制御
が可能である。本発表では、新設する電子シンクロ
トロン入射用 90MeV リニアックの開発状況の詳細
を報告する。 

2. シンクロトロン入射用リニアック 
電子光理学研究センター（旧

核理研）の電子リニアックは、
熱 陰 極 電 子 銃 、 プ リ バ ン
チャー・バンチャー空洞、1 ｍ
加速管 8本と 2ｍ加速管 12本で
構成され、5 台のクライストロ
ンから RF 電力を高周波空洞に
供給し、最大ビームエネルギー
は 300MeV であった。昨年の震
災で被害を受けたリニアックの
完全復旧は、必要な部品の調達
が不可能であることから断念せ
ざるをえなかったが、再利用可
能な加速器の部品をかき集め RI
製造用にビームを供給する低エ
ネルギー部（50MeV）を再構築
することにした。だが、このリ
ニアックを使ってビームをシン
クロトロンへ入射することは、
エネルギーが低くビームエミッ
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図１：シンクロトン入射用 90MeVリニアック構成図 
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タンスの断熱減衰も小さいため困難である。また、
限られた復旧予算でこれまと同じエネルギー（150
～200MeV）でビーム入射ができるリニアックを新
たに構築することは不可能であった。幾つかのリニ
アック構成を検討した結果、1 台のクライストロン
を高周波源として使い、3m加速管 2本で 90MeVま
で加速するリニアックをシンクロトンの入射器とし
て新設することにした（図 1 参照）。入射エネル
ギーがこれまでよりも 40%以上も下がるが、今回の
加速器復旧ではシンクロトロンの電磁石用振り上げ
電源の更新なども行われるため、低エネルギー入射
によるビーム不安定性の問題は生じないと考えてい
る。また、新設する入射器の構成機器は、クライス
トロンを含め我々が現在研究用に開発中である
50MeV 光源加速器で使用しているものと互換性の
あるものを用いることにした。こうすることで、故
障時に速やかに入射用リニアックを復旧することが
できる。以下に 90MeV 入射用リニアックの各シス
テムについて説明する。 

2.1 電子源 
電子源には我々がこれまでに低エミッタンス・超

短電子バンチ生成用に開発した独立 2 空洞型熱陰極
高周波電子銃（ITC RF電子銃）を用いる。この ITC 
RF 電子銃は 2 つの高周波空洞間に結合がなく、そ
れぞれの空洞へ供給する RF の位相と振幅を独立に
制御することが可能である[1-3]。α電磁石と組み合わ
せて用いることにより、加速管に入射する電子ビー
ムの縦方向位相空間分布を変化させることができる
（図 2）。α電磁石の真空チェンバー内には可動ス
リットが設置されており、ビームのエネルギー幅や
電荷量を調整することが可能である。RF 電子銃の
運転パラメータやスリットで切り出すエネルギー幅
を調整することにより、60mA 以上のビーム電流を
得ることが可能である。 

RF 電子銃の熱陰極には直径 1.78mm の LaB6単結
晶を用いる。このカソードはサイズが小さいために
初期エミッタンスを低く抑えることができ、規格化
エミッタンス 2～3π mm·mradのビーム生成が可能で
ある。その他、各 RF 空洞と導波管の結合度（β）
を大きくとることで filling time を短くする設計に
なっており（表 1）、ビームの有効時間幅を RF パ
ルスに対して長くとれるようになっている。 

2.2 高周波システム 
新設するシンクロトン入射用リニアックでは、復

旧予算の制限から 1 つの RF ユニットしか構築する
ことができず、図 1 に示した様に 1 台のクライスト
ロンの高周波出力を 3 台の分配器を使って RF 電子
銃 2 空洞と 3m 加速管 2 本へと電力を供給する構成
とした。高周波立体回路には、減衰器と移送器が各
2 台設置される。減衰器は RF 電子銃 2 空洞へ供給
する電力の調整に用いられ、2 台の移送器は RF 電
子銃と加速管の位相差、RF 電子銃の 2 空洞間の位
相差をそれぞれ調整するのに用いられる。2 本の加
速管は、両者の加速位相が同じになるように設置さ
れる。導波管は全て真空で使用する。RF 電子銃 2
空洞への導波管にセラミック窓を設置するが、これ
は加速管を大気解放せずに、RF 電子銃のカソード
交換などができるようにするためである。 
大電力高周波源であるクライストロンは、研究用

加速器（ t-ACTS） [3]でも使用している最大出力
50MW の東芝製 3730A を採用することにした[4]。高
いエネルギー利得を得る為に SLED などの RF パル
スコンプレッサーを用いたいが、本システムでは熱
陰極 RF 電子銃を使用するために SLED を導入する
ことができない。できる限り多くの高周波電力を加
速管に供給できるように、導波管立体回路中の分配
器の電力配分比の最適化を図った。また、クライス
トロン（地上 1 階）と加速器本体（地下）の設置位
置の関係で導波管長が約 20m になってしまうため、
導波管での電力損失を抑えるために、SUS フランジ
内面に銅メッキを施すことにした。 

2.3 加速セクション 
加速管は KEK-ATF などでも使用されている 3m

長の高シャントインピーダンス（r）のものを用い
る。RF 入出力カップラー部での電場非対称性によ
るエミッタンスの劣化を抑制するために、シングル
入力準対称型を採用した（入力・出力導波管の対面
にλ/4 導波管が付いた形状になっている）。加速管

表 1：ITC RF電子銃パラメータ 

共振周波数  2856[MHz] 

結合度: β  ~ 4 

Q0  (1st / 2nd 空洞) ~9500 / ~12500 

加速勾配: Ez (1st / 2nd 空洞) 25 / 70  [MV/m] 

2空洞間位相差可変範囲 0 ～ 2π  

カソード電流密度 50 [A/cm2] 

 
図 2： ITC RF 電子銃の空洞間位相差・振幅を変
化させた時の縦方向位相空間分布変化。（GPT に
よる計算）E1 = 25 MV/m：固定、カソード電流密
度：50 A/cm2 
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の基本パラメータは、加速モード：2π/3 モード、空
洞数：86（ノーマル空洞：84、結合空洞：2）、減
衰係数（ τ）： 0.57、シャントインピーダンス
（r）：59 MΩ/m（仕様値：53 MΩ/m 以上）である。
ビーム電流が 50mA の時、加速管 1 本あたりのビー
ム負荷電圧は約 2.05MV である。クライストロンの
出力電力とエネルギー利得の関係を表 2 にまとめた。
表 2 の計算結果は、導波管での電力損失や移相器・
減衰器の挿入損失も含んでいる。RF 電子銃で生成
される電子ビームのエネルギーは約 2MeV であるの
で、90MeV 以上でビームをシンクロトロンへ入射
するためにはクライストロン出力が 46MW 以上必
要である。 

2.4 ビーム輸送ライン 
図 1 に示した様に、シンクロトロンへのビーム輸

送ラインはビームを 90MeV まで加速した後、90 度
偏向して既設の入射ラインへと繋がる。ビーム輸送

ラインの計算は、1 本目の加速管出口までを GPT、
それ以降のビームラインについては SAD を用いて
行った。図 3（上）にα電磁石出口から 1 本目の加
速管までのビームサイズ変化、図 3（下）に 2 本目
の加速管以降のビームサイズ、β関数、分散関数を
示す。図 3（下）右側のコンクリート壁よりも下流
は既設の輸送ラインである。今回新設するビーム輸
送ラインの四極電磁石はダブレット構成を採用した。
分散部は 2 台の 45 度セクター型偏向電磁石（曲率
半径：0.5m）と 1 台の四極電磁石で構成され、ここ
での分散関数の最大値は中央の四極電磁石の位置で
約 0.6m である。分散部には、四極電磁石の前後に
ビームスリットとスクリーンモニターを設置する。
旧 300MeV リニアックでは、分散部に設置したビー
ムスリットを使ってリングに入射するビーム電流量
を調整していたが、今回設置するスリットは主に加
速管で発生する暗電流の削除に使用する。本システ
ムの場合、加速後のエネルギー拡がり（σ）は約
0.1%と小さく、分散部でのエネルギー拡がりによる
ビームサイズは 1mm 以下と小さい。ビーム輸送ラ
インにはエミッタンス測定用のスクリーンモニター
（YAG 蛍光スクリーン）、ビーム軌道測定用のボ
タン型ビーム位置モニター（6 台）、電流測定用の
高速電流モニター（3 台）を設置する。シンクロト
ロン入射のオプティクスマッチングは既設のビーム
ラインに設置してあるスクリーンモニターを用いて
行う予定である。また、シンクロトロンへのビーム
入射ラインの他に 2 本のビームラインを設置し、
ビーム診断などに使用する予定である（図 1）。 

3. 今後の予定 
本格的な入射器の設置作業は 2012年 11月から開

始される。RF 電子銃と加速管の RF エージングを
した後、2013 年 1 月末にはリニアックでのビーム
加速を行う。シンクロトロンへのビーム入射は 2 月
末ごろから行う予定である。また、入射器の建設作
業と並行して、t-ACTSで ITC RF電子銃の特性評価
のための試験的なビーム生成実験を実施する[5]。 
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図 3： ビームライン光学系, 

(上) α電磁石～第 1加速管出口（下）第 2加速管以降
 

表 2：クライストロン出力とエネルギー利得 

Kly. Output [MW] 50 48 46

Acc. Input [MW] 19.6 18.8 18.1

Eg [MeV/m] 16.19 15.86 15.56

Eg/str. [MeV] 48.58 47.58 46.68

Eg/linac [MeV] 97.15 95.15 93.36

Eg/linac with BL [MeV] 

(Vb [MeV, Ib = 50mA]) 

93.05 

(-4.1) 

91.05 

(-4.1) 

89.26

(-4.1)

 

- 914 -



<<
  /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
  /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




