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製品概要 

独自の機能により高感度測定で高い信頼性を実現 

Keysight B2980Bシリーズ フェムト・ピコアンメータ、エレクトロメータ / ハイレジスタンスメータは、クラス最高
の測定性能に加えて、測定の信頼性を高めるこれまでにない機能を備えています。フェムト・ピコアンメータとエレ
クトロメータの最小電流分解能はともに0.01 fA(10－17 A)で、現在と将来の低電流測定のほぼすべてのニーズに対応
できます。エレクトロメータは1,000 Vの電圧供給能力を備え、最大10 PΩ（1016 Ω）の抵抗測定をサポートします。
エレクトロメータでは、キーサイトの実績あるハイレジスタンスメータ用アクセサリも使用できます。フェムト・ピ
コアンメータとエレクトロメータにはどちらもバッテリー動作モデルがあり、AC電源ノイズの影響を防ぐことがで
きます。これにより、優れたノイズ・リダクション・レベルが得られ、従来は不可能だった低レベル測定が可能にな
ります。 

従来のピコアンメータやエレクトロメータと異なり、B2980Bシリーズは、4.3インチのカラーLCDによるグラフィカ
ル・ユーザー・インタフェース(GUI)を備え、さまざまな方法でデータを表示できます。数値フォーマットに加えて、
ヒストグラムやトレンドチャートのようなグラフでもデータを表示できます。この独自のフロントパネル機能に 
より、トランジェント動作を容易に捕捉でき、PCを使用せずにその場で統計解析を実行できます。さらに、B2980B
シリーズには、外部の配線やフィクスチャを使用する際に測定の信頼性を維持するために役立つ機能も備わってい
ます。セットアップ・インテグリティー・チェッカー・ソフトウェアを使用すれば、さまざまな配線やフィクスチャ
のノイズレベルを比較して、測定システム内でノイズの影響を受けやすい領域を特定し、分離できます。このような
優れた測定機能に加えて、B2980Bシリーズは、使いやすく便利な測定支援機能を備えているので、電気工学の知識
がないユーザーでも、複雑な特性評価の作業を簡単に実行できます。 

ニーズに合わせて必要なテスト機能を柔軟に入手できるように、キーサイト B2980Bシリーズには次の4種類の製品
モデルが用意されています。 
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主な仕様 

モデル 
フェムト・ピコアンメータ エレクトロメータ／ハイレジスタンスメータ 

B2981B B2983B B2985B B2987B 
測定分解能 6½桁 6½桁 6½桁 6½桁 

電流測定 0.01 fA～20 mA 0.01 fA～20 mA 0.01 fｓA～20 mA 0.01 fA～20 mA 

最小レンジ 2 pA 2 pA 2 pA 2 pA 

抵抗測定   最大10 PΩ 最大10 PΩ 

電圧測定   1 μV～20 V 1 μV～20 V 

入力抵抗   ＞200 TΩ ＞200 TΩ 

電荷測定   1 fC～2 μC 1 fC～2 μC 

温度測定   √ √ 

湿度測定   √ √ 

電圧源   最大±1,000 V 最大±1,000 V 

最小分解能   700 μV 700 μV 

最高測定速度 20,000回/s 20,000回/s 20,000回/s 20,000回/s 

バッテリー動作  √  √ 

その他の主な特長 グラフィカル機能（メータ表示、グラフ表示、ヒストグラム表示、ロール表示）、自動ナビゲーション、100,000
ポイントのサンプルバッファー、インタフェース（USB、LAN、GPIB、LXI Core）、無料のPC制御ソフトウェア 
など 
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最小0.01 fA/最大10 PΩを高い信頼性で測定できる業界で唯一の 
グラフィカルピコアンメータ／エレクトロメータ 
 

 

B2980Bシリーズの主な特長 
• 0.01 fA（10－17 A）の最小測定分解能、2 pA～20 mAの電流測定レンジ、6.5桁の分解能 

• 最小電流レンジで20 μV未満の負担電圧 

• 最大20,000回/sの高速測定 

• バッテリー動作モデルによるノイズフリー測定 1 

• ±1,000 Vの内蔵電圧源 2 

• 最大10 PΩ（1016 Ω）の抵抗測定 2 

• 最大20 Vの電圧測定で200 TΩを超える入力インピーダンス 2 

• 電流と電圧の独立測定 2 

• 最小2 nCレンジ、6.5桁分解能の電荷測定 2 

• 温度／湿度測定 2 

• グラフィカル表示モード（メータ、グラフ、ヒストグラム、ロール表示） 

• 最適なレンジとアパーチャーを選択できる使いやすい自動ナビゲーション 

• ノイズ源のを特定できるテスト・セットアップ・インテグリティー・チェッカー機能（オプション） 

• 汎用インタフェース（USB 2.0、LAN、GPIB、LXI Core） 

• フロントパネルのUSBポート：データのストア、セットアップ情報のセーブ / リコール 

• 無料のPC制御ソフトウェア 

 

1. B2983B/B2987B 
2. B2985B/B2987B 
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0.01 fAの分解能が必要な理由 

多くの材料化学やデバイス特性評価などのアプリケーションでは、従来のDMM（デジタルマルチメータ）では扱え
ない非常に微小な電流の測定が必要になることがあります。B2980Bシリーズは、フェムト・ピコアンメータ、エレ
クトロメータは、クラス最高の0.01 fAの電流測定分解能を備えているので、従来のピコアンメータやエレクトロメー
タでは不可能だった高精度かつ詳細な測定が可能です。このため、将来の電流測定の要件にも対応できます。 

 

アプリケーション例 

• 材料科学（バイオマテリアル、セラミック、エラストマー、薄膜、誘電材料、電気化学、強誘電体、 
グラフェン、金属、有機材料、ナノマテリアル、ポリマー、半導体など）  

• デバイス / 電子コンポーネント（キャパシタ、抵抗、ダイオード、センサ、TFT/CNTなどのトランジスタ、
光電子部品、太陽電池セルなど） 

• 電子 / 非電子システム（イオンビーム、電子ビーム、センシングシステム、粒子測定、組み込み高精度 
測定システムなど） 
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B2980Bシリーズの優れた0.01 fAの分解能とその他の独自機能により、 
困難な測定課題を解決 
 

 

 

解決策1：B2980Bシリーズのタイム・ドメイン表示（ロール表示）により、データの 
捕捉タイミングをビジュアルに選択可能。 

B2980BシリーズのGUIには、取得したデータをグラフィカルに表示できるロール表示が備わっており、最大100,000
ポイントのデータを保存して後で読み取ることもできます。ロール表示では、最高100 kHzのサンプリングレートに
より、リアルタイムの測定トレンドを把握し、DUTのダイナミックな動作を解析できます。  
このデータ解析を容易に行えるように、B2980Bシリーズには柔軟なグラフ作成機能が備わっています。エレクトロ
メータのグラフ表示では、内蔵電圧源または電圧測定データのどちらかを使用して、ディスプレイにI-V曲線をプロッ
トできます。さらに、I-t、V-t、R-t、Q-t、I-Rなど、さまざまな種類のX-Yプロットも容易に作成できます（具体的な
グラフィカル表示機能は製品モデルによって異なります）。このような強力で汎用的なグラフ表示機能により、 
高感度測定にsおける詳細な解析情報を得ることができます。 

 

 

 

  

測定データの 
取得タイミングは？ 
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B2980Bシリーズの高速なデータ捕捉速度 

測定速度は、一般的に設定された積分時間のアパーチャータイムによって決まり、これは通常、電源周波数(PLC)の
値に比例します。電源ノイズによる測定への影響を除去できる十分なアベレージングが得られる限り、アパーチャー
タイムは当然小さい方が有利です。 

しかし、従来の測定器では、アパーチャーの終了後に長いオーバーヘッドが必要になるため、測定速度が相対的に
遅くなり、高速な過渡現象を捕捉できないことがありました。これに対して、B2980Bシリーズでは、効率化された
高速なシステムアーキテクチャーにより、オーバーヘッド時間を大幅に短縮し、高速測定（20,000回/s）を実現して
います。このため、B2980Bシリーズは、PLCを最小に設定にしてもデータサンプリング性能が低下することなく、
DUTの応答を詳細に捉えることができます。以下の例は、従来の測定器とB2980Bシリーズのデータサンプリング機
性能を比較したものです。この例からわかるように、B2980Bシリーズは、測定オーバーヘッドが小さいため、4倍
も高いタイミング分解能でデータを捉えています。 
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解決策2：リアルタイムのヒストグラム表示により瞬時にデータ分布を表示 / 解析可能 

微小レベルの測定には、測定環境固有の変動により統計的な不確かさが存在します。従来はこの問題に対処するた
めに、測定後にPC上でヒストグラムを使用してデータを評価する必要がありました。しかし、このプロセスでは、
測定とテストセットアップのデバッグサイクルを何回も繰り返す場合には非常に手間がかかります。 

これに対して、B2980Bのリアルタイムのオートスケールヒストグラム表示機能では、平均値とσが継続的に更新 
され、測定セットアップをその場ですぐデバッグできるので、測定後のデータ処理が不要です。メータ表示と同時に
ヒストグラムを表示することで、ヒストグラムの積算データとリアルタイムの数値データを比較できます。注記：ヒ
ストグラムがサポーしている最大データポイント数は100,000です。 
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解決策3：B2980Bシリーズのバッテリー動作モデルでは、電源ノイズを除去して 
低雑音測定性能を向上させることが可能。 

AC電源ノイズは、高感度測定に重大な影響を与えます。１PLC以上積分すればAC電源ノイズの影響をかなり低減で
きますが、B2980Bの優れたノイズ特性でも、測定器を完全にアイソレートしない限り、ノイズを100 %除去できま
せん。このため、フェムト・ピコアンメータとエレクトロメータの両方にバッテリー動作モデルが用意されており、
電源ノイズの影響を受けずに測定が可能です。バッテリー動作モデルは、通常の動作条件で7時間(B2983B)または 
5時間(B2987B)の動作が可能であり、バッテリーレベルが5 %未満になると測定セットアップ情報が自動的に保存さ
れます。もちろん、バッテリーモデルには、ノイズの除去だけでなく、どこでも持ち出して使用できるという利点も
あります。 

 

 

 

 

 

  

電
流

 

時間 
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極めて低いB2980Bシリーズのノイズフロア 

B2980Bシリーズは、ACモードで0.1 PLCの積分時間で動作している場合でも、高度なデザインにより、従来のピコ
アンメータやエレクトロメータよりもはるかに優れた電流測定性能を実現しています。下のグラフは、同一の測定
条件での電流測定ノイズレベルを比較したものです。このデータの通りB2980Bシリーズでは、低ノイズと高速測定
の両立が可能なので、通常は必要となるこれらのトレードオフが少なくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーサイトのトライアキシャルケーブルが優れている理由 

トライアキシャルケーブルは、微小電流測定アプリケーションに必須で、さまざまなベンダーから販売されてい 
ます。キーサイトのトライアキシャルケーブルは、絶縁層と内被の間に半導体層をはさむことで、これらの境界で生
じる摩擦電気を最小化しています。このため、キーサイトのトライアキシャルケーブルはケーブルの振動による影響
をほとんど受けないので、より正確で安定した測定が可能です。すべてのB2980B製品には、1.5 mのトライアキシャ
ルケーブルが付属しています。 

 

  

B2980B 

2 nAレンジのRMSノイズ（ノーマライズ後） 
0.1 PLC、3 m トライアキシャルケーブル 
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A: ハイエンドエレクトロメータ 
B: 電圧源付きピコアンメータ 
C: デジタルエレクトロメータ (3 nA レンジ) 

導線 

内部被膜 外被 

絶縁体 
内側シールド 外側シールド 

既製品トライアキシャルケーブル 

キーサイトの標準トライアキシャルケーブル 

導線 

内部被膜 外被 

絶縁体 
内側シールド 外側シールド 

半導体層 
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解決策4：オプションのソフトウェアと専用アクセサリにより配線の複雑さを軽減 

高感度測定におけるより困難な課題の一つが適切な配線です。不適切な配線、品質の低いケーブル、不適切なガー
ドなど、さまざまな要因が、測定ノイズや不安定性の原因になります。しかし、これらの要因の中から測定フィクス
チャの問題の根本原因を特定することは容易ではありません。従来の測定器では、このような問題に対するサポー
トは提供されておらず、一般的には、よくある事例を掲載したガイドブックが提供されるだけです。これに対して、
B2980Bシリーズでは、セットアップ・インテグリティー・チェッカー機能により、外部要素（ケーブル、アダプター、
シールド、チャンバーなど）から生じるノイズを特定し、フロントパネルのGUIに表形式で情報を表示します。下の
図に示すように、セットアップ・インテグリティー・チェッカー機能では、ケーブルを接続していない状態での 
測定器のノイズレベルと、さまざまなセットアップ要素が接続された状態でのノイズレベルを比較できます。異なる
セットアップ要素のノイズレベルの標準偏差を互いに比較することで、測定に必要なケーブルなどのセットアップ
要素の品質を簡単に把握できます。 

また、B2980Bシリーズには、特定のタイプの測定を容易にする専用アクセサリも用意されています。例えば、N1413A 
ハイ・レジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターを使えば、B2980Bシリーズでキーサイトのハイレジスタ
ンス測定用アクセサリ（N1424抵抗セルなど）を使用できます。また、ハイレジスタンス測定の配線を簡素化するハ
イレジスタンス測定ユニバーサルアダプター(N1414A)も用意されています。 
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B2980Bシリーズの高速なセトリング時間 

測定器のセトリング時間を比較する場合、この仕様が各測定器でどのように定義されているのか理解する必要があ
ります。従来のほとんどの測定器では、最終値の10 %に達するまでの時間をセトリング時間と定義していますが、
B2980Bシリーズでは0.1 %で定義しています。B2980Bは、誘電吸収(DA)をすることにより、下図のように、低い 
測定レンジでも0.1 %の範囲内で高速なセトリング時間を実現しています。 
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革新的な測定機能により、初心者でも経験豊富なユーザーでも、 
B2980Bシリーズの強力な測定機能をすべて使用可能  

微小レベルの測定課題を軽減する測定支援機能 

微小レベルの測定において、適切なレンジとアパーチャータイムを選択するのは、必ずしも簡単ではありません。 
これらの設定は、ターゲットデバイス、サンプル特性、測定条件（ノイズ、温度、湿度など）に影響されるから 
です。このため、最適なテスト設定を選択することは、経験豊富なユーザーでも困難な場合があります。この問題を
解決するために、B2980Bシリーズには、測定の生産性向上に役立つさまざまな支援機能が搭載されています。 

「ナビゲーションキー」を使用すれば、最適な測定レンジとアパーチャータイム（速度）のパラメータを容易に見つ
けることができます。次のセクションで、ナビゲーション機能の仕組みについてもう少し説明します。 
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「リアルタイム・ノイズ・モニター」を使用すれば、測定中のノイズレベルが表示されるので、適切な設定を簡単に
選択できます。この情報から、測定結果がノイズレベルより高いのか低いのか瞬時にわかります。さらに、この機能
により、測定環境に適したアパーチャータイム（積分時間）を選択することもできます。 

 

 

 

ナビゲーション機能の仕組み 

B2980Bシリーズの革新的な測定ナビゲーション機能で、アパーチャータイムと測定レンジの両方を最適化すること
ができます。下図のように、3種類のレンジ対アパーチャー曲線があらかじめプログラムされており、論理的な組み
合わせのほとんどをカバーしています。デフォルトでは、「ノーマル」曲線の適切な測定レンジを使用して測定を 
開始します。測定データにノイズが多い場合、"Fine Res"キーを押せば、設定が「安定」曲線に切り替わります。 
これにより、自動的にアパーチャータイムが長くなるように設定が調整され、ノイズが減少します。また、簡単な 
測定を短時間で行う必要がある場合には、「高速」曲線に切り替えて測定時間を短縮できます。 

ナビゲーション機能の定義済みの曲線を使用すれば、経験の浅いエンジニアや研究者でも、アパーチャータイムと
レンジの適切な選択に悩まずに、微小レベルの測定を簡単に実行できます。もちろん、経験豊富なユーザーであれば、
設定のカスタマイズが必要な場合、完全なマニュアルモードで使用することもできます。 
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無料のPCソフトウェアとさまざまなインタフェースオプションによる 
柔軟なリモート制御 
B2980Bシリーズには、B2900クイックI/V測定ソフトウェアと、B2900グラフィカル・ウェブ・インタフェースの 
2種類のPCベースの制御ソフトウェア（オプション）が用意されています。クイックI/Vソフトウェアは、B2980Bシ
リーズとの通信に一般的なインタフェースであるLAN、GPIB（最大4台のB2980Bシリーズユニット）、USB（1台の
B2980Bシリーズユニット）が使用できます。ソフトウェアの機能は、B2980Bシリーズのフロントパネルとほぼ同
じです。さらに、自動的に測定データをPC上のMicrosoft Excelにエクスポートする機能もサポートされているので、
測定後のデータ解析も簡単です。ウェブインタフェースは各測定器に内蔵されており、PCからLANインタフェース
のみでアクセスできます。 

クイックI/V測定ソフトウェアは、他のB2900Bプレシジョン測定器製品（B2900B/BLシリーズ ソース／メジャーユ
ニット、B2960Bシリーズ低ノイズ電源）もサポートしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2980Bシリーズの温度／湿度測定機能 

温度と湿度は、高抵抗測定に必須のパラメータです。B2985B / B2987Bエレクトロメータには、温度 / 湿度センサイ
ンタフェースを備えており、これらのモデルには専用の熱電対(N1423A)が付属しています。また、E+E Electronik社
のEE07 デジタル湿度 / 温度プローブを湿度と温度のセンシングに使用でき、熱電対よりも正確な温度データを取得
できます。 
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プログラミングを簡素化する測定器ドライバー 
独自のカスタムソフトウェアを作成したいユーザーのために、B2980Bシリーズ用のIVI-CドライバーとIVI-COMドラ
イバーが用意されています。これらとは別に、National Instruments社のLabVIEW用のドライバーもNI.COMからダウ
ンロードできます。 

 

Keysight B2900ファミリー 

B2980Bシリーズは、B2900プレシジョン測定器ファミリーの一つです。このファミリーには、電源と測定の両方の
機能を備えたさまざまな高精度測定ソリューションがあります。B2900B/BLシリーズ ソース／メジャー・ユニット
(SMU)は、6.5桁の分解能を備え、100 nV/10 fAの電源供給と測定が可能です。B2960Bシリーズ低ノイズ電源は、 
最高6.5桁の電圧 / 電流供給分解能と、10 μVrmsのノイズフロア性能を実現しています。B2900B/BLシリーズSMU
とB2960Bシリーズ電源はどちらも、±210 V／±3 A(DC)または±10.5 A（パルス）の出力レンジで、同じカラーLCD
ベースのGUIを採用しています。B2900プレシジョン測定器ファミリーの詳細については、  
(http://www.keysight.co.jp/find/b2900)を参照してください。 
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オプションの高性能アクセサリ／生産性ツールの対応表 

モデル 
フェムト・ピコアンメータ エレクトロメータ／ハイレジスタンスメータ 

B2981B B2983B B2985B B2987B 
16494Aトライアキシャルケーブル

（0.4 m、0.8 m、1.5 m、3 m、4 m） 
√ 

（1.5 mが付属） 
√ 

（1.5 mが付属） 
√ 

（1.5 mが付属） 
√ 

（1.5 mが付属） 

N1413A ハイレジスタンス・ 

メータ・フィクスチャ・ 

アダプター 

  √ √ 

N1414A ハイレジスタンス測定 

ユニバーサルアダプター 
  √ √ 

N1424A/B/C 抵抗セル   √ √ 

N1418A リチウムイオン・ 
バッテリー・パック 

 √ 
（付属） 

 √ 
（付属） 

N1420A B2980シリーズ用セット 

アップ・インテグリティー・
チェッカー（ソフトウェ 

アライセンス） 

√ √ √ √ 

 

B2980Bの高性能測定用アクセサリ 

 
N1412A/B/C N1424A/B/C N1414A N1413A
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技術仕様と特性 

仕様条件 

温度 23 ℃±5 ℃ 

湿度 30～80 %の相対湿度 

ウォームアップ時間：最低60分 自己校正実行後の周囲温度変化は±3 ℃未満 

校正周期 1年間 

 

電流測定 

測定レンジ 表示分解能 確度  
±（%＋オフセット）  

入力負担電圧 
（自己校正±3 ℃）1 

測定セトリング 
時間 1、2 

2 pA 1 aA 1＋3 fA 20 μV 16 s 

20 pA 10 aA 0.5＋3 fA 20 μV 1.4 s 

200 pA 100 aA 0.5＋5 fA 20 μV 1.4 s 

2 nA 1 fA 0.2＋300 fA 20 μV 13 ms 

20 nA 10 fA 0.2＋500 fA 20 μV 13 ms 

200 nA 100 fA 0.2＋5 pA 20 μV 1.2 ms 

2 μA 1 pA 0.1＋50 pA 20 μV 550 μs 

20 μA 10 pA 0.05＋500 pA 20 μV 600 μs 

200 μA 100 pA 0.05＋5 nA 100 μV 600 μs 

2 mA 1 nA 0.05＋50 nA 1 mV 100 μs 

20 mA 10 nA 0.05＋500 nA 6 mV 100 μs 

温度係数（0～18 ℃および28～45 ℃）：±（0.05×確度）／℃ 

 

補足特性 

入力負担電圧の温度係数 pA/nA/μAレンジで10 μV/℃未満 

RMSノイズ 140 aA（2 pAレンジ、持続時間10 s、ケーブルなし、オープンキャップ） 

NMRR 3 ＞60 dB 

最大入力キャパシタンス 10 nF（20 μA未満のレンジ）、1 μF（その他のレンジ） 

 

注記  
条件：適切なゼロ調整、6.5桁、1 PLC、中央値フィルターオン、10ポイントの移動平均 
1. 補足特性 
2. 最終値の0.1 %、ステップサイズはレンジの0 %～100 % 
3. ノーマル・モード・ノイズ除去比、積分時間＝1、2、…、100 PLC、電源周波数±0.1 % 
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抵抗測定 

測定レンジ 表示分解能 確度± 
（%＋オフセット）1、2 自動電圧源 電流測定レンジ 

1 MΩ 1 Ω 0.135＋1 Ω 20 V 200 μA 

10 MΩ 10 Ω 0.135＋10 Ω 20 V 20 μA 

100 MΩ 100 Ω 0.185＋100 Ω 20 V 2 μA 

1 GΩ 1 kΩ 0.285＋1 kΩ 20 V 200 nA 

10 GΩ 10 kΩ 0.285＋10 kΩ 20 V 20 nA 

100 GΩ 100 kΩ 0.41＋100 kΩ 20 V 2 nA 

1 TΩ 1 MΩ 0.45＋1 MΩ 200 V 2 nA 

10 TΩ 10 MΩ 0.625＋10 MΩ 200 V 200 pA 

100 TΩ 100 MΩ 0.75＋100 MΩ 200 V 20 pA 

1 PΩ 1 GΩ 2.6＋1 GΩ 200 V 2 pA 

温度係数（0～18 ℃および28～45 ℃）：±（0.1×確度）／℃ 
 
注記  
条件：自動電圧源による抵抗、適切なゼロ調整、6.5桁、1 PLC、中央値フィルターオン、デジタルフィルター＝10回。 
1. マニュアルモードでは、抵抗は指定電源電圧と測定電流から計算できます。マニュアルモードの測定確度は、電圧源の確度と電流計

の確度から次の式によって求められます。測定誤差＝抵抗測定値×（電圧の%誤差＋電圧オフセット誤差／電圧＋電流測定の%誤差
＋10×電流測定のオフセット誤差／電流測定レンジ）  

2. 自動モードとマニュアルモードの両方の電流測定レンジで、電流レンジの10 %≦測定電流≦電流レンジの100 % 

 

電圧測定 

測定レンジ 表示分解能 確度±（%＋オフセット）1、2 

2 V 1 μV 0.025＋40 μV 

20 V 10 μV 0.025＋400 μV 

温度係数（0～18 ℃および28～45 ℃）：±（0.05×確度）／℃ 

 

補足特性 

入力バイアス電流 ＜20 fA 

入力インピーダンス ＞200 TΩ、並列容量＜20 pF（非ガード）または＜2 pF（ガード） 

RMSノイズ 1.4 μV（2 Vレンジ、持続時間10 s、入力ショート） 

NMRR 1 ＞60 dB 

CMRR 2 ＞140 dB(DC)、＞70 dB(50 Hz/60 Hz) 
注記  
条件：適切なゼロ調整、6.5桁、1 PLC 
1. ノーマル・モード・ノイズ除去比、積分時間＝1、2、…、100 PLC、電源周波数±0.1 % 
2. コモン・モード・ノード除去比：LOリードの不平衡は1 kΩ。PLC積分時間に対するNMRRを加算。 
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電荷測定 

測定レンジ 表示分解能 確度 1±（%＋オフセット） 

2 nC 1 fC 0.4＋50 fC 

20 nC 10 fC 0.4＋500 fC 

200 nC 0.1 pC 0.4＋5 pC 

2 μC 1 pC 0.4＋50 pC 

温度係数（0～18 ℃および28～45 ℃）：±（0.1×確度）／℃ 
 
注記  
条件：適切なゼロ調整、6.5桁、アパーチャー1 ms。電荷収集後1～10 msに適用される仕様。  
1. ヌル測定と本測定の間に経過スパンがある場合は、6 fC/sを確度仕様に加算してください。 

 

電圧源 

供給レンジ 表示分解能 確度 
±（%＋オフセット） 出力電流 1 出力ノイズ 2 定格確度に対する 

セトリング時間 1、3 

20 V 700 μV 0.05＋2 mV ±20 mA 55 μVp-p（0.1 Hz～10 Hz） 
1.6 mVrms（10 Hz～20 MHz） 

200 μs  

1000 V 35 mV 0.05＋100 mV ±1 mA 2.6 mVp-p（0.1 Hz～10 Hz） 
3.0 mVrms（10 Hz～20 MHz） 

5 ms 

温度係数（0～18 ℃および28～45 ℃）：±（0.05×確度）／℃ 

電源機能：DC、掃引（リニアシングル、リニアダブル、リスト）、任意波形（方形波） 
 
注記   
1. 補足特性 
2. 10 Hz～20 MHz：補足特性 
3. オープン負荷 

 

温度測定（熱電対） 

温度センサ レンジ 確度±（%＋オフセット）1 単位 

Kタイプ熱電対 －25 ℃～150 ℃ 0.2 %＋2 ℃ ℃、°F、K 

湿度センサの温度プローブ 2 －40 ℃～80 ℃ 0.5°C ℃、°F、K 
 
注記  
1. 熱電対の確度を含まない。湿度センサの場合、温度プローブの確度を含む 
2. サポートされる湿度センサ：E+E Electronik社のEE07 デジタル湿度／温度プローブ 

 

湿度測定 

レンジ 確度 1 

0 %～100 % 相対湿度2 %（相対湿度0 %～90 %） 
相対湿度3 %（相対湿度90 %～100 %） 

コネクタ 2.5 mmプラグ型ターミナルブロック、5ピン（Phoenix Contact社1881354に接続） 

サポートされているセンサ E+E Electronik社のEE07 デジタル湿度 / 温度プローブ  
 
注記  
1. センサの確度を含む 
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測定バッファー／速度 

読み込みバッファー 100,000 

 

測定速度／性能 

測定速度 追加ノイズ誤差 

積分時間 1 バッファー GPIB 電流測定 電圧測定 

100 PLC/2 s 0.5回/s 0.5回/s レンジの0 % レンジの0 % 

10 PLC/200 ms 5回/s 5回/s レンジの0 % レンジの0 % 

1 PLC/20 ms 49回/s 49回/s レンジの0.01 % レンジの0 % 

0.1 PLC/2 ms 500回/s 490回/s レンジの0.03 % レンジの0.0005 % 

0.01 PLC/200 μs 4,500回/s 3,950回/s レンジの0.06 % レンジの0.001 % 

0.001 PLC/20 μs 20,000回/s 12,500回/s レンジの0.1 % レンジの0.004 % 
 
注記  
1. 50 Hz、固定レンジ 

 

タイマー／トリガ機能 

タイマー タイムスタンプ タイマー値は、各測定のトリガ時に自動的に保存されます 

分解能 10 μs、100 μs、1 ms、10 ms、100 ms 

最小 測定間隔 10 μs、電源供給と独立 

最小 供給間隔 100 μs、測定と独立 

確度 ±50 ppm 

アーム/トリガ遅延 0 μs～100,000 s 

アーム/トリガ間隔 10 μs（測定）、100 μs（供給）～100,000 s 

アーム／トリガカウント 1～100,000カウントまたは無限大 

トリガ 1 トリガ入力からトリガ出力まで ≦5 μs 

トリガ入力から電源変更まで ≦200 μs 

トリガ入力から測定まで ≦±20 μs 

内部イベントから外部LXIトリガまで 最小値100 μs、代表値200 μs、最大値不明 

LXIイベントの送受信遅延 未知 
 
注記  
1. 補足特性 
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バッテリー動作（B2983B、B2987B） 

テクノロジー リチウムイオン電池（スマート・バッテリー・モニターと充電器を一体化） 

容量 14.40 V/6,600 mAh/95.0 Wh 

バッテリー交換 ユーザによる交換可能 

 

補足特性 

動作時間（代表値）1 7時間(B2983B)、5時間(B2987B)、5 %でシャットダウン、自動データ保存 

充電時間 100 %容量まで7時間（AC入力、電源オン）、100 %容量まで3.5時間 
（AC入力、電源オフ） 

バッテリー寿命 ＞300回（初期容量の75 %以上、25 ℃） 
 
注記  
1. スタンドアロン、LCDオン、入力オン、出力オフ、自動トリガ、2 μA固定レンジ 

 

測定制御／ナビゲーション 

レンジ切り替え 自動またはマニュアル 

アパーチャータイム 

（積分時間） 
10 μs～100 PLC 

オフセット除去 ヌル、ゼロ補正 

デジタルフィルター 中央値フィルター（2R＋1、R＝1～15）、移動平均（1～100、ステップ1） 

演算 プリセットおよびユーザー定義式 

統計機能 ヒストグラム表示モード：平均値、σ、ビン数、サンプル数 

電源周波数の検出 自動検出：50 Hzまたは60 Hz 

測定インジケーター データが捕捉されなかった場合は、"---"を表示。レンジの105 %を超えた場合は、"OVERFLOW"を表示。 
抵抗測定で電流測定のオーバーフローが生じた場合は"0 Ω"を表示。 
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フロントパネル操作 

フロント・パネル・ 

インタフェース 
4.3インチTFTカラーディスプレイ（16,000,000色、480×272ピクセル）、キーパッド、回転ノブ 

表示モード メータ表示、グラフ表示、ヒストグラム表示、ロール表示 

ハードキー シングルトリガと実行／停止の制御、測定ナビゲーションキー（ヌル、フィルター、演算、セーブ／リコー
ル）、回転ノブとカーソル、電流計入力と電圧源出力の制御、キャンセル／ローカル 

ソフトキー ファンクション、システム、入力支援のキー 

インジケーター チャネル（測定）ステータス、システムステータス 

LED 電源（充電中は色が変化）、入力／出力（高電圧供給時は色が変化）、バッテリー状態(B2983B/B2987B) 

アプリケーションソフトキー セットアップ・インテグリティー・チェッカー（オプション）、データロガー、デモ・スライド・ショー、
B2987Bの情報 
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入出力仕様 

メータ入力コネクタ リアパネルに電流計用の3ラグトライアキシャル（B2981B/B2983B） 
リアパネルに電流計用の3ラグトライアキシャルと電圧計用の3ラグトライアキシャル
(B2985B/B2987B) 

ガード 切り替え可能な電圧計ガードを使用可能(B2985B/B2987B) 

最大入力 電流計：30 mA、電圧計：40 V 

電源供給コネクタ リアパネルに2個のバナナジャック 

最大コモンモード電圧 メータコモン：500 Vピーク：電圧源1,000 Vピーク 

アイソレーション  
（メータコモンとシャーシ間） 

＞10 GΩ、＜500 pF 

アナログ出力 フルレンジ入力で2 V、電圧／電流測定モードで反転なし、1 kΩの出力インピーダンス 

インターロック 2.5 mmプラグ型ターミナルブロック、4ピン（Phoenix Contact社1881341に接続） 

外部 

トリガ 

入力 

トリガ入力 BNC 

ロジック プログラム可能なエッジでトリガ 

最小パルス幅 10 μs 

トリガ出力 BNC 

ロジック プログラム可能なエッジでトリガ 

最小パルス幅 10 μs 

デジタル
I/O 

コネクタタイプ 9ピンDSUB（メス） 

入力／出力ピン 7ピンDIO、＋5 V、GND 

絶対最大入力電圧 5.25 V 

絶対最小入力電圧 －0.25 V 

論理ロー最大入力電圧 0.8 V、5 kΩで5 Vにプルアップ 

論理ハイ最小入力電圧 2.0 V、5 kΩで5 Vにプルアップ 

最大ソース電流 1 mA（Vo＝0 V） 

最大シンク電流 50 mA（Vo＝5 V） 

5 V電源ピン 上限500 mA、リセッタブルヒューズ保護 

 

コンピューターインタフェース 

LXI(Rev. 1.4)  10/100Base-Tイーサネット 
（ソケット、VXI-11プロトコル、HiSLIP、ウェブ・ユーザー・インタフェース） 

USB USB 2.0（USB-TMC488およびMTP） 
USBホストコントローラー（フロント）、USBデバイスインタフェース（リア） 
容易なファイルアクセス 

GP-IB IEEE-488.2 
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プログラム、ソフトウェア、ドライバー 

プログラミング SCPI 

プログラムメモリ 100 kB（100文字／行で1,000行） 

LXI規格 LXI Core 2011 

使用可能なソフトウェア クイックI/V測定ソフトウェア、グラフィカル・ウェブ・インタフェース 

使用可能なドライバー IVI-C、IVI-COMドライバー、LabVIEWドライバー 

 

環境仕様 

環境 室内使用専用 

動作時 0 ℃～45 ℃（バッテリー充電時は0 ℃～35 ℃）、30 %～80 %（非結露） 

保管時 －20 ℃～＋60 ℃、10 %～90 %（非結露） 

高度 動作時：0 m～2,000 m、保管時：0 m～4,600 m 

電源 90 V～264 V、47 Hz～63 Hz、最大80 VA 

過電圧カテゴリー II 

汚染度 2 

EMC IEC61326-1/EN61326-1、CISPR11/EN55011 Group 1 Class A、ICES-001 Group 1 Class A、AS/NZS CISPR11 Group 
1 Class A、KN61000-6-1、KN11 Group 1 Class A 

安全規格 IEC61010-1/EN61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 

認証 CE、cCSAus、RCM、ICES/NMB-001、KC 

ウォームアップ 1時間 

寸法 筐体 88 mm(2U)×213 mm(1/2W)×348 mm 

ベンチ構成 104 mm×261 mm×374 mm（バンパー装着時） 

重量 正味 4.9 kg(B2981B)、5.5 kg(B2983B)、5.1 kg(B2985B)、5.7 kg(B2987B) 

出荷時 9.3 kg(B2981B)、10.1 kg(B2983B)、9.7 kg(B2985B)、10.8 kg(B2987B) 

 

 

  



www.keysight.co.jp  27 

付属品 

電源ケーブル、USBケーブル、トライアキシャルケーブル(1.5 m)、グランド接続ケーブル、バナナ-ネジ端子、アース線(2 m)、トライアキ
シャルコネクタ用オープンキャップ。クイックリファレンス（英語）。 
B2985B/B2987Bには上記に加えて以下が付属：  
高電圧テストリード、ワニ口クリップ、熱電対、インターロック・コネクタ・ヘッド、湿度プローブ・コネクタ・ヘッド。 

 

N1424/N1425/N1426/N1427/N1428の仕様 

測定パラメータ 体積抵抗／抵抗率(N1424)、表面抵抗／抵抗率(N1424)、直接絶縁抵抗(N1428) 

使用可能テスト電圧 最大1000 V 

使用可能テスト電流 最大10 mA（N1424、N1427、N1428）、最大0.5 mA（N1425、N1426） 

使用可能測定器 B2985B、B2987B 

ケーブル長 1.2 m（N1424：コネクタから電極まで）、0.8 m(N1428) 

インターロック回路 付属 

動作温度 －30～100 ℃(N1424)、0～55 ℃（N1424コネクタ、N1425、N1426、N1427、N1428） 

動作湿度 相対湿度≦70 %（40 ℃、非結露） 

重量 7 kg(N1424)、2.2 kg(N1428) 

保管時温度 －40～70 ℃ 

保管時湿度 相対湿度≦95 %（40 ℃、非結露） 

 

N1424の補足特性 

体積抵抗率測定範囲 1 最大4.0×1018 Ωcm 

表面抵抗率測定範囲 1 最大4.0×1017 Ω 

リーク電流 2 ≦1.0 pA 

安定度 2 ≦0.5 pA 

使用可能DUTサイズ 直径50 mm～125 mm 

使用可能DUT厚さ 10 μm～10 mm 

電極サイズ 主電極 ガード電極 3 N1424A N1424B N1424C 

ϕ26 mm ϕ38 mm  v v 

ϕ50 mm ϕ70 mm v v v 

ϕ76 mm ϕ88 mm   v 

動作荷重 最大10 kgF 

寸法 180 mm（高さ）×240 mm（幅）×240 mm（奥行き） 

ケーブル長 0.82 m（本体からセレクターボックスまで） 
 
注記  
1. 補正後、測定時間24 PLC、F50/70 mm電極、23±5 ℃、相対湿度≦50 % 
2. 1000 Vを1分間印加後、振動／衝撃のない環境、1と同一条件 
3. 内径 
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N1425/N1426の補足特性 

測定レンジ 1×103～1×1011 Ω 

 

N1428の補足特性 

測定レンジ 1 1×103～2×1016 Ω 

リーク電流（オープン時）2 ≦1.0 pA 

リーク電流の安定度（オープン時）5 ≦0.5 pA 

測定可能なコンポーネントパーツ ラジアルリード、アキシャルリード、チップ 

測定可能なDUTサイズ 

（ワニ口クリップ使用時） 
直径5 mm以下 

測定可能なチップサイズ 幅：0.5～10 mm、高さ：0.5～10 mm（直径：0.5～3.0 mm）、長さ：0.1～8 mm 

寸法 140 mm（高さ）×200 mm（幅）×230 mm（奥行き） 
 
注記  
1. 補正後、測定時間24 PLC、23±5 ℃、相対湿度≦50 % 
2. 1000 Vを1分間印加後、1と同一条件 

 

オーダー情報 
モデル番号 概要 

B2981B フェムト・ピコアンメータ。0.01 fA 

B2983B フェムト・ピコアンメータ。0.01 fA、バッテリー 

B2985B エレクトロメータ／ハイレジスタンスメータ、0.01 fA、1000 V 

B2987B エレクトロメータ／ハイレジスタンスメータ、0.01 fA、1000 V、バッテリー 

 

オプション 概要 

1A7 ISO 17025準拠校正 校正＋不確かさ＋ガードバンド（認定されていない） 

A6J ANSI Z540-1-1994校正 

UK6 テストデータ付き校正証明書 

 

アクセサリ 概要 

N1411A/B インターロックケーブル、4ピン端子プラグ－6ピン円形プラグ(1.5 m/3 m)  

N1413A ハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプター 

N1414A ハイレジスタンス測定ユニバーサルアダプター 

N1415A トライアキシャル－ワニ口ケーブル、200 V、1.5 m 

N1416A/B トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ(200 V/500 V)  

N1417A トライアキシャルコネクタ用オープンキャップ 

N1418A B2983/B2987用リチウムイオン・バッテリー・パック 
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アクセサリ 概要 

N1423A B2985/B2987用熱電対 

N1424A B2980シリーズで使用するN1413用抵抗セル（50 mm電極） 

N1424B B2980シリーズで使用するN1413用抵抗セル（直径26/50 mm電極） 

N1424C B2980シリーズで使用するN1413用抵抗セル（直径26/50/76 mm電極） 

N1425A/B B2980シリーズで使用するN1413用低雑音テストリード(1.5 m/3 m) 

N1426A N1425用ピンプローブ 

N1426B N1425用はんだ付けソケット 

N1426C N1425用ワニ口クリップ 

N1427A/B B2980シリーズで使用するN1413用低雑音テストケーブル(1.5 m/3 m) 

N1428A B2980シリーズで使用するN1413用コンポーネント・テスト・フィクスチャ 

N1412/A/B/C 低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル（500 V、1.5 m/3 m/6 m）  

N1254A-102 トライアキシャル（メス）-BNC（オス）アダプター：電流測定用、フローティングDUT/サンプル 

N1254A-104 トライアキシャル（メス）-BNC（オス）アダプター：電流測定用、グランド接続DUT/サンプル 

N1254A-105 トライアキシャル（メス）-BNC（オス）アダプター：電圧測定用 

1CM124A ラック・マウント・キット 

 

生産性ツール 概要 

N1410A B2985/B2987用スターターキット 

N1420A B2980シリーズ用セットアップ・インテグリティー・チェッカー、固定永久ライセンス 

N1422A N1299A-301評価キット用ハイバリュー抵抗ボックス 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /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 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 0.15
    /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
  /CropGrayImages false
  /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 0.15
    /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
  /CropMonoImages false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


