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1 まえがき

チャネル当たりの速度が 10 Gbps を超える光フ

ァイバー伝送システムにおいて、偏波モード分散

（PMD）はシステムの性能を制限する主要な要因

の一つである。信号劣化の他の要因（波長分散や

非線形効果）と異なり、PMDによる信号劣化は時

変かつランダムであり対処が難しい。1980 年代

後半から現在に至るまで、PMD 現象の解明と定

量的な評価及びその補償方法に関して多くの研究

が行われてきた。最近は、40 Gbps 伝送の実シス

テムへの導入の検討とも関連して、敷設ファイバ

ーのより詳細な PMD 評価も行われている。本稿

では、PMD の基本的な性質について述べた後、

敷設されたファイバー伝送システムの PMD の統

計的な性質や、PMD補償方法の概要を紹介する。

2 偏波モード分散の基本的性質

長距離伝送に用いられる単一モード光ファイバ

ーは、製造・ケーブル化・敷設時におけるコアの

非真円化や横方向の応力印加のためにわずかな複

屈折性を持ち、その大きさと方向が伝送方向にラ

ンダムに変化する。このような光ファイバーは、

固有軸方向がランダムに回転する短い複屈折ファ

イバーの縦続接続によってモデル化される。ファ

イバー全長が n本の複屈折ファイバーから構成さ

れているとすると、入射された光パルスは一般に

2n個の成分に分解され、個々の成分はそれぞれ異

なる時刻に出力端に到達する。その結果出力波形

がゆがむ。この現象を偏波モード分散（PMD）と

呼ぶ。

このような光ファイバーに単色の連続光を入射

することを考える。入力光の偏波状態を適当に選

んで固定した場合、入力光のキャリア波長を変え

ると出力光の偏波状態が周期的に変化する。とこ

ろが、入力光の偏波状態がある特定の状態の場合

は、入力光の波長を変えても出力光の偏波状態が

変化しない。このような入力偏波状態は二つ存在

し（互いに直交する）、これらを入力主要偏波状態

（Principal State of Polarization：PSP）と呼ぶ［1］。

また、入力 PSP に対応する出力の偏波状態を出

力 PSP と呼ぶ。また、直交する二つの PSP 間の

群遅延時間差をDGD（Differential Group Delay）と
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呼ぶ。なお、この振舞いは、複屈折が一定の直線

複屈折ファイバーに単色の連続光を入射した場合

の偏波の振舞いと同じである。つまり、ランダム

に変化する微小な複屈折性を持つ一般の単一モー

ド光ファイバーは、一定の複屈折性を持つ直線複

屈折ファイバーと同様の振舞いをすると言える

（図 1 参照）。ただし、PSP は一般には楕円偏波と

なり、さらに、PSP 及び DGD は波長によって変

化する。一般の単一モード光ファイバーが一定の

複屈折性を持つ直線複屈折ファイバーとしてモデ

ル化できるのは、各波長を中心とする狭い帯域内

においてである。その帯域幅のおおよその値は

（1）

で与えられる［2］［3］。ただし、〈DGD（ps）〉はpsを

単位とするDGDの平均値である。

今、上述の単一モードファイバーに任意の偏波

状態の単色光を入射することを考え、その偏波状

態を角周波数ω0における二つの直交する入力

PSP、e in＋（ω0）、e in－（ω0）を用いて、

（2）

のように表す。出力信号の電界は、伝搬定数β（ω）

及び偏波状態の変化を記述するユニタリー行列

を用いて

（3）

のように表される［1］［4］。ただし、上式の第 2 行

では U（ω）をω0のまわりで展開し、2 次以上の

項を省いている。また、Δω=ω－ω0 である。

ここで、入力 PSPe in±（ω0）が、固有値方程式

を満たすこと、さらに、出力PSPと入力PSPの間

に、関係式 eout±（ω0）＝U（ω0）e in±（ω0）が成り立

つことを用いると、（3）は

（4）

のように書ける。ここで、二つの PSP 間の DGD

Δτは

で与えられる［4］。

式（4）より、出力光 Eoutのストークスベクトル

Soutを計算すると、Soutは

（5）

を満たすことが分かる。ここで、Ωは大きさが
Δτに等しく、出力 PSPeout＋ に対応するストーク
スベクトルと同じ方向を向くストークス空間内の

ベクトルである。Ωはこの伝送路の偏波特性を
特徴付ける量であり、偏波モード分散ベクトルと

呼ばれる。

（5）は、伝送路の長さと伝送路への入力光の偏

波状態を固定した場合に、キャリア周波数を変え

ると出力光の偏波状態がどのように変化するかを

示す式である。一方、キャリア周波数を固定して

伝送路の長さを変えた場合、伝送路出力光の偏波

状態は

（6）

に従って変化する。W は伝送路の局所的な複屈

図1 （a）一定の複屈折を持つ直線複屈折ファ
イバー（偏波保持ファイバー）と、（b）一
般の単一モード光ファイバー（非偏波保
持ファイバー）、を伝わる光パルスの様
子（本文中の説明とは異なり、この図で
は連続光ではなく、パルスをファイバー
に入射している）。
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折を与えるベクトルであり、複屈折ベクトルと呼

ばれる［5］。例えば、複屈折の大きさがΔβ＝βx－
βy、軸方向が x 方向からθ傾いている直線偏波
複屈折ファイバーの場合、

（7）

となる。（5）と（6）を連立させることにより、偏波

モード分散ベクトルの場所的な変化を与える方程

式が

（8）

のように求まる［5］。

先にも述べたように、一般の単一モード光ファ

イバーは固有軸方向がランダムに回転する短い複

屈折ファイバーの縦続接続によってモデル化され

る。このようなファイバーに対して、（7）を用い

て（8）を解くことにより、ファイバー全長の偏波

特性を記述する偏波モード分散ベクトルΩが求
まる［6］。各複屈折ファイバーの固有軸方向がラン

ダムに変化する場合は、Ωもランダム変数にな
る。また、Ωの大きさの 2乗平均を計算すると、

（9）

となる。ただし、Nは縦続接続された複屈折ファ

イバーの個数であり、Δt は各複屈折ファイバー
の群遅延時間である。（9）は、一般の単一モード

光ファイバーの DGD の rms 値が距離の平方根に

比例することを示している。また、Nが十分に大

きい場合、Ωの各成分はガウス分布に従うラン
ダム変数となる。

この場合、Ωの大きさ、つまり DGD は、マク
スウェル分布に従い、その確率密度関数は

（10）

で与えられる。

3 敷設された光ファイバー伝送路の
偏波特性

一般の単一モード光ファイバー伝送路の DGD

は、伝送路周囲の環境変化に応じて時間的にラン

ダムに変化する。DGD は信号のキャリア波長を

変化させても変化し、（1）で与えられる周波数幅

の 6 倍程度以上の周波数差があると、二つの波長

における DGD の振舞いはほぼ独立になる［7］。

DGD が、信号の伝送速度や変調形式で決まる上

限を超えて大きな値をとるとシステム不稼働

（outage）が発生する。PMD によるシステム不稼

働率が、伝送速度や変調形式にどのように依存す

るかや、PMD 補償によって不稼働率をどの程度

下げることができるかを知ることは、高速の伝送

システムを設計するに当たって重要である。

PMD によるシステム不稼働率の計算に当たっ

て、これまでのほとんどの場合では、伝送路の

DGD の分布として 2 で述べたマクスウェル分布

が仮定されてきた［8］。また、WDMシステムの各

チャネルは同一の不稼働特性を示すと考えられて

きた。それに対して、最近、敷設された現実の伝

送システムの中には、時間スケールにもよるが、

DGD がマクスウェル分布に従わない場合がある

こと、WDMシステムの異なる波長チャネルは異

なる不稼働特性を持つ場合があることが指摘され

ている［9］－［11］。

図 2 にそのような伝送システムのモデル図を示

す。送受信機間の伝送路ファイバーはほとんどの

区間では地中に埋設されているが、有限個の場所

（光増幅器や分散補償モジュールが挿入される地

点や、伝送路が河川をまたぐ場所等）で、地上に

引出されている。伝送路が地中に埋められている

区間では、周囲温度の時間変化は小さく、この区

間の DGD や PSP は長期間（数週間あるいは数か

月）にわたってほとんど変化しない。一方、伝送

路が地表に引出されている箇所では、ファイバー

の周囲温度は時間あるいは分の速さで細かく変化

し、それに応じて光の偏波状態が大きく変化する。

つまり、このような伝送ファイバーは、有限個の

複屈折ファイバーが可変の偏波回転器を介して接

図2 敷設された伝送路のモデル
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続されたものとして振る舞う。全伝送路を構成す

る複屈折ファイバーの個数が少なくなると、DGD

の統計的な性質はマクスウェル分布で記述される

性質から大きく異なってくる。

例えば、送信機から受信機までの DGD の平均

値が 3 ps の伝送路を考える。この伝送路が、6区

間の安定な伝送路とそれをつなぐ 5 個の偏波回転

器から構成されるとする。各区間の DGD は平均

値が 3 ps /√6 のマクスウェル分布に従うランダム

な値をとる。今、6 区間の DGD が（0.93，0 .82，

1.17，1.62，1.14，0.55 ps）となる組（組 A）と、

（1.37，0.77，1.94，1.47，1.70，2.43 ps）とな

る組（組 B）を考える［11］。これら二つの組は、

WDMシステムにおける異なる二つの波長チャネ

ルにおける値であると考えることもできる。ファ

イバー区間の接続点に置かれた偏波回転器が、偏

波状態をポアンカレ球面上でランダムにかつ均一

に散乱させるとすると、組 A 及び組 B における

全 DGD の確率密度分布は図 3 のようになる（確

率密度関数は解析的に計算できる［12］）。図 3 には

平均値が 3 ps のマクスウェル分布も重ねて描か

れてある。図 3 から、二つの組の DGD の確率密

度関数は互いに、またマクスウェル分布とも異な

った形になることが分かる。特に、システム不稼

働をもたらすような大きな DGD の発生確率が異

なる。これらの分布は、各区間の DGD の値が変

化するまでのかなりの長い期間内にわたって継続

する。したがって、この期間内においては、ある

波長チャネルではシステム不稼働が頻繁に発生

し、一方、他の波長チャネルではシステム不稼働

がごくまれ（または不稼働になる確率がゼロ）にな

る、といった状況が発生する。これは、すべての

波長チャネルの DGD が同じマクスウェル分布に

従うと考えたときのシステム不稼働性と大きく異

なっており、システムの設計指針や PMD 補償の

戦略も、それに応じて見直す必要がある。

4 偏波モード分散補償

上述のように、光ファイバー伝送路の偏波特性

は時間的にランダムに変化する。PMD による信

号劣化とそれによるシステム不稼働発生を回避す

るために、これまで多くの方法が提案され議論さ

れてきた。PMD による信号劣化を低減するため

の方法としては、（1）PMDへの耐性に富む変調形

式を用いる方法と、（2）光又は電気領域で補償を

行う方法、が代表的である。

（1）に関しては、まず、RZ 信号形式が NRZ 信

号形式よりも PMD 耐性に優れていることが示さ

れている。これは、RZ 信号のほうがビットスロ

ットの中央に電力がより集中しているため、

PMD による波形広がりが生じてもシンボル間干

渉が起きにくいためである。ただし、RZ 信号の

ほうがスペクトル幅が広いので、光領域における

PMD補償の有効性は低くなる［13］。最近は、ビッ

ト速度を保ったままシンボル速度を下げることが

できる多値変調方式の利用も、PMD による伝送

特性劣化を避ける方法として注目を集めており、

DQPSK（Differential Quadrature Phase-Shift

Keying）伝送方式の PMD 耐性が調べられてい

る［14］。同期振幅変調などの伝送制御を併用した

光ソリトン伝送方式も大きな PMD 耐性を持つこ

とが知られているが［15］、これは一種の全光 3R 再

生を施した伝送方式であると言える。2R や 3R

図3 DGDが固定された6本のファイバから
構成された伝送システムの総DGDの確
率密度関数。実線は組A、破線は組B、
細かい点線はマクスウェル分布。（a）縦
軸が線形目盛、（b）縦軸が対数目盛。
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再生は PMD に限らず様々な信号劣化の累積を

リセットする方法として有効であり、PMD に関

しても補償効果があることが示されている［16］［17］。

図 4 に、ファイバーの非線形効果を利用した簡

易な構成の全光 2R 信号再生器を示す。高非線形

ファイバー中の自己位相変調によって入力信号の

スペクトル幅が広げられ、その一部を波長をわず

かにずらした光バンドパスフィルタによって切り

出す。この方法によって信号パルスの波形整形と

雑音除去効果が得られる［18］。図 5 は、40 Gbps、

1000 km の伝送システム（PMDが 0.3 ps/km1/2）

にこの再生器を挿入した場合に、PMD によるア

イ開口劣化がどれだけ抑制されるかを計算した結

果である［16］。2R 再生だけでは十分な PMD 補償

効果が得られないが、同期変調によるタイミング

再生を併用すると、信号劣化が大幅に小さくなる

ことが分かる。

（2）に関しては、十数年前から光領域での適応

的な補償法について多くの研究が報告されてき

た［19］。代表的な方法として、伝送路入力端に偏

波コントローラ（受信器からフィードバックされ

る信号品質モニタ信号によって制御される）を置

き、伝送路の一方の PSP のみを使って信号を伝

送する方法と、受信端に偏波コントローラと遅延

線からなる PMD 補償器を挿入する方法がある。

なお、これらの PMD 補償は基本的には 1 次の

PMD 補償であり、補償できるスペクトル帯域幅

は狭く、WDMシステムにおける PMD 補償を行

うためには、複数個又はチャネルごとに補償器を

用意する必要がある。この問題を軽減するために、

WDMチャネル間で補償器を共用する方法も幾つ

か提案されている［20］［21］。

検波後の電気領域の信号処理による波形補

償［22］もコスト（特に、WDM システムにおいて

チャネルごとに補償を行う場合）の点で有利であ

るが、高次 PMD も含めた精密な補償は困難で、

40 Gbps やそれ以上の高速伝送への適用も難しい。

5 今後の研究課題

PMD による信号劣化に適切に対応しそれを有

効に補償するためには、PMD の時変性及びラン

ダム性の定量的な把握が不可欠である。DGD や

PSP の時間変化の速さを測定した例は幾つかある

が、理論的な解析はほとんど行われていない［23］。

今後、システム不稼働持続時間の統計などを明ら

かにすることが重要である。また、適応的な

PMD 補償器における、動作速度や適応制御アル

ゴリズムの最適化もあまり論じられていない。こ

れら、PMD 現象と補償の動的な振舞いの定量的

な解明と制御が、偏波モード分散に関する今後の

主要な研究課題の一つであると考えられる。また、

光ネットワーク上位層における制御も含めて、間

欠的かつ確率的に生じる PMD による伝送劣化の

影響を回避する効果的な方法を明らかにすること

も重要である。
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図4 光ファイバーの非線形効果を利用した全
光2R再生器。HNLF：高非線形ファイ
バー、OBPF：光バンドパスフィルター。

図5 信号再生器によるPMD補償効果。（a）
図4に示す2R再生器を伝送路中にN
個挿入した場合のアイ開口劣化の累積分
布、（b）図4に示す2R再生に同期変調
によるタイミング再生を付加した場合。



フォトニックネットワーク特集

48 情報通信研究機構季報Vol.52 No.2 2006

特集

参考文献

01 C.D.Poole  and  R.E.  "Wagner,  Phenomenological  approach  to  polarisation  dispersion  in  long

single-mode  fibres",  Electron.  Lett.  Vol.22,  pp.102901030,  1986.

02 S.Betti,  F.Curti,  B.Daino,  G.De Marchis,  E.Iannone,  and  F.Matera,  "Evolution  of  the  bandwidth

of  the  principal  states  of  polarization  in  single-mode  fibers",  Opt.  Lett.  Vol.16,  pp.467-469,

1991.

03 H.Kogelnik,  R.M.Jopson,  and  L.E.Nelson,  "Polarization-mode  dispersion",  Optical  Fiber

Telecommunications,  IV  B,  System  and  Impairments,  ch.15,  Academic  Press,  San  Diego,2002.

04 A.Hasegawa  and  M.Matsumoto,  "Optical  Solitons  in  Fibers,  3rd  Ed.",  ch.9,  Springer,  Berlin,

2002.

05 C.D.Poole,  J.H.Winters,  and  J.A.Nagel,  "Dynamical  equation  for  polarization  dispersion",  Opt.

Lett.  Vol.16,  pp.372-374,  1999.

06 C.D.Poole  and  D.L.Favin,  "Polarization-mode  dispersion  measurements  based  on  transmission

spectra  through  a  polarizer",  J.  Lightwave  Technol.  Vol.12,  pp.917-929,  1994.

07 M.Karlsson  and  J.Brentel,  "Autocorrelation  function  of  the  polarization-mode  dispersion  vector",

Opt.  Lett.  Vol.24,  pp.939-941,  1999.

08 J.A.Nagel,  M.W.Chbat,  L.D.Garrett,  J.P.Soigne,  N.A.Weaver,  B.M.Desthieux,  H.Bülow,

A.R.McCormick,  and  R.M.Derosier,  "Long-term  PMD  mitigation  at  10Gb/s  and  time  dynamics

over  high-PMD  installed  fiber",  2000  European  Conference  on  Optical  Communication,  Vol.2,

31,  2000.

09 A.Mecozzi,  C.Antonelli,  M.Boroditsky,  and  M.Brodsky,  "Characterization  of  the  time  dependence

of  polarization  mode  dispersion",  Opt.  Lett.  Vol.29,  pp.2599-2601,  2004.

10 M.Boroditsky,  M.Brodsky,  N.J.Frigo,  P.Magill,  C.Antonelli,  and  A.Mecozzi,  "Outage  probabilities

for  fiber  routes  with  finite  number  of  degrees  of  freedom",  IEEE  Photon.  Technol.  Lett.  Vol.17,

pp.345-347,  2005.

11 H.Kogelnik,  P.J.Winzer,  L.E.Nelson,  R.M.Jopson,  M.Boroditsky,  and  M.Brodsky,  "First-order  PMD

outage  for  the  hinge  model",  IEEE  Photon.  Technol.  Lett.  Vol.17,  pp.1208-1210,  2005.

12 C.Antonelli  and  A.Mecozzi,  "Statistics  of  the  DGD  in  PMD  emulators",  IEEE  Photon.  Technol.

Lett.  Vol.16,  pp.1840-1842,  2004.

13 H.Sunnerud,  M.Karlsson,  C.Xie,  and  P.A.Andrekson,  "Polarization-mode  dispersion  in  high-

speed  fiber-optic  transmission  systems",  J.  Lightwave  Tech.  Vol.20,  pp.2204-2219,  2002.

14 A.H.Gnauck,  P.J.Winzer,  C.Dorrer,  and  S.Chandrasekhar,  "Linear  and  nonlinear  performance  of

42.7-Gb/s  single-polarization RZ-DQPSK  format",  IEEE  Photon.  Technol.  Lett.  Vol.18,  pp.883-

885,  2006.

15 M.Matsumoto,  Y.Akagi,  and  A.Hasegawa,  "Propagation  of  solitons  in  fibers  with  randomly-

varying  birefringence  :  Effects  of  soliton  transmission  control",  J.  Lightwave  Technol.  Vol.15,

pp.584-589,  1997.

16 M.Matsumoto,  "PMD  mitigation  by  a  fiber-based  all-optical  signal  regenerator",  2003  IEEE/LEOS

Summer  Topical  Meetings,  Polarization  Mode  Dispersion,  WB2.5,  2003.

17 Y.Akasaka,  Z.Zhu,  Z.Pan,  and  S.J.B.Yoo,  "PMD  mitigation  application  of  MZI-SOA  based

optical  2R  regeneration  in  the  receiver",  2005  Optical  Fiber  Communication  Conference,

JWA22,  2005.



49

特
集

物
理
層
実
現
技
術
・
光
信
号
処
理
／
偏
波
モ
ー
ド
分
散
と
そ
の
補
償

18 P.V.Mamyshev,  "All-optical  data  regeneration  based  on  self-phase  modulation  effect",  1998

European  Conference  on  Optical  Communication,  pp.475-476,  1998.

19 T.Takahashi,  T.Imai,  and  M.Aiki,  "Automatic  compensation  technique  for  timewise  fluctuating

polarisation  mode  dispersion  in  in-line  amplifier  systems",  Electron.  Lett.  Vol.30,  pp.348-349,

1994.

20 R.Khosravani,  S.A.Havstad,  Y.W.Song,  P.Ebrahimi,  and  A.E.Willner,  "Polarization-mode

dispersion  compensation  in  WDM  systems",  IEEE  Photon.  Technol.  Lett.  Vol.13,  pp.1370-1372,

2001.

21 M Boroditsky,  C.Antonelli,  and  A.Mecozzi,  "Broadband  PMD  mitigation  using  a  mid-span

polarization  controller",  2005  European  Conference  on  Optical  Communication,  We1.3.5,  2005.

22 F.Buchali  and  H.Bülow,  "Adaptive  PMD  compensation  by  electrical  and  optical  techniques",  J.

Lightwave  Technol.  Vol.22,  pp.1116-1126,  2004.

23 C.Antonelli,  A.Mecozzi,  M.Brodsky,  and  M.Boroditsky,  "A  simple  analytical  model  for  PMD

temporal  evolution",  2006  Optical  Fiber  Communication  Conference,  OWJ4,  2006.

まつもとまさゆき

松本正行
大阪大学大学院工学研究科助教授　工
学博士
光ファイバ通信、非線形光学



<<
  /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
  /SyntheticBoldness 1.00
  /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


