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第３章 財政問題下での量的・質的金融緩和とその出口戦略 

 

 

北  村  行  伸＊   
 

 

１．はじめに 
 

2007年のサブプライム・ローン危機以後に国際的に波及した金融危機については、部分的

には別の方法で解決した方が良かったという案件はあると思われるが、全体として世界恐慌を

阻止したという点では、各国政府・中央銀行の政策協調は成功したと判断していいだろう。 

今まさに各国政府の財政・金融当局は平時経済への復帰を目指して動き始めたところである。

本稿では、経済の正常化に向けて考慮すべき問題点について論じたい。 

 

ここでは、まず、今回のような世界規模での経済危機に対する経済政策の考え方を整理して

おきたい。歴史上、金融危機への処方箋を初めて論じたのは、ウォルター・バジョットの『ロ

ンバート街』である。その中でバジョットは「平時であれば中央銀行は金本位制ルールに従う

べきものであるが、危機時にはそれら平時のルールをなげうって、危機に陥っている金融機関

へ惜しみなく資金供給を行うべきであり、それを大衆に知らしめるべきである」と論じている。

バジョットの教訓はいろいろあるが、現在、我々がバジョット・ルールとして知っている、最

後の貸し手機能には「貸し出しに際しては懲罰的な金利を課すべきということと、平常時の経

済にできるだけ早く戻すべき」という条件が付けられていたが、これらの条件は今ではほとん

ど無視されている。 

バジョットが扱ったような銀行危機からの復帰は、早ければ早いほど良いと考えられていた

ので、平常時経済にできるだけ早く戻すべきだと主張されていた。 

しかし、現実の経済の様相はもう少し複雑化している。例えば、ユーロ圏経済危機の時には、

一国の財政危機が、他国の銀行危機を誘引し、それがさらに第三国の財政危機をもたらすとい

った危機の連鎖が見られた。日本でも1997年の金融危機は1991年のバブル崩壊から蓄積され

てきた不良債権問題が顕在化したものではあるが、同じ年の春から夏にかけて生じたアジア金 

 
＊ 本稿は金融調査研究会第２研究グループの平成25年度研究テーマ「わが国の財政問題と金融システムへの影響」

の下で行われた研究成果である。研究の機会を与えていただき、貴重なコメントを頂いた、研究会のメンバー、
全国銀行協会金融調査部メンバー、オブザーバーおよび研究会講師の方々に対して御礼を申し上げる。 
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融危機とも無関係ではないだろう。さらに2008年のリーマン・ブラザーズの破綻ショックに

関しては、日本の金融機関は直接的な損失を出したケースは限定されており、むしろ、金融危

機に誘発された需要の落ち込みが、製造業への需要ショックを与え、それが増幅してはるかに

大きな経済的なダメージを受けたと見るべきだろう。このような状況は、危機に次ぐ危機とい

うことで、ゆっくりと平時経済への出口を考える余裕も与えられなかったと表現してもおかし

くはない。このような場合、危機からの復帰は早ければ早いほど良いとは言えず、むしろ根本

的な問題の解決までには、相当の時間がかかるものであると認めた方が良さそうである。 

経済政策を分類する時に事前的政策と事後的政策を分けることがある。金融危機からの正常

化への復帰をいかにはたすかという問題はある意味では事後処理であるが、ある意味では、次

の危機に対する事前処理であるとも解釈できる。一般論としては経済危機が起こる前に事前に

各種の政策メジャーや情報に基づいて早期是正措置を行いながら危機を回避するというマクロ

（ミクロ）プルーデンス政策が事前的政策の典型である
1
。それに対して、危機が発生した後に、

その危機の波及を阻止し、損失を最小限に抑え、また、破たん処理を迅速化し、経済再建を促

す政策を事後的政策という。 

よく金融政策の一つの役割として、宴たけなわの時にパーティのカクテルを引き上げるよう

に、景気の過熱を防ぐという事前的政策をとることが求められており、そのような不人気な政

策は、高い独立性をもった中央銀行でしか実行できないと言われる。このような政策は、流れ

に 立 ち 向 か う 政 策 （ leaning against the wind policy ） あ る い は 反 景 気 循 環 政 策

（countercyclical policy）とも呼ばれるが、本稿の関心は過熱した経済を落ち着かせるとい

うものではなく、経済危機に際して財政と金融政策で打てるだけの緊急対策を発動した結果、

巨額の政府債務残高とゼロ金利、巨大な中央銀行バランス・シートなど決して平時では見られ

ないような状況を生み出したが、それを如何に正常状態に戻すかというものである。その意味

では、ここで扱う政策問題は、我々がこれまでに考えてきた事前的政策、事後的政策では扱え

ない問題を含んでいる。 

すなわち、金融危機後の経済の事後処理的な側面もあるが、平常状態に戻った時の経済運営

を如何に行うかということを決めておくこと、また、今回の危機の発生の原因究明を通して、

次に問題が発生した場合には早期是正を行うことと考えれば、これは事前的政策あるいは、正

常化に向けた事前の制度設計であると考えた方が良さそうである。また、日本経済が直面して

いる問題は短期的な経済危機ではなく、長期的な構造問題であると考えると政策対応も違って

くるということも指摘しておきたい。以下では、経済の正常化に向けた具体的な政策対応につ

いて考えていきたい。  
                                                
1 プルーデンス政策の広範な解説と日本の対応については翁（2010）を参照。 
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２．アコードの歴史的経緯 
 

日本経済については1985年以後のバブル経済とその崩壊後の1990年代、特に日本国内での

金融危機が発生した1997年から現在にいたるまで、経済活動が低迷し、デフレに陥るなど、

これまで経験したことのない状況に直面してきた。また2007年に始まったサブプライム・ロ

ーン問題に端を発する金融危機に際して、世界の主要国は総力をあげて対処し、世界恐慌に陥

るという最悪のケースは回避したが、その過程で、ゼロ金利政策、量的緩和政策などの非伝統

的手段による政策を行った。その結果、中央銀行の金融政策および政府の財政政策が正常化へ

戻る道のりを戦略として考える必要がでてきた。本節ではアメリカが大恐慌、第２次世界大戦

を経て行ってきた金融・財政政策協調から正常化へ向けた合意としてのアコードの経験を検討

する。 

 

2.1 歴史的推移
2
 

アコード前史 

1951年３月の財務省と連銀のアコードまでの道のりをどこから始めればいいだろうか。や

はり1929年10月の大恐慌から始まる世界的な混乱とそれへの対処、さらに1930年代のナチの

台頭から、第２次世界大戦へつながる一連の流れを見ておくことが適切だろう。 

この間、アメリカ政府は、ニューディール政策や戦費調達のために大量の国債を発行し、そ

れを円滑に維持するために、金利を低く抑える必要があった。金融政策の枠組みは法定準備率

の操作と国債市場でのオペレーションが中心であった。1932年のグラス・スティーガル法で

は、連銀に銀行券発行残高の60%を国債で保有することを認めており、連銀は大量の国債を保

有することが可能になった。1933年に金本位制を離脱し、公定歩合を引き下げることで、大

恐慌から回復に転じたが、民間銀行からの貸し出しは低迷し、所要準備を40%程度超える準備

預金を連銀口座に積み上げていた。連銀も民間銀行の懸念を考慮して法定準備率を1936年か

ら1937年にかけて３度にわたって引き上げた。連銀は、この間、「秩序ある国債市場を維持す

ること」を標榜しており、大規模な長期国債の買いオペは1941年12月の真珠湾攻撃までそれ

ほど行われていなかった。真珠湾攻撃によるアメリカの参戦によって、財政赤字の拡大とイン

フレが予想され、国債価格は下落した。真珠湾攻撃から２週間以内に財務省と連銀の間で、長

期国債（25年債）の金利を2.5%以下に維持するという合意が醸成された。それに対応する短

                                                
2 本節は富田（2004、2006）、Hetzel and Leach（2001a,b）、Eichengreen and Garber（1991）

を参考にした。 
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期金利については、0.375%で財務省証券（TB）金利を維持するということで合意に達した
3
。 

富田（2004、p.54）によれば、第２次世界大戦中、財務省と連銀のTB金利維持政策が、継

続されるという信認が市場関係者に生まれ、長期国債価格も安定するという確信が醸成される

中で、機関投資家を中心に長期国債の購入を拡大していき、その結果として、長期国債の金利

も低下したということである。戦費調達のために発行された国債の残高がピークに達したのは

1946年２月であり、連銀は全ての市場性国債残高の11.5%を保有していた
4
。 

1945年の終戦を迎え、資金需要が軍需を中心とした公共需要だけの状態から、しだいに民

需に転換するようになっていった。このことは、金融機関が大量に抱えている国債を売却し、

民間部門からの資金需要に応えることを意味する。つまり、大規模な国債売却ニーズが発生し、

国債価格が大幅に下落する可能性が存在したのである。連銀は国債買入れを増やし、穏やかな

金利上昇を認めつつ、戦時の金利体系からの離脱をはかった。具体的には1947年６月から

1948年10月にかけて、TBは0.375%から1.1%へ、１年物利付国債は0.875%から1.25%へ、長

期国債は2.2%から2.48%へと上昇した
5
。 

 

アコードの締結 

1950年６月に朝鮮戦争が勃発し、アメリカ政府の財政赤字拡大懸念に伴い、長期金利が上

昇し始めた。９月15日には、マッカーサー元帥が仁川に上陸し、中国軍が11月末に鴨緑江を

わたり、軍事緊張が高まった。 

アメリカ国内では消費者物価は1947年末以後上昇を始め、朝鮮戦争がそれに拍車をかけた。

実際に1951年２月までの消費者物価上昇率は年率で21%に達していた。また、この間連銀の

国債購入も増加したことは前述の通りである。 

トルーマン大統領は1951年１月25日に賃金と物価を凍結し、住宅ローン金利を引き上げた。

さらに戦費調達のための増税も行った。それでも戦費調達のためには国債発行を続けざるを得

ない状況にあり、そのためにも、国債金利を低く抑えることが必要であった。 

1951年３月１日の連邦公開市場委員会（FOMC）では、連銀は1951年を通じて1.75%の公

                                                
3 富田（2004、p62）によれば、実際に連銀が国債価格支持政策、金利釘付政策としてコミットしたの

は、この３か月物財務省証券（ＴＢ）を0.375%で維持するということだけであり、長期国債の金利2.5%

は暗黙の合意に過ぎなかったということである。 

4 国債ポートフォリオの保有内訳は、各国債の全発行残高の内、TBが76%、利付短期国債（証書）が20%、

中期国債が７%、長期国債が0.8%であった。明らかに連銀は、TBおよび短期国債中心のポートフォリ

オを組んでいた。 

5 短期金利の上昇の方が長期金利の上昇より大きかったということは、イールドがフラット化し期待イ

ンフレ率を抑制することに成功していることを意味する。また、商業銀行の保有する国債は1950年末

までに、618億ドルにまで減少し、満期までの残存期間も短期化し、金利リスクへの脆弱性を低下させ

ている。 
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定歩合を維持し、財務省は市場性国債を非市場性国債と交換（ボンド・コンバージョン）し
6
、

市場性国債の残高を減らすこととした。３月３日にFOMCで財務省との合意事項が承認され、

３月４日にアコードという形で次のような声明が発表された。 

「財務省と連銀は、債務管理政策と金融政策が、政府の資金調達の成功と同時に債務のマネ

タイゼーションの最小化という共通の目標をさらに追及すべきであるという点に関して完全な

合意に達した
7
。」（Federal Reserve Bulletin, vol. 37. p.267, March 1951） 

このアコードは、連銀が、それまで暗黙裡に続けてきた、国債価格支持政策やイールドカー

ブの固定化から解放され、短期財務省証券（TB）の売買に基本的に専念することにした（Bills 

Only政策）と解釈すれば、政府や財務省から連銀が独立性を確保した宣言であると見ることも

できる。しかし、既に見てきたように、連銀が国債価格支持政策にコミットしているのは財務

省証券（TB）についてだけであり、国債ポートフォリオもTB中心に構成されており、とりた

てて連銀が財務省の支配から解放されたという内容には読めない。むしろこれは、戦前、戦中

に拡大してきた政府債務残高を、市場メカニズムを通した価格・金利決定の中で、徐々に削減

していくための出口戦略を財務省と連銀で共同して、模索していくという宣言だと解釈するこ

ともできるだろう。 

 

アコードから1963年まで 

アコードについて言及される場合、1951年３月までに限定されることが多いが、実際に、

アコードがどのような効果を持ち、どのように進化していったのかを追うことも重要であろう。

例えば、Friedman and Schwartz（1963,pp.623-638）では、1961年頃までにはBills Only

政策
8
を放棄せざるを得なくなる状況に直面していたと論じている。当時、アメリカ経済は高い

失業率と国際収支の赤字に直面していた。景気を刺激するためには金融を緩和して長期金利を

引き下げる必要があるが、国外への資本（金）流出を防ぐためには短期金利を引き下げること

はできないというジレンマに直面していたのである。そこで連邦準備制度理事会（FRB）は公

開市場で長期国債を購入し、長期金利を安定させつつ、公定歩合や短期金利を維持するツイス

ト・オペレーション（金利の期間構造の逆誘導）を実施するために、Bills Only政策を放棄し

                                                
6 具体的には1945年に発行された2.5%利付国債（1972年12月満期）を額面価格で、2.75%利付非市場

性国債と交換するというオペレーションである。非市場性国債は136億ドル発行され、同額の市場性長

期国債は減少した。商業銀行の他に保険会社、政府機関、連銀がボンド・コンバージョンに参加した。 

7 しかし、財務省と連銀の間に、対立する目的について、どのように妥協するかという合意は得られて

いない。 

8 またFriedman and Schwartz（1963, pp.632-633）は1953年にはニューヨーク連銀を中心に短期

財務省証券（TB）だけを取引することに限界があり、長期国債の保有も考えるべきであるという議論

が出始め、実際には1960年にはBills Only政策ではなく、Bills Preferably政策に変化していたと論

じている。 
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たのである。 

1961年にケネディー政権が誕生して、連銀と財務省の関係も変化し、マーチン（William 

McChesney Martin）FOMC議長の下で、Bills Only政策から、通常の公開市場操作が行える

体制へと変化したことで、連銀は現代的な中央銀行の金融政策手段を備えた、独立した中央銀

行へと変貌を遂げたのである
9
。 

この間、1951年のアコード締結から1963年までの12年間は長いトンネルを出口に向かって

走ってきたと解釈できるのではないだろうか。 

 

2.2 アコードの意義 

Hetzel and Leach（2001b）では、アコードをきっかけとしてマーチンFOMC議長が提案した

論点を３つ指摘している。第１に、連銀は経済の流れに立ち向かう政策を実施することで、景気循

環の変動を和らげ、物価の安定を維持することが可能になるという論点である。これは中央銀

行が、経済の先行きに対して、事前の政策対応をすることで、マクロ経済に安定性を生みだす

効果を期待した手法である。マーチン議長は、このような政策を果敢に実行するためには、連

銀が財務省や政府から独立して政策決定ができることが重要であることを指摘している
10
。 

第２の論点は国債取引およびそこで形成される価格・金利の安定性は連銀や財務省の関与に

よってもたらされるものではなく、自由な市場取引環境の中で醸成されるべきものであるとい

う論点である。この点は極めて重要であり、アメリカの金融市場が世界中の資金が集まる開か

れた市場として機能していくためには、魅力的な市場インフラを構築する必要があるという認

識である。この時期から、アメリカ証券市場、株式市場、商品市場などが次々と近代化され、

自由な取引環境が整えられていった。また、連銀は国債市場に参加はするが、金利水準や期待

インフレ率の形成に対しては、市場参加者の判断が反映されるものにすべきであり、金利水準

維持政策は、通常時の政策としては放棄すべきものとされた。 

第３の論点は、連邦準備銀行制度の運営枠組みを見直し、金融政策決定に関してはFOMCで

行われ、そこには連銀理事と地区連銀総裁が参加することとしたことである。連銀理事会がそ

れまで持っていた政策決定権は取り上げられた。また、ニューヨーク連銀の公開市場操作担当

デスクはニューヨーク連銀経由ではなく、直接に公開市場委員会に市場業況を報告するシステ

ムに変更した。このような連銀システムの改革が意識されることは少ないが、現在まで続く連

銀の政策運営体制がこの時期に形成されたのである。 

財務省と連銀の1951年３月のアコードは、締結時点で完結したものではなく、むしろ、そ

                                                
9 この点に関してはHetzle and Leach（2001b）参照。 

10 この論点と似たような指摘を白川（2010）も行っている。 
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の後の連銀の機能強化、中央銀行の行う金融政策の形成する契機となったと考えるべきであろ

う。別の言い方をすれば、アコードは、出口に向かったトンネルの入り口であって、アコード

が即出口で、その後は経済活動が正常化したということではなかった。金利水準の変化は、ア

コード直後に起こったが、国債保有残高を減らし、かつイールドを誘導してインフレ期待形成

を安定させるには、相当の時間と経験が必要であったということは強く認識しておく必要があ

る
11
。 

 

３．欧米の出口戦略 
 

一般に、喧伝されている中央銀行の出口戦略とは、短期金利を引き上げて、中央銀行のバラ

ンス・シートの規模を縮小すること、あるいはそれを正常な水準に引き戻すことである。また、

そのためのスケジュールを明らかにし、どの程度のスピードでそれを実施していくかを説明す

ることである。 

短期金利の引き上げは期待チャネルを通して、長期金利は上昇するだろうし、為替レートは

切り上がる可能性が高く、資産価格は下落することが予想されている。また、中央銀行がバラ

ンス・シートを縮小するために、保有資産を売却することによっても、資産価格は下落するだ

ろう。さらに、中央銀行の量的緩和の縮小も、金利上昇をもたらすだろうと考えられている。

問題は、強い副作用をもたらすことなしに、正常な経済状態に如何に復帰するかということで

ある。 

 

3.1 FRBの出口戦略 

ベン・バーナンキ連銀前議長は2009年７月から2010年３月頃にかけて、４度にわたって、

アメリカ合衆国下院議会金融サービス委員会公聴会でFRBの出口戦略の概略を述べている。要

約すると以下のようになる
12
。 

（１）経済状況が正常化するに応じて、過剰な流動性供給を削減していく。 

（２）貸出金利を正常な水準に戻す。 

                                                
11 アメリカと同様に1950年代のイギリスでも国債残高がGDP比で高まり、国債の保有構造が国内におい

て金利上昇に対して不安定化しやすい状況にあった。ラドクリフ報告（1959）として知られているが、

イングランド銀行は財務省と協調して、公開市場操作において、国債価格の急落を防止する価格維持

政策をとり、財務省は国債管理政策を行うことによって、両者一体となり、「一般的流動性効果」を通

じてイールドカーブ全体をコントロールしようとしていた。この政策は1960年代に至るまで、金融政

策、国債管理政策、金融規制環境が一体化した総合的な政策運営として行われた。アメリカのアコー

ドと比べると、イングランド銀行と財務省が協調して、ケインズ政策を実施していこうという意味で

は、アベノミックスにより近いものであったと評価していいかもしれない。 

12 以下の要約はBlinder（2010）に従っている。基になっているのはBernanke（2010）である。 
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（３）政府関連機関、例えば連邦住宅抵当公庫、の発行する公債や不動産担保証券（MBS）を

満期まで保有して償却する。 

（４）預金金利を引き上げる。 

（５）準備預金を削減する目的で、準備預金としては使えない利付預金口座を金融機関に提供

する。 

（６）準備預金を削減する目的で、リバース（逆）レポ（reverse repos：買戻し条件付きの

売りオペ）を提供する。 

（７）通常の公開市場操作を通して証券を売買する。 

 

ここではフェデラル・ファンド金利（政策金利）をいつ切り上げるかについては論じられて

いないが、過剰流動性が解消していく中、市場金利の上昇と見合う形で政策金利も引き上げら

れるだろう。 

出口戦略の基本は、金融危機時に発動した、様々な流動性供給チャンネルを徐々に縮小ある

いは停止していくこと、そして、中央銀行の拡大したバランス・シートから、市場に混乱をき

たさない程度に資産を放出して、流動性を回収することにある。問題は1951年のアコードの

経緯からも明らかなように、出口へのトンネルに入ったとしても、それから本格的に出られた

のは1963年であり、実に12年もかかったということである。出口戦略の採用が即正常化に結

び付くわけではなく、また、中央銀行のバランス・シートだけを通常の水準に戻せばいいとい

う話ではなく、政府の財政収支の改善によって政府債務残高を削減していくプロセスの中で達

成されるものである。言うまでもなく、このような改善は徐々にしか達成できないものである

ことを市場参加者に周知しておくことが肝心である。 

また、出口戦略に関して、一般に、金融危機以前の水準への復帰をもって正常化とするよう

な議論が見られるが、長期にわたる経済構造の変化がその間に起こっていることが認識されて

いれば、新しい定常状態を想定して、その水準に着地することが望ましいだろう。日本のよう

に、少子高齢化が進み、地方経済の過疎化が進んだ場合の経済構造は、1990年代のそれとは

大きく違っているはずである。従って、出口戦略には、新しい経済構造への誘導という意味合

いもあることを忘れてはならない。 

Roach（2009）は金融危機対応としての流動性（資金）供給政策と、危機後の出口政策の

間の政治経済学的な非対称性について論じている。その中でRoachは、早急な出口戦略による

景気の腰折れやインフレリスクを強調する伝統的な非対称性アプローチでは、出口戦略の発動

タイミングは先延ばしになるが、金融システムの安定化を強調するアプローチでは、景気の腰

折れリスクよりも資産バブルや信用バブルの発生を懸念する判断が優先され、早期是正措置と
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して速やかな出口戦略がとられるだろうと論じている。このいずれがとられるかは、政策当局

の判断と政治家の判断にも依存している。Roachは景気腰折れリスクを懸念した政治的判断に

基づく、先延ばし戦略が、より深刻な経済危機を招く可能性について憂慮している。 

Roachはまた、出口戦略は国際的な波及効果、外部効果があることも指摘している。バーゼ

ル銀行監督委員会（BIS）や国際通貨基金（IMF）などが各国の金融状況に対して、監視し、

必要であれば早期是正勧告を行うようなシステミック・リスクを管理する国際協調体制が必要

であると論じている。確かに、世界恐慌後、第２世界大戦を経て、国際通貨管理体制が確立さ

れたが、今回の金融危機後に国際的な危機管理体制を再構築するという課題に取り組もうとい

う機運は高まっていないようである
13
。 

 

3.2 ECBの出口戦略 

欧州中央銀行（ECB）も正常化に向けた出口戦略を模索しつつある。しかし、ECBの場合、

FRBや日本銀行とはいくつかの点で違っている。ここでは、ECB固有の政策課題について概観

しておきたい
14
。 

今はある程度落ち着いているように見えるが、欧州債務問題はまだ、完全には解決しておら

ず、経済状況によっては、債務問題を顕在化させる可能性のある国も残っている。そのような

状況では、国によって国債金利水準の違いも残っているだろうし、金利差（interest rate 

spreads）が低下するという状況にも達していない。すなわち、欧州インターバンク市場（短

期金融市場）の機能も完全には復活していない。このことは、欧州全体が出口に向かって一体

的に戦略をとれるという状況ではないということを物語っている。当面、ECBが出口戦略を発

動するということは、金融政策の引き締めを意味することになり、欧州経済全体を見渡した時

に、そのような時期に達しているとはまだ判断できないということである。 

出口戦略に関係して、中央銀行のバランス・シートの構成を変えるということも一つの戦略

として考えることができる。金融・財政危機以前には、中央銀行のバランス・シートに含まれ

ているのは、主として優良な短期国債および政府証券であり、それを用いて短期金利（政策金

利）を操作していた。それらの債券には満期リスクも評価損リスクも含まれていなかった。と

ころが、危機後には、ECBが債務危機に陥った国の満期までの残存期間の長い国債を購入し、

                                                
13 もちろんBISのバーゼル・アコードⅢの導入や銀行規制法としてのアメリカのドッド・フランク法やボ

ルカー・ルール、イギリスでのビッカーズ（Vickers）・レポートなどが議論されてきているが、ブレ

トン・ウッズ体制のような国際ルールへの合意は得られていない。欧州ではフィンランド中央銀行総

裁Erkki Liikanenを議長としたユーロ圏の銀行規制に関する専門家グループがVickersと似たスキー

ムを提案している（Liikanen（2012）参照）。ユーロ圏の金融ガバナンスについてはTirole（2013）

が参考になる。 

14 Wyplosz (2013)、Blinder et.al.（2013）を参照。 
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リスクの高い資産を担保として保有するようになった。欧州各国の国債は債務削減（haircuts）

の対象にならないのであれば、ECBのバランス・シートが傷むことはないが、財政再建

（restructuring）の過程で実質的な債務削減が求められるのであれば、ECBは大きな損失を

出すことになるだろう。 

金融の出口戦略は同時に、各国の公的債務の持続可能性にも依存している。すなわち出口戦

略の結果として国債金利が上昇すれば、公的債務の返済に支障をきたし、政府の財政破綻をも

たらす可能性を排除できないのであれば、出口戦略を実施することには、大きな制約がかかる

ことになる。別の言い方をすれば、財政がプライマリーバランスを黒字化し、長期的に政府債

務を削減していく道筋を立てる財政の出口戦略なしには、金融の出口戦略も機能しないという

のが欧州の現実である。 

もう一つ欧州で特徴的なことは、中央銀行の金融政策が物価の安定というミッションだけで

はなく、金融システムの安定化（financial stability）に対しても責任を負うものであるとい

う認識が高まったことがある。ECBの中に、ユーロ圏全体の銀行監督機関を設置し、マクロ・

プルーデンス監督も欧州システミック・リスク会議を通して実施していく体制を築いた。すな

わち、中央銀行は最後の貸し手機能を果たすことが明確に認識されるようになったということ

である。しかし同時に、このことは、中央銀行の独立性を脅かす種ともなる。中央銀行が行う

金融政策を通して、伝統的なミッションである物価の安定のほかに、金融システムの安定化や

景気、失業率にまで影響を与えることが求められるようになると、政府の他の政策当局、たと

えば、景気に関しては財務省、失業に関しては労働関係当局との間にどのような政策分担がで

きるのかということが問題になる。また、景気や失業に関しては政治家も様々な問題意識をも

って、政策に干渉する可能性がある。そのような状況で中央銀行は政策決定に関して独立性を

維持できるのかどうかということも重要な論点として意識されている。 

 

４．日本の出口戦略 
 

日本の出口戦略を考える場合にも、欧米との違いを認識しておく必要がある。日本の財政赤

字の主たる原因は社会保障費の拡大に伴うものであり、金融危機や経済危機に対して出動され

た緊急財政政策への対応というよりは、構造的、恒常的な支出増に対して、社会保障制度の枠

組みの中で収支均衡が達成できるだけの安定した保険料収入が得られていないということであ

る。また、現在の金融緩和の理由も、民間金融機関が破綻の危機にあるといった金融危機への

緊急の資金注入というよりは、長引いたデフレからの脱却を目指したものであり、これも日本

経済の構造的問題への対応であると考えた方がいいだろう。 
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しかし、現実問題として、政府債務残高を拡大しながらゼロ金利を維持することをいつまで

も続ける訳にはいかない。その意味では、いずれにせよ出口戦略を考えざるを得ない状況に直

面していることも事実である。 

具体的に出口戦略を考える上での論点としては次のことが考えられる。第１に、正常状態に

戻ったという判断をどのように行うかということがある。ここでは主として中央銀行の出口戦

略を考えているので、経済が自律的な成長軌道に乗って、順調に回復しており、その結果、失

業率が自然失業率（恒常的な失業率）近くまで減少し、かつ消費者物価指数で測ったインフレ

率が１－２%程度で安定しているという状況であれば、正常状態に戻ったと判断していいだろ

う。しかし、現状のインフレ率について見ると、総合物価指数に基づくインフレ率は消費税引

き上げ効果を含んだ2014年４月時点で3.4%にまで上がってきているが、エネルギー・食料品

を除いたコアコア・インフレ率は2.3%に止まっている。このことは、この１年間の物価上昇の

主因は円安に基づくエネルギー価格やその他の輸入原材料の価格上昇によってもたらされたも

のであり、内需拡大による国内消費・サービス財の物価上昇によるものではなかったと言える｡

しかし、逆に消費税引き上げ効果を除いたコアコア・インフレ率が２%程度にまで上昇する時

点では、総合インフレ率は４%に達してもおかしくないだろう。どのようなインフレ環境を正

常状態と判断するべきかどうかという点に関しては議論の余地が大きい。 

また、物価上昇だけがもたらされて、賃金や所得が上昇しなければ国民の生活水準は低下す

るだけであるという議論もある。そのために政府は経済界に賃金の引き上げを求め、また、雇

用の安定しない非正規労働者を正規労働者として雇用するように雇用形態の転換を求めている。

もちろん、このような要望に対して企業側の収益が拡大していれば対応が可能かもしれないが、

産業構造の変化、人口減少、少子高齢化、熟練労働者の不足など多くの構造問題を抱えている

中で、多くの企業は、賃金も雇用もという要望には対応できないというのが実情であろう。 

このように実体経済に対する認識とその現実の対応を考えると、財政政策や金融政策などを

通して政府が誘導できることには限界があり、それを十分に勘案した上で出口戦略を立てる必

要があるということである。 

第２の論点として、ゼロ金利解除が期待インフレ率の形成にどのような影響を与えるのかを

見極める必要がある。たとえ、日本銀行のバランス・シートが拡大した状態にあっても、ゼロ

金利を解除して、短期金利を引き上げることは可能である
15

。ただ、忘れてはならないのは、

                                                
15 加藤（2010）が指摘しているように、長期にわたって短期金融市場が機能してこなかったために、資

金調達を行うことが出来る市場参加者がすぐに出てくる保証はない。ある程度時間をかけて、短期金

融市場の機能を復活させるしかないだろう。そのためには、民間金融機関が持っている日本銀行の準

備預金残高を削減させる方法も考える必要がある。FRBが提案している準備預金とは別口の預金口座

開設なども考えられるだろう。 
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正常状態の下での物価や金利水準、期待インフレ率はあくまで市場参加者が決めるものであっ

て、実体経済と非整合的な物価や金利水準の設定や期待インフレ率の誘導は持続可能ではない

し、多くの損失をもたらすことになるだろう。第１の論点とも関連するが、実体経済と整合的

な消費税引き上げ効果を除いたコアコア・インフレ率が0.7%程度である時に、無理に２%のイ

ンフレーション・ターゲットを設定して超金融緩和策によってそれを達成しようとすれば、一

部の資産に資金が流入して資産価格上昇を生むか、海外に資金が流出してしまう可能性が高

い。それをあえて実行し続けるのであれば、日本銀行はその後に来る定常状態に関する見通し

を提示する必要があるだろう。 

第３の論点として、日本銀行のバランス・シート調整の問題がある。2001年から2013年に

かけて日本銀行が行ってきた量的緩和策では、日本銀行の市場オペレーションを通じた国債購

入については、基本的に残存期間３年未満の国債を、現金流通量を超えない規模で購入すると

いう規律付けをしていた。これは、出口戦略を取り始めた時に、早期に出口に達することが可

能になるようなオペレーションを行っていたと考えることができる。それに対して、2013年

４月４日、黒田東彦新総裁は異次元金融緩和政策を発表した。そこでは、マネタリー・ベース

を年間60－70兆円増加させ、長期国債の保有残高を年間約50兆円増加させていくこと、そし

て買入国債の残存期間を３年弱から７年に延長するという政策が導入された。現金流通量によ

る国債購入制約も異次元緩和ということで一気に取り払った。その結果、日本銀行のバランス・

シートは急激に拡大した。日本銀行が民間銀行の国債を購入することの民間から見たメリット

は、民間銀行が、金利引き上げ局面で被ると予想されるキャピタルロスを低下させ、そのリス

クを日本銀行が肩代わりするということである
16

。しかし、日本銀行が大量の国債を市場から

吸収したために、日本銀行が将来、公開市場操作によって国債売買を通して期待インフレ率に

影響を与える余地は低下したということでもある。また、買入国債の残存期間を延ばすことで、

満期まで保有した場合の出口に達するまでの時間は確実に長くなった。 

第４の論点は財政問題である。思い出してほしいことは、アメリカの戦後直後の債務残高の

ピークは1946年であり、アコードが締結されて出口戦略を開始したのが、その５年後の1951

年３月であったということである。この歴史的教訓の含意は明らかである。財政問題、とりわ

け戦後復興の下で、経済成長が再開し、財政状況が改善し始めた後にアコードが締結されたと

いうことである。出口戦略とは経済の正常化に向けた政策対応であるとすれば、財政健全化、

                                                
16 実際にメガバンクは軒並み国債保有残高を減らしており、金利リスクを軽減しているが、生命保険や

その他の機関投資家、地方銀行などではまだ国債保有残高は高く、金利リスクを抱えている。最近、

年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は国債保有比率を減らして、株式投資比率を増やすべきで

あると議論されているが、その際の国債の引受先として日本銀行が想定されている。この問題は年金

積立金運用上の安全性と収益性の選択問題であり、GPIFのガバナンスの問題でもある。慎重な議論が

望まれるところである。 
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例えば、プライマリーバランスの黒字化を何年か続けた後に考慮すべきものであると考えても

いいかもしれない。日本銀行のみが出口戦略を急いで導入したところで、財政の健全化への道

筋が出来ていなければ、経済全体の正常化にはなかなか結びつかない可能性が高いと言ってい

いだろう。 

高田（2013）の議論によれば、ようやく出口にさしかかった現在こそが、国債暴落のリス

クが高まっている時期だという。確かに、出口戦略を間違えば、国債の市場価格の暴落やそれ

に対応した金利の急騰などの可能性も出てくる。財務省が長期的な財政健全化に向けた債務管

理や税制を実施していけば、国債市場の暴落は回避できるだろうが、財政健全化に向けた努力

を怠り、国債発行を続ければ、どこかの時点で国内民間金融機関が国債を買い入れる資金の限

界に達する（fiscal limit）可能性がある。そうなれば、国債発行を通常の条件で発行し、販売

していくことが難しくなる。この意味では、財政健全化が最大にして最終的な出口戦略だと言

える。 

 

５．おわりに 
 

これまでの議論から明らかなように、財政の健全化に向けた動きが、財務省の「財政に関す

る長期推計」などの計画上の数字ではなく、統計上確実に観察されなければ、金融政策が出口

戦略に思い切って入れないというのが現状ではないだろうか。黒田東彦日銀総裁が出口戦略に

ついて語るのは時期尚早であるというのは、このような現状を表明したものかもしれない。 

アコードの歴史を見てわかることは、出口戦略とは、経済活動の速やかな正常化に向けた調

整と相当の時間のかかる債務処理問題の解決という２面があり、とりあえず出口に達して正常

化の道を歩み始めるには、アメリカの場合でも12年かかっている。日本の政治経済の状況を考

えると、さらに長時間の調整期間が必要になることが容易に想像できる。 

政府債務残高の解消には順調にいっても100年以上の年月がかかることが予想される。この

ような気の遠くなるような調整をあきらめることなく、着実にこなしていける管理能力が日本

政府にあるかどうかが問われている。財政政策当局は４－５世代先の将来世代が、我々が残し

た借金を返済することに異存を唱えないような議論が出来るかが問われている。 

少子高齢化、人口減少、製造業の空洞化など経済構造がこの20年間で大きく変化した。20

年前の状況に戻ることが正常化ではない。金融政策当局はこの新しい経済環境の下での有効な

政策処方箋を準備する必要があり、それが出口後の新しい政策課題となるだろう。 

このように財政の長期的な視点と、金融の短期的な視点がうまく組み合された政策ミックス

が求められているのである。 



― 56 ― 

参考文献 

翁百合（2010）『金融危機とプルーデンス政策』、日本経済新聞出版社 

翁邦雄（2013a）『金融政策のフロンティア』、日本評論社 

翁邦雄（2013b）『日本銀行』、ちくま新書 

加藤出（2010）「短期金融市場の現場で何が起きたか？ 量的緩和策と現在の非伝統的政策

との比較を踏まえて」、『ファイナンシャル・レビュー』、平成22年第１号（通巻第99号）、

2010年２月、pp.115-151.  

ケインズ、J.M.(2013)『デフレ不況をいかに克服するか：ケインズ1930年代評論集』（松川周

二（監訳））文春学藝ライブラリー 

白川方明（2008）『現代の金融政策』、日本経済新聞出版社 

白川方明（2010）「金融政策再考」、ＩＭＦ・ECB・FRB共催ハイレベル・コンファランス

講演 

東京財団（2013）『政策提言 財政危機時の政府の対応プラン』、2013年７月 

富田俊基（2004）「財務省・連銀によるアコードの検証」、『知的資産創造』2004年１月号、

pp.46-65. 

富田俊基（2006）『国債の歴史』、東洋経済新報社 

高田創（2013）『国債暴落』、中央公論新社 

Bernanke, Ben, S.（2010）“Federal Reserve’s Exit Strategy”, Testimony before the 

Committee on Financial Services, U.S. House of Representatives, Washington, D.C. 

February 10, 2010. 

Blinder, Alan, S.（2010）“Quantitative Easing: Entrance and Exit Strategies”, Federal 

Reserve Bank of St. Louis Review, November/December 2010, pp.465-480. 

Blinder, Alan, Thomas J. Jordan, Donald Kohn and Frederic S. Mishkin.（2013）Exit 

Strategy, Geneva Reports on the World Economy, No.15, International Center for 

Monetary and Banking Studies（ICMB）and Centre for Economic Policy Research

（CEPR）. 

Den Haan , Wouter（ed）（2013）Forward Guidance, A VoxEU. Org eBook, CEPR. 

Eichengreen, Barry and Peter M. Garber （ 1991 ） “Before the Accord: 

U.S.Monetary-Financial Policy, 1945-51”, R. Glenn Hubbard,（ed.）（1991）Financial 

Markets and Financial Crises, NBER and The University of Chicago Press. 

Friedman, Milton.（1960）A Program for Monetary Stability, Fordham University 

Press. 



― 57 ― 

Friedman, Milton and Anna Jacobson Schwartz.（1963）A Monetary History of The 

United States, 1867-1960, National Bureau of Economic Research and Princeton 

University Press.  

Hetzel, Robert L. and Leach, Ralph F.（2001a）“The Treasury-Fed Accord: A New 

Narrative Account”, Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Quarterly, vol. 

87/1 Winter 2001, pp.33-55. 

Hetzel, Robert L. and Leach, Ralph F.（2001b）“After the Accord: Reminiscences on the 

Birth of the Modern Fed”, Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Quarterly, 

vol. 87/1 Winter 2001, pp.57-64.  

Liikanen, Erkki（2012）High-level Expert Group on reforming the structure of the EU 

banking sector, Final Report, Brussels, 2 October 2012. 

Roach, Stephen S.（2009）“The Political Economy of the Exit Strategy”, Morgan Stanly 

Research Report, December 2, 2009.  

Tirole, Jean.（2013）“What Future for The Eurozone Governance?”, presented at the 

70
th
 Annual Meeting of Japan Society of Monetary Economics, Hitotsubashi 

University om May 25, 2013. 

Walsh, Carl E.（1993）“Federal Reserve Independence and the Accord of 1951”, FRBSF 

Weekly Letter, Number 93-21, May 28, 1993. 

Woodford, Michael.（2003）Interest and Prices, Princeton University Press. 

Wyplosz, Charles.（2013）“Exit Strategies: Note”, Directorate General for Internal 

Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, European 

Parliament. IP/A/ECON/NT/2013-04  

 



<<
  /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 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /EmbedAll
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


