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講　師：水野　一郎氏

 （関西大学経済・政治研究所東アジア経済・産業研究班研究員、商学部教授）

司　会：陳　建安氏（復旦大学経済学院教授）

日　時：2014年 6 月21日（土）

場　所：上海復旦大学日本研究センター 1 Fホール

水野氏：関西大学の水野でございます。 2番目の基調報告として、「市場経済と倫理―論語

と算盤―」というタイトルをつけました。

　お手元に関西大学側の方はプリントを用意しております。最初を見ていただきますと、この

フォーラムは今回が 5回目で、趣旨に記載してありますように、第 1回は「上海万博と大阪」

でした。大阪、上海の経済発展ということで、ちょうど上海万博が行われた2010年に第 1回の

経済フォーラムを行いました。第 2回は「東アジアにおける持続可能な新たな社会をめざして」

ということで、環境やCSRとか、そういったテーマで大阪の関西大学で行いました。第 3回は

「中国における日系企業の現状と課題」ということで、2年前に同じこの日本研究センターで行

いまして、実際に日系企業に勤めておられる中国の方などにも何人もお越しいただき、円卓討

論も行ってきました。第 4回は「アベノミクスと習近平体制下の日中経済―課題と展望―」

ということで、これは関西大学で行いました。

はじめに―問題意識と課題―

　さて、今回は何をしようかということで、先ほど張先生のお話にもありましたけれど、第 5

回目ということで、少しこれまでとはまた違った視点からアプローチしてみようということに

なりました。「市場経済と倫理　持続可能な社会と社会的公正を目指して」というテーマのもと

で、格差の問題や市場での倫理の問題など、いろいろな市場経済や資本主義経済において起こ

っているような問題について議論をし、そして持続可能な社会、あるいは社会的公正を目指せ

第 5回復旦大学・関西大学経済フォーラム
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るような社会の構築について議論をしていきたいということでテーマを設定し今回のフォーラ

ムになった次第であります。

　私の方はテーマの副題に付けさせていただきましたように、「論語と算盤」についてお話しさ

せていただきます。数年前に温家宝前総理がイギリスを訪問された際のインタビューで「アダ

ム・スミス」についてお話しされたことがありました。今回、私は「アダム・スミスと渋沢栄

一」、この二人のことを市場経済を考える上でお話ししてみたいと思います。またドラッカーも

有名な経営学者ですが、渋沢栄一を高く評価しています。このような視点から30分という短い

時間ですが、お話をしたいと思っております。

　まず、皆さんがご承知のように日本でも中国でも、汚染食品、あるいは食品の偽装、環境破

壊、さらに投機的な不動産、金融取引、会計不正など、営利主義の暴走と呼べるようないろい

ろな問題を抱えており、「金儲け至上主義」の経営者のモラルも大きく問われています。また日

本も中国も同様に、所得の格差が広がって貧富の差も大きくなってきています。

　アメリカでもウォール街の『強欲な資本主義』（神谷秀樹著）が2008年のリーマンショックの

前後から問題となってきており、中流層の崩壊、あるいは格差社会といって 1％の富裕層と99

％の貧困層の 2極化が始まってきているということが言われています。実際にアメリカで高い

授業料のために法外なローンを抱える大学生や、 1度の病気で破産する患者、あるいは公教育

の破壊、公共サービスの切り売りや、医療、戦争、刑務所まで民営化されるということがアメ

リカでは始まっております。それがアメリカの貧困化へと進んで実は非常に大きな社会問題と

なっています。あまり大きく新聞には出てこないのですが、堤未果著『ルポ貧困大国アメリ

カ』、『貧困大国アメリカ』という岩波新書は非常に大きな反響を呼んでいます。ますます民営

化や株式会社化していく中で、私も「刑務所での低労働賃金」を読んでびっくりしたのですが、

戦争についてもアメリカの兵士ではなくて、兵士の周りのものを傭兵という感じに近い形でイ

ラクでは派遣していたということが出ています。ロバート・ライシュという有名な、クリント

ン政権の中で重要な役職を占めた彼が『暴走する資本主義』という著書の中で、いくつか資本

主義の問題点、特にアメリカ資本主義の問題点を指摘しておられます。最近のベストセラーに

水野和夫さんの『資本主義の終焉と歴史の危機』という本があります。彼は長く証券会社の研

究所などに務められた後に現在では日本大学の教授になっておられます。彼は現在の金利の低

下に注目され、この歴史的な金利の低下は、利潤率の低下ということにもなり、そういう意味

では資本主義の全般的危機が近づいているのではないかという問題提起をしておられます。な

かなか面白い本なのです。いろいろな意味で、市場経済あるいは資本主義について考える時期

に来ているのではないかと思います。水野和夫さんの本を読んでいると、資本主義というのは

格差を作っていく、フロンティアを目指して展開していく歴史だということです。東京大学名

誉教授の岩井克人氏も、「価値」というものは格差を作っていく中で「価値」が生まれると、同
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じようなことを言っていました。

　今こそ資本主義とその基盤になっている市場経済を再考する必要があるのではないでしょう

か。そういう意味では資本主義の黎明期を代表する賢人アダム・スミスと、日本では近代日本

資本主義の基礎を作り上げた渋沢栄一の経営思想を取り上げて考察してみるのも必要だと思い

ます。私は渋沢栄一の事蹟や思想について関連する書籍をこの間ずっと読んできました。たく

さんの本があるのですが、今回論語というものを持ってきましたので、「温故知新」という故

（ふるき）を温（あたためて）、あるいは故（ふるき）を訪ねて新（あたらしき）を知るという

立場から、この二人の賢人について勉強するといろいろな示唆が与えられるのではないかと思

っております。

温家宝前総理の発言

　さて、次に、温家宝前総理のインタビューです。これも大分前に見た時に「こんな事を温家

宝前総理が言っていたのか」と思いました。温家宝さんがダボス会議に出席した後に英国を訪

問し、フィナンシャル・タイムズの単独インタビューの中で、リップサービスがあるのかもわ

かりませんが、アダム・スミスのことに触れていました。その後も何度か同様のことを言って

いるようなのです。引用しているものをみますと「『我々が確立しなければならない社会は、公

平主義の社会であり、各人が自由・平等の条件下で全面的な発展を得る社会である』これが、

私がアダム・スミスの『道徳情操論』を愛読するゆえんである」と言っています（日本では『道

徳感情論』という書名での翻訳の方が多いようです）。

「アダム・スミスは1776年に『国富論』を出版しましたが、彼は『道徳情操論』を執筆していま

す。『道徳情操論』には非常に精彩ある論述があります。彼は『もし社会の経済発展の成果が大

衆の手に真正に分け与えられないならば、道義上において人心を得ることができず、リスクを

伴う。それは必然的に社会の安定の脅威となるからである』と語っています。私はずっと公平

正義が我々の社会主義制度の第一に重要な価値と考えてきました。『道徳情操論』は長らく人の

注意を引かなかったですが、私はこの本の意義は『国富論』に匹敵するものではないか」とい

うことを温家宝前総理は語っています。さらに「アダム・スミスは『国富論』と『道徳情操論』

において、 2度「見えざる手」に言及しています。 1つの「見えざる手」は市場であり、もう

1つは道徳です。市場と道徳ということの重要性です」と、彼はアダム・スミスの『道徳情操

論』をからめて述べておられました。また、ケンブリッジ大学での講演においても温家宝前総

理は学生に『道徳情操論』の重要性を語っています。また、帰国後に行われたネットによる国

民対話、これはむしろここにおられる中国の先生方の方がよくご存知かも分かりませんが、「私

は最近アダム・スミスの『道徳情操論』を愛読している。スミスは二つの「見えざる手」につ

いて言及している。 1つは市場、 1つは道徳」と、同じようなことを言っておられました。こ
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れはかなり彼自身もこの重要性を認識していたのだと思います。「もし富を少数の人々が独占

し、多数の人々が貧困状態にあるならば、それは不公平であり、このような社会の不安定化は

必然である。このため我々は貧富格差の問題の解決を非常に重視している」と述べています。

温家宝前総理は、貧富の格差を解決していくときの一つの導きの糸といいますか、それをアダ

ム・スミスに求めたい、原点はそこのあるのではないかということで、自由放任だけではなく、

その原点には道徳があるのだということが言いたかったのだと思います。

アダム・スミス

　アダム・スミスについてはよくご存知だとは思いますが、この数年来、日本でもアダム・ス

ミスブームが起きています。彼はご存知のように誕生日は分からないのですが1723年に洗礼を

受けて1790年に亡くなり、生涯独身であったということです。経済学者というよりは道徳哲学

を彼は専門にしていました。主著は『道徳感情論』と『国富論』ですが、むしろ『道徳感情論』

に基づいた、その上での経済学であったわけです。『国富論』は『道徳感情論』と結びついての

理解が必要だということが改めて何度かにわたってアダム・スミスブームの中で出てきており

ます。一般に我々が高校などの政治経済で勉強するときには、「自由放任、見えざる手」という

ことでアダム・スミスが言われるわけですが、必ずしもそれは正しくありません。高島善哉著

の『アダム・スミス』（岩波新書の中でも名著だと思います）に、彼のお父さんは税関史で半年

前に死亡されていたとあります。グラスゴー大学を卒業してオックスフォード大学に入学しま

す。1748年ぐらいにエディンバラで修辞学や純文学を講義し始めて、有名になってくるのは

1752年に道徳哲学教授に就任して、その講義録を『道徳感情論』として発表してからです。『国

富論』の前からこの本で非常に有名な教授ということになっています。従って1763年に第 3代

バクルー公爵ヘンリー・スコットの家庭教師を求められ、これに同行して大学の教授職を辞し

て一緒にフランスに、ヨーロッパ大陸の方に渡ります。帰国後『国富論』の執筆に専念して、

1776年に公刊をしました。このアダム・スミスの『道徳感情論』の中で、冒頭から「適合性と

いう感覚について、共感について」を次の文章から始めています。Sympathyというものは日

本では「共感」とか「同感」と翻訳されておりますが、この冒頭に出てきますのは「いかに利

己的であるように見えようと、人間本性のなかには、他人の運命に関心を持ち、他人の幸福を

かけがえのないものにするいくつかの推進力が含まれている。人間がそれから受け取るもの

は、それを眺めることによって得られる喜びの他に何もない。哀れみや同情がこの種のもので、

他人の苦悩を目の当たりにし、事態をくっきりと認識した時に感じる情動に他ならない」とい

うことで、共感が出てくる構造の解明を試みています。スミスは人間を単なる利己的な存在と

見ていたわけではなく、他人の境遇に関心を持ち、それを観察、認識することによって感情を

揺り動かす、そういうものであると言っています。これが共感、同感ということです。
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Sympathyです。これがあって、ある種、客観的に「公平な観察者（impartial spectator）」と

いうかたちでの観察者が持っていて、それが判断をする。そこがある種判断基準になった形で

モラル、倫理につながっているのであります。高島善弥の著書の中にも書かれておりますが、

「市民社会において、経済人は最も有徳な人間の一人とならなければならない」ということです。

　また、「市場経済は自由放任では決してなくてフェアプレイとルールが必要だ」ということを

『道徳情操論』の中で書いております。高哲夫さんの新しい『道徳情操論』の翻訳によれば「富、

名誉および昇進を目指す競争の中で、個人は可能なかぎり懸命に走り、すべての競争相手より

勝るために、すべての神経と筋力を精一杯使っても良いのである。だが、もし彼が競争相手の

誰かを押したり、投げ倒したりしたら、観察者の寛恕は完全に尽きるだろう。それはフェアプ

レイの侵犯であり、誰も認めることができないことである」ということです。「利己心は正義の

限界の中で発揮されなければならず、経済人の活動は全体として国家社会の繁栄に役立つよう

にあらねばならないことになる。経済の世界というものは、無法者の世界でもなければ、ただ

手ばなしの自由放任の世界でもない」。これは高島さんが言っていることですが、スミスも同じ

ようなフェアプレイ、ルールということの強調があるのです。高島先生は「スミスの書物のど

こを探してみても、『自然的自由、自由競争』という言葉にはいたるところでお目にかかるけれ

ども、『自由放任』という言葉はついに出てこない。これはスミスの社会哲学原理からいっても

当然のことなのである」ということで、市場経済とは全く自由放任ではないのだということで

す。「見えざる手」ということについても『国富論』に 1回、『道徳感情論』に 1回出てくるだ

けです。もちろん「見えざる手」の重要性はあるわけですが、アダム・スミスの考え方という

ものは、市場は自由放任ではなくて、その前提にフェアプレイ、あるいはルールには徳といっ

て、仁義の徳とか慎慮の徳など三つの徳、有徳の重要性を語っていたということを言っています。

渋沢栄一の生涯と思想

　もう一人私が取り上げたのは渋沢栄一の生涯と思想です。この生涯は書ききれなくなって、

資料では途中で止まっています。中国の先生方もご存知だとは思いますけれども、非常に面白

い方でもあります。幕末の天保11年、1840年に生まれて昭和 6年まで生きてきて、91歳で亡く

なりました。江戸時代末期から大正初期にかけての日本の武士（幕臣）、官僚、実業家で、第一

国立銀行や東京証券取引所など多種多様な企業の設立・経営に関わり、日本資本主義の父とい

われる、ということがいろいろなところで紹介されています。理化学研究所の創設者、正二位

勲一等子爵です。民間では岩崎さん、三菱、三井にしても「公、侯、伯、子、男」という爵位

のうち男爵までしかなかったのですが、彼は、唯一民間でありながら子爵というもう 1つ高い

爵位を授与されたのです。雅号は青淵とあります。渋沢家というのはいろいろな伝記も評伝も

あってたくさん著書を私も読みました。渋沢栄一は父の時代に農業を兼業しながら藍玉の製造
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販売と養蚕の経営で成功して、山本七平さんの論によれば「寄生地主ではない『経営者的農民』

であった」ということです。彼は幕末から明治になって、いろいろな改革をしました。日本の

資本主義の父といわれるように500以上の企業を作って関わってきた方で、なぜそのようなこ

とができたのかというと、もともとはやはり『経営者的農民』というところの、ある種地方の

豪農でもあったからです。当時では、これもいろいろな方が言われていますけれども、百姓・

農民ということだけでくくるというのは大きな間違いがあります。江戸時代には市場経済、商

品経済が広がってきておりますので、彼はその中で非常に裕福な『経営者的農民』でもありま

したので、論語をはじめ当時としては非常に高い教育と武術の訓練を受けて、さらに藍玉の原

料の買い入れと販売を担うため、常に算盤をはじく商業的な才覚も磨かれていました。これは

父親の教育として、父と共に信州や上州まで藍を売り歩き、藍葉を仕入れる営業活動も行いま

した。14歳の時から単身で藍の原料を仕入れに出かけるようになっていました。「こんなことも

やっていたのだ」ということがベースにある人です。第一国立銀行、現在はみずほ銀行（勧業

銀行→第一勧銀→みずほ）をはじめとして東京瓦斯、東京海上火災保険、王子製紙、田園都市、

東急ですね、秩父セメント、帝国ホテル、秩父鉄道、京阪電気鉄道、東京証券取引所、キリン

ビール、サッポロビール、東洋紡績（大阪の東洋紡）など多種多様な企業の設立に関わり、そ

の数は500以上といわれています。また多くの社会時事業や商業教育、女子教育にも熱心に取り

組み、商法講習所（一橋大学の源流になるところですが）、これも彼が創りました。一時期経営

が苦しくなっていたのですが、これを守るために非常に尽力をしたと言われています。あるい

は大倉商業学校（今の東京経済大学）を大倉財閥の協力を得て、設立に協力しました。いわゆ

る商業教育です。商業や実業界でも教育と倫理が非常に重要だと考え、ある意味では専門経営

者を作り上げていくうえでの商業教育に大変取り組みました。ご自身で二松學舎や国士舘、日

本女子大や東京女学館という、女子教育にも力を入れて行ってきたということです。そういう

意味ではいろいろな公益事業にもたくさん関わってきた方でもあります。

　その生涯の象徴的なところを紹介します。先ほど申しあげましたように1840年に生まれて、

アヘン戦争があって、その後日米修好通商条約、安政の大獄と経て、1863年に注目していただ

ければ高崎城乗っ取りをして、横浜を焼き討ち企てます。尊王攘夷の彼はある種当時の過激派

でした。すでに結婚をしている23歳の時期です。これは従妹の弟とかなり議論をする中で、う

まくいかないという事情が分かってきて、止めるのですが、武器をいろいろ集めていましたの

で、これは危ないということで、京都に出奔します。そしてあるきっかけで、24歳の時に一橋

慶喜に仕えることになりました。実務的能力にも長けていましたから、「兵隊を集めてこい」と

命令を受けて25歳で領内を巡歴もしました。ところが一橋慶喜が征夷大将軍になって、尊王攘

夷で徳川幕府をどちらかというと倒そうという立場だったのが、幕臣になってしまったので

す。1867年に一橋慶喜の弟の昭武に従ってフランスに行きます。ナポレオン 3世が自分の王位
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を象徴させようということで開くパリ万博に招待を受けて、一橋の弟が行くことになり、その

時に実能力に長けた、会計もできるものとして渋沢栄一に是非ついて行ってくれということに

なりました。フランスに約 2年間いるのですが、その時に近代的なインフラや、フランスでの

サンシモン主義者がいろいろな改革をしていたところの経験を学んで、日本はこのままではダ

メだということが分かってきました。もっと長く留学したかったようですが、幕府が倒れ、明

治維新となったのでフランスから帰ってきました。戊辰戦争の時代に徳川慶喜が静岡で蟄居を

しており、その際に面会しています。静岡藩に請われて出仕し、「商法会所」を設立しました。

藩の幕臣ではなく、それを少し離れたかたちで、ある種これは日本での最初の株式会社です。

彼は合本主義ということをよく言っていまして、一人で、個人で、というよりも多くの人の協

力、お金もそうですし、人材もそうですけれども、それで行おうということです。一部では坂

本竜馬の海援隊などもいろいろなもので株式会社と言われますけれども、いわゆる株式を公募

して実際に資金を集中して調達してやっていったということでは、おそらくこの商法会所が初

めなのではないかと言われております。

　ここで実力を発揮して、明治政府から是非政府に来いと言われます。「嫌だ」と言っても静岡

藩が人材を出さないのではないかと静岡藩に迷惑をかけないようにと、薩長政府に仕えるのは

非常に嫌だったようですけれども今度は明治政府に仕えていきます。明治になって、『立会略

則』もそうですが、廃藩置県から始まって改革のいろいろな提案をしていくということが彼の

役割だったのです。今でいう大蔵省の事務次官直前までいったのですが、大久保利通と対立し、

井上馨と一緒に当時の大蔵省を明治 6年に辞めます。この後に第一国立銀行（これは国立とな

っていますが国というよりも国の規定に従った銀行という意味）を開業していきます。これが

33歳です。これから彼は民間、実業界でいろいろな仕事、多くのことをやっていきます。途中、

ここは私も書いていってこれが昭和まで続いていくとかなり長くなるということが分かって辞

めたのですが、最後の方に出ている日本郵船を作ったこと。そして、東京養育院長と、慈善事

業にも非常に彼は寄与していました。東京の飛鳥山というところにもともと別荘を持っていた

のですが、そこにその後住んで、今は渋沢栄一記念財団、渋沢資料館というものがあります。

この写真にあるように、あまり身長は大きくなくて、150㎝くらいだったのではないでしょう

か。ここにはいろいろな資料が入っております。80歳になった時に彼の弟子たちの「竜門社」

から寄贈された青淵文庫という国の指定文化財の書庫が残っています。

「論語と算盤」

　副題の「論語と算盤」の意味については、渋沢栄一が話をしていたことをまとめた『論語と

算盤』において、「道徳経済合一説」、「義理合一」の信念として、次のように述べています。

「余は平生の経験から、自己の説として『論語と算盤は一致すべきものである』と言っている。
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この『論語と算盤が一致すべき』というところ、論語はいわば道徳であり算盤というのは「経

済」なのです。「孔子が切実に道徳を教示せられたのも、その間、経済にも相当の注意を払って

あると思う。これは論語にも散見するが、いわゆる四書、五経のうちの「大学」において生財

の大道を述べています。もちろん世に立って政を行うには、政務の要費はもちろん、一般人民

の食住の必要から、金銭上の関係を生ずることは言うまでもない。結局、国を治め民を救う、

いわゆる経世済民の経済というものには道徳が必要であるから、経済と道徳を調和せねばなら

ぬことになるのだと。ゆえに余は一個の実業家としても、経済と道徳との一致を勉むるために、

常に論語と算盤の調和が肝要であることをずっと説明して、一般の人々が平易にその注意を怠

らぬよう導きつつあるのである」と述べています。この『論語と算盤』も何度か翻訳に近いも

のと注がついたものが入っていまして、2012年にも出ています。これに関係する本もたくさん

出ております。「いわば従来、利用厚生と仁義道徳の結合が甚だ不充分だったため、『仁をなせ

ばすなわち富まず、富めばすなわち仁ならず』、『利につけば仁に遠ざかり、義によれば利を失

う』」というようなことを、孔子の儒教精神ではこういうことがよく言われていたので、「仁と

富を全く別ものに解釈してしまったのは、甚だ不都合の次第である。この解釈の極端なる結果

は、利用厚生に身を投じた者は、仁義道徳を顧みる責任はないというような所に立ち至らしめ

た」。商売する者は、仁義道徳は関係なくてもいいのだということにもなってしまって、これは

ダメだということです。要するに、「これは後世の学者のなせる罪で」いわゆる仁義・道徳と経

済とを離れさせたものは間違いだということです。「孔孟の訓えが『義理合一』であることは、

四書を一読する者にはただちに発見するところである。」これは彼の論語の解釈、あるいは儒教

の解釈として、孔子は決してそれを別個に言っているのではないということを彼は強調してい

ます。『論語講義』は非常にたくさん何刊にもわたっておりますが、そのなかでそう言っていた

ということです。

「士魂商才」

　もう 1つ彼の有名なスローガンは「士魂商才」あるいは「武士道は即ち実業道なり」です。

菅原道真の、大和魂のもとで、当時平安時代でいけば中国の遣唐使などで中国の進んだ文化、

芸術、技術を学ぼうという「和魂漢才」。それは「和魂」で行おうということを菅原道真が言っ

ていたことを面白いということで、渋沢栄一は「士魂商才」といって、武士道の精神、魂を持

ってビジネスをやっていきましょうということを言っています。「人間の世の中に立つには、武

士道的精神の必要であることは無論であるが、しかし武士道精神のみに偏して商才というもの

がなければ、経済の上から自滅を招くようになる。ゆえに士魂にして商才がなければならぬ。

その士魂を養うには、書物という上からはたくさんあるけれども、やはり論語は最も士魂養成

の根底となるものと思う」ということを彼の『論語と算盤』の中で言っております。「武士道」
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とは何かというと、渋沢は「武士道は即ち実業道なり」。「武士道の神髄は、正義、廉直、義侠、

敢為、礼譲等の美風を加味したもので、一言にしてこれを武士道と唱えるけれども、その内容

に至りては、なかなか複雑な道徳である」と言っております。そして「想うにこの武士道は、

ただに儒者とか武士という側の人々においてのみ行わるるものではなく、文明国における商工

業者の拠りてもって立つべき道も、ここに存在することと考える。かの泰西（ヨーロッパ）の

商工業者が、互いに個人間の約束を尊重し、仮令（「例えば」という当て字だと思いますが）、

その間に損益はあるとしても、一度約束した以上は、必ずこれを履行して前約に背反せぬとい

うことは徳義心の鞏固なる正義廉直の観念の発動に外ならぬのである」。戦前の言葉で読みに

くいところがあるかもわかりませんけれど、「士魂商才」ということを言っています。

ドラッカーの評価

　この渋沢栄一を高く評価したのが実はドラッカーです。ドラッカーは日本の明治維新に以前

から注目をしていました。ドラッカーは『マネジメント』をはじめ、彼の主著の『マネジメン

ト・プラクティス論』、それをずっと後でまとめた大きな本があります。彼の主著の中ではいく

つか渋沢栄一についてコメントしているところがあるのです。NHKの「明治」プロジェクト編

『明治 1変革を導いた人間力』という、これはテレビでもやったのでしょうか、この本の中で加

藤修一がドラッカーにインタビューしているところがありまして、その中でドラッカーはこの

後ご紹介するような形でいろいろなことを書いています。ごく一部なのですが、「明治の最大の

成功は、幕藩体制の安定的だが流動性の少ない社会にいた人材を、実業家や官僚や学者に転用

するという大きな課題を解決したことである」ということを言っております。つまり官僚機構

というものは幕府の中で非常に整備されてきましたので、有能な人達がたくさん残っていまし

た。それを上手く流用しました。「明治時代の大きな強みは、高い教育を身につけた人々が大勢

存在していて、そういう人材を活用することができたことです」中略、「江戸はまさに明治のル

ーツです。そして明治のユニークなところは、江戸を廃棄せずに、いわば再利用したことです」

という表現をしております。明治維新を「断絶」とする見方もありますが、むしろ「継承」で、

「継続性」ということを非常に強調しています。「渋沢栄一は、極めて重要な人物です。新しい

日本は古い日本の基盤の上に築かれなければならないことをよく認識していました」というよ

うなことを言っていました。

　また、ドラッカーは「渋沢のもう一つの大きな功績は、一身にして立案者と実行者を兼ねて、

事業を推進してきたということです。彼は思想家である側面と行動家としての側面を結合する

ユニークな才能がありました。ふつう思想家というものは行動することが苦手で、行動家は思

想家から考えを借りるものです。渋沢は思想家であり、かつ行動家としても一流でした」と話

しています。彼は、明治にいろいろな改革を提案し、同時にそれを実現していく、民間のいろ
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いろな資金や民間の能力、活力、それらを集めていきました。「渋沢は近代的な制度を創設しま

した。彼は、日本にまず近代的な銀行を作りました。そして、さまざまな近代的な会社をつく

り、銀行を通じて融資を行いました。そのころ、産業に融資をする銀行はほかにはありません

でした。しかも渋沢は、会社に専門的な経営者が必要であることを知っていました」。ここは、

特にドラッカーの『マネジメント』の重要な点です。専門的な経営者、専門的な知識の近代の

担い手として必要なことが分かっていたのです。ですから渋沢は先ほどの商業教育や女子教育

など教育に非常に力を入れたということがあります。

「不易流行」

　最後に、「不易流行」。今日もいくつか四文字熟語で論語の言葉などを出しましたが、これは

松尾芭蕉が「奥の細道」の中で見出した俳諧の理念で、非常に有名な言葉です。これは単に俳

諧だけではなく、広く解釈されていて、「不易」というのは時を超えた不変の真理あるいは変わ

らないものである。「流行」とは時代や環境の変化によって革新されていくものをあらわしてい

ます。

　山本七平も、幕末から明治への11年間について渋沢栄一の評伝を書いておられて、最後を次

のように結んでおられます。渋沢栄一は「外面的には時代に対応しているが、内面的には変わ

らぬ継続性を保持し続けている。これは将来を見る場合、変化に如何に対処するかの良き指針

であろう。また一面から見ると、この11年間の彼は挫折の連続である」。幕末で、尊王攘夷であ

る種過激派的なことをやろうとしたけれど上手くいかず、追われて、逃げて、平岡さんに拾わ

れ、一ツ橋の家臣になるのです。「だが挫折の度に彼は新しい道を切り開いて行き、常に『不

易』なる継続性を保持しつつ、新しい変化『流行』に対処していった」と山本七平は述べてい

ます。

　温家宝総理も指摘しているように、アダム・スミスの構想していた市場経済には倫理あるい

はフェアなルールが前提となっています。「徳」ということを強調されていました。

　実業家にとっては渋沢栄一が主張しているように『論語と算盤』の「道徳経済合一説」、「士

魂商才」の精神が「不易」なものとして、今日の世界ではますます重要になってきているので

はないでしょうか。そういう意味では今日最初にお話ししました「故（ふるき）を温（たず）

ね、あるいは温めて、新（あたらしき）を知る」という立場、それと「不易流行」という、こ

れは今の資本主義市場経済を考える上でも大変重要なことではないか、このあたりをもう一度

我々も勉強する必要があるのではないかということで今日の報告に代えたいと思います。以

上、どうもありがとうございました。

　一つだけ付け加えさせてください。少し話が変わりますが、今の「不易流行」に近いもので、

有名な「ニーバーの祈り」というものがあります。「不易流行」にもう一つ付け加えるのであれ
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ば、「識別する知恵」が重要です。これは論語と関わりはないのですが、同じようにアメリカで

も「変える勇気」、「変えない冷静さ」「識別する知恵」が重要ということです。

　「神よ、変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気をわれわれに与えたま

え。変えることのできないものについては、それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。そ

して、変えることのできるものと、変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえ」。

　ですから「不易流行」に加えて私は「識別する知恵」ということ、wisdomがやはり重要だと

思いまして、最後に補足をいたしました。どうもありがとうございます。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (yubun_coat_2011)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /BLSGaijiST-Ftg
    /BLSGaijiST-Ftm
    /BLSGaijiST-Gth
    /BLSGaijiST-Jnl
    /BLSGaijiST-Mgm
    /BLSGaijiST-Mmm
    /BLSGaijiST-Rml
    /BLSGaijiST-Ssk
    /DFHSGothicG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1G-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1G-SB-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1G-SB-WINP-RKSJ-H
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGPSoeiPresenceEB
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiPresenceEB
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSoeiPresenceEB
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (yubun_coat_2011)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e0020005000440046002030924f5c6210ff0830d530a930f330c8306f57cb30818fbc307f307e3059ff09>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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 (yubun_coat_2011)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




