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人民元と地域通貨
西部 忠
度は20%に及ばな い｡ここで貿易依存度とは'貿易総額 (
輸
出入額) のGDPに占 める割合 のことだ｡中国 の場合､この

の貿易黒字は巨大 であ‑' 2% の切り上げ では小さすぎるか

ル=8 ･2765元から 8 ･11元に約 2%切‑上げた｡中国

去 る 7月 21日'中国人民銀行 (
中央銀行)は人民元を 1ド

とは 一線を画した社会主義市場経済 であ‑ながら'そうな の

ご い勢 いで進んでいることがわかる｡しかも'資本主義経済

ておりへ中国経済 の経済成長ととも にグ ローバル化がも のす

はな いか｡中国 の貿易 ･投資 への依存度は いま劇的に高ま っ

も言われる｡しかし'それにしても､ これは驚異的な数字 で

計算 には いろいろ問題があ って'実質的にはも っと小さ いと

ら'元はも っと高‑なるだ ろうと いう予想もあ った｡しかし､
であるC このことにまず驚かされるO

2% の人 民 元 の切 り 上げ で なぜ 大 騒ぎ か

実際には､それから Ⅰか月 の上昇幅 はo ･065%にすぎな
そし て'そ の同じ期間'中国と日本 の経済的な結び つきも

か った｡ こ の程度 の元 の切り上げ になぜ世界中が大騒ぎし､
その後 の元 の動きに注目が集ま った のか､不思議 に思う人も

ド ル'同 18 ･6%)を上回 った｡村中貿易がこれだけ増加し

めて対米国貿易総額 20兆 4800億円 (
約 1967億 5千万

(
約 2132億 8千万ドル'貿易総額 の加 ･1%)に達し､初

れば'日本 の対中国 (
香港を含む)貿易総額は22兆 2千億円

大きく上昇し てきた｡ちな みに'日本 やアメリカの貿易依存

4年度が 70%と
貿易依存度 は02年度が1
5%' 03年度が 60%'0

中国は 2001年 にWTOに加盟した｡それ以後'中国 の

は いえ' これほど深 い関係にな った中国 の人民元 の為替相場

これは当然投資 にも影響を与え る｡た った 2% の切り上げと

するので､日本 の輸入は減‑'輸出は増えるだろう｡そして､

の輸入品は2%値上がりし'中国 への輸出品は2%値下が‑

切り上げられると'円ド ル相場が 一定だとすれば､中国から

にと って最大 の貿易相手国にな った｡財務省 の貿易統計によ

図1)から 一目瞭然だ｡そして､ 2004年に､中国は日本
(

計 であ る貿易総額が いかに鰻 登‑ に上昇 したかは､グ ラ フ

急速に強ま った｡ ここ川年間L
t中国から の輸入と輸出 への合

た主な原因としては'日本企業による生産拠点 の中国 へのシ

の動きが貿易や投資 に影響を大きく与え る以上､それに対し

いるはず だ｡

フト の加速化'日本企業 の中国 への部品輸出'内需拡大 に伴

*中国に は香港 を含 む (
財務省貿易統計 )

う中国から の製品輸入 の激増が挙げられるO急増した のは貿
は大幅 に減少傾向 にあ ったが' 2000年 以降は急増し てい

易だけ ではな い｡中国 への直接投資も 1990年代 の後半 に
る｡ ここに来 て'日本企業が生産拠点を 一斉 に中国に移した
からだ｡ いまや最大 の貿易相手国は アメリカではな‑'中国
な のだ｡私たちは毎 日'衣料品'雑貨'食品､電化製品と実
に多‑ の中国 の商品を買 っている｡それな のに'このことを
私たちは案外意識し て いな い｡私たち の気づかな いうち に､
経済 のグ ローバル化はどんどん進行し､しかも'そ の中 で日
本と中国 の経済関係はここ数年 の間にか つてな いほど濃密な
も のにな った のだ｡もちろん､政治 や文化は別 である｡ この
点を抜きにして'目下の日中関係を語ることはできな い｡
このよう に'経済は､それがオープ ンになるに つれ'外国
に影響を与え るとともに'外国から影響を受けやす い存在 に
な った｡そして､ この ｢
外国｣ の中 で最も大きな影響を与え､
与えられるポジシ ョンに いるのが日本であ る｡人民元が 2%
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地域通貨の 今 とこれか らを知 る

国 の通貨 レートを ド ルに連 動 さ せ るあ る種 の固定 相場 制 を

は これま で先 進諸国とは異な る通貨制度を維持し てきた｡自

しかし' これだけ経済 のグ ローバ ル化 が進 みながら'中国

利取引は急増し て いるからだ｡ いま や外 国為替市場'株式市

リバティブ (
金融派生商品)と いう形態 で外国為替取引 や金

98.
0年代後半 以降､先物'オプシ ョン､ スワ ップなど のデ

市場 の世界化と投機化は 1990年代 に 一気 に加速化Lt 1

1970年代以降､情報通信技術 の進歩とむすび ついた金融

｢
ド ルペ ッグ制｣と言う が'中周が採 用し てきた のは これだ｡
場､債券市場､金融先物市場など の国際金融市場 では'短期

て人 々が敏感 に反応す るのはも っともな ことだ｡

中国人民儲行 は切‑上げと同時 に'新たな為替制度を導 入し

本 は大き‑動‑. この短期資本 の移動額は莫大 で'貿易取引

資本がより高 い収益性をめざ し て国境を越え､も のすご いス

韓国 ウォンなど 11種類 の通貨 の相場 の平均 であ る ｢
通貨 バ ス
額はそ の5% にも満たな い｡ このよう に､国際金融市場は今

ピ ード で移動し て いる｡当然'為替相場 の動き次第 で短期資

ケ ッ‑｣を参考 にし てレートを決 め ること にな った｡為替相
やカジ ノの様相を呈し て いる｡ これま で人民元 の乱高 下は見

みで見 てきたわけだ が'新制度 は' ド ル' ユー ロ' 日本円'

場を市場 の決定 に完全 に委 ね る変動相場制とは異な‑' 一日
られ て いな いも のの'人民銀行が ヘッジ ファンドなど の投機

た｡ これま では人民元 の価値を ド ルと の固定 的関係 の中 での

の人民元 の対 ド ル相場 の値動きは､前 日 の終値から上下 o ･
値 の安定性を維持 でき る保証はな い｡

アジ アの国も中国と同じ この方式 に移行し っつある｡今 のと

ま でよりも変動し やす い通貨 にな った｡ マレーシ アなど他 の

ることを狙 いとし て いる｡ こうし て'人民元為替 レートが今

れは､ド ルだけが乱高下し ても'人民元 の変動幅を小さ‑す

様を頭 の中 で想像す るしかな い｡ このよう に､貨幣と いう魔

が世界中 のあち こちを目にも止まらぬ スピ ード で駆けめぐ る

るわけ でも触れられ るわけ でもな いから'膨大な金額 のお金

は コンピ ュータ の上 の数字 にすぎず'紙幣 のよう に目に見え

ネ ット ワークで電子的 に処理され て いるQ今 や貨幣と いう の

しかも､ ほと んどす べての資本取引 は銀行間 のオ ンライ ン

や アタ ックに対 し てこれからもうまく舵取‑を行 い､通貨価

3%幅ま でと いう条件 の下 で変動を認 める'通貨 バ スケット
を参考 に調整 され る ｢管理変動相場制｣ であ ると言え る｡ こ

ころ'中国人民銀行 の通貨管 理政策 がうま‑ い って いるため

物 が異様 に膨れあがり､ バーチ ャルな経済がリアルな経済を

1円 =‑/95ド ル｣｢
1円 =‑/102ドル 一
ひ っ‑り返すと'｢

か､大きな為替変動 は見 られな いが' 97年 のアジ ア通貨危樵

にな るだけな のだ｡ このよう に'変動相場制にな った現代貨

翻弄す るよう にな ってきた｡ お金 が有り余 ればイ ンフレ‑シ

グ ローバ ル資本主義 の正体 は投機性 の高 いカジ ノ資本主義な

幣 の価値 は言葉 の意味 にかなり似 て‑ る｡例えば'｢
リンゴ｣

は決し てご‑例外的な事態 ではな‑､大鹿震 のよう に今後も

のであ る｡中国 の場合も そう だ ったよう に'私たち は意識す

と いう言葉 の意味は､あ の赤色 の球 の形を した モノの味 やに

たびたび起 こる現実 であ ると考え た方 が いい｡と いう のも'

るしな いに関わ‑な‑､貿易 や投資を通じ てグ ローバ ル経済

お いや手触‑ や重さなど､ それに備わ る物 理的性質'ある い

ル｣としか書 けな い｡ これは'先 ほど の等式を単 に左 辺と右

へと つなが って いるのだ が､そ のグ ローバ ル経済 が'実 は実

はそれ への私たち の感覚 そ のも のから生 じる のではな い｡む

ヨンが生じるし､土地 や株など への投資 に集中すればそれら

体 のな い(移 ろ いやす い､影 のような存在 にすぎな い ｢
貨幣｣

辺を逆 にし て両辺を100で割 ったも のでしかな い｡ つまり'

を媒介 にした バーチ ャルな投資機会 のや‑と‑とし てしか存

しろそれは､ ｢
リンゴ｣と いう記号と ｢
ミカ ン｣ ｢
バナナ｣ ｢
イ

の価格を 一時的 に大き‑跳ね上げ るバブ ルが生じる｡しかし､

在しな いのであ る｡私たち は足 で立 って いる のではな‑､む

し て互 いに異なるがゆえ に生 じる｡言葉 の意味 は現代的貨幣

二 つの貨幣 の価値 の相対的関係を表す こと でしかな いLtそ

しろ頭 で立ちながら､幻想世界に住 んで いるか のようだO
きん
変動相場制 にお いては､貨幣 は金 のよう な何らか のモノに

の価値も差異 の体系 におけ る相対的関係と し て のみ発生 しへ

そ の道 に'お金 が回らなく なれば デ フレトシ ョンが起 き'あ

ょ ってそ の価値を裏打ち され て いるわけ ではな い｡ こう した

そ の相対的関係 のネ ット ワーク の変化ととも に変化す る｡言

1ド ル =95円｣
の関係は時 々刻 々と変わ る｡次 の瞬間 には､ ｢

古典的貨幣と異なり､金と の固定的関係を完全 に失 った現代

い換え ると､現代社会と は'貨幣 がほほ完全な記号な いし情

や ｢1ドル =102円｣ にな って いるかもしれな いの だから｡

的貨幣 は､あ る貨幣と別 の貨幣 の相対的関係を為替相場とし

報 に近づ いた世界 でもあ る｡ このよう な移 ろ いやすく不安定

の波は大き‑激し‑な‑'経済は不安定 になる｡ このよう に'

1ド ル =100円｣
て単 に表示す るにすぎな いから であ る｡ ｢

な世界 に私たちがと にもかく にも支障なく生き て暮らし て い

る いは､資本 が 一斉 に逃げ て い‑と バブ ルははじけ る｡景気

と いう等式は'ド ルがもしGグ ラムの金と免換 されるならば'

ることがなんだか不思議 に思え てこな いだ ろう か｡

チゴ｣ のよ､
γな他 の果物を表す記号 が,文字あ る いは音声と

1ドル=100円 =金Gグ ラム｣と書く ことが できた｡だか
｢
1円 =‑/100ド ル =金G/100グ ラム｣とも書け
ら､ ｢
1円 =‑/100ド
る｡しかし､金と の交換 がな‑なれば､｢
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れ には貨幣が直接払われ ることはな いけれども､ これらを国
民所得形成に寄与す る付加価値的活動とし て評価す る時にはへ

て競争を導 入す ること によ って市場 メカ ニズ ムに委 ねればあ

から官僚的 で非効率 にな る'だから､ でき るだけ民間に任せ

国が独占 的 に何らか の経済活動をす ると'競争相手 が いな い

るよう になるとす るなら､地球全体が大きな統 一市場 になる｡

ヒト' モノ'カネが儲け のあ る場所 や機会 へと自由 に移動す

見 てみよう ｡地球全域 で'投資 と いう考え方 が徹底 され て'

る｡ かし､悪 いことばかり でも な い｡まず､そ の良 い面を

とそ
' こには いろ いろな矛盾 や問題があ‑そうだと 予想 され
し

｢
グ ローバ ル資本主義 はカジ ノ資本主義 であ る｣ などと言う

る地域通貨も理解 しやすくなる のであ る｡

か った のだ｡そし て'実 は'そう した理解 があ ると本題 であ

どう いう世界 (
と いう か地球) に住 んで いるかを知 ってほし

ず いぶんと寄‑道をし てしま ったけれども､ いま私たちが

が効率的 に使われ て無駄がなくなるならば､ モノが安くなる

う｡ こうし て競争 が至 る所 で生じる｡ この結果'資源や労働

会 へと カネ やモノやヒト (
時間)を投資す るよう にな るだ ろ

ら人はより安 い方を買おうとし､より高 い利益 の得られる機

本と し て計算される ので'もし同じ品質 のモノやサービ スな

と'あらゆる モノやサービ スが貨幣換算 され､利益機会は資

される'あ る いは観念的 に評価されること にな る｡そうなる

う に'利益を生む ｢
収益機会｣すなわち ｢
資本｣と して売買

な‑もな い｡様 々な モノやサービ スが株式 や不動産と同じよ

り大きくす るため の投資 'すなわち'人的資本投資と考えら

が適用 でき るだ ろう ｡また､教育と は'自 分 の生涯所得を よ

価をもらわな いボ ランティアや相 互扶助 に ついても同じ理屈

により失われ る所得 (
遺失利益) であ ると みなす｡貨幣的対

て いくら稼げ るかを計算 し'そ の金額を'それらを行う こと

グ ローバ ル化 の行 く 末 から 考 え る

る程度効率的 にな る可能性 はあ る｡ これは いわゆる ｢
市場主
かもしれな い｡

もし家事労働 やお手伝 いをしなければ'同じ時間 に外 で働 い

義｣と呼ばれる考え方 であ る｡倫 理的な制約 がな‑なり'純

そし て､競争 の結果とし て'必ず勝者と敗者 は生じ る｡しか

そうなると､ ヒトと ヒト の関係はモノと モノと の関係 になる｡

えば､家庭 の中 での家事労働 やお手伝 いを考え てみよう｡ こ

に至 るま で'貨幣 によ‑買えな いモノやサービ スはな い｡例

化炭素 から､臓器 や生殖細胞､遺伝子'月 の土地､宇宙旅行

に つれ て､ こ のビジネ ス/ボ ランティ アの区別 は唆味 にな っ

な モノやサービ スが市場と いう悪魔 のひき臼に巻き込まれる

幣 に置き換え られ'市場 の領域がますます広 がり' いろ いろ

の間 に明確 に線を引く ことが できた｡と ころが'す べてが貨

スギ スして互 いに疎遠 になり､冷た い関係 にな‑はしな いか｡

のあら ゆる モノだけ でなく ヒトを手段と みなすとす れば､ギ

けれども'本当 にそんな にう ま‑ い‑だ ろう か｡自分以外

れ る｡結婚 や友人 ･知 人と の付 き合 いも同じよう に考えられ

粋な市場主義 が成立したとす ると､情報'水 ､動植物' 二酸

も､雪だ るま効果 により' ひとたび富 め ると ますます富 み､

てきた､と言う か､ こ の区別は事実上消え ､ビジネ スとボ ラ

貧しくなればますます貧 しく なることが多 いo こう し て､所
得 や資産 の個人間､地域間 の格差は広がるLt職 に就けな い

す るも のの､ よ‑高 いレベルで統合 された見方 を生 み出す｡

ンティ アは ｢
有償ボ ランティ ア｣ のごと‑､ 一見す れば矛盾

ちな みに'私 は' ヒトがも はや言葉 のな い世界 (
テレパシ

そこでは､ ｢
ビジネ スはビジネ ス｣とも '｢
ボ ランティアはボ

失業者 や フリーターは増え るだ ろう｡
ーは別 にし て).
へと先祖帰りす ることが できな いよう に､貨

した状況が出現し て‑ ると､地域通貨 のような 二面性を持 っ

ランティア｣とも割‑切れな い｡そこには､単 なるビジネ ス

貨幣 で売買す ると いう､今Lがた述 べたシナリオが今後あり

た貨幣が威力を発揮す るだ ろう?そし て､今 はそう いう時代

やボ ランティアにはな い何か別 の コトが生まれ て いる｡ こう

そう な世界 であ るとすら考え て いる｡それは､まさに経済 の

になり つつあ るのではな いか｡地域通貨 が今も てはやされ て

ろか､炭素排出権も含 め､自然 や人間に関わ る物事もす べて

グ ロ｣パ ル化がも っと進 んで い‑ ことを想定 した'す べてが

いる背景 や理由 は いろ いろ考えられ るのだ が' こう した傾向

幣 のな い世界 へと 回帰す ることも できな いと思う ｡それど こ

貨幣 により評価 され る世界 であり､無尽 の愛情､数字 で表 せ

が続 いて いることが 一番大き いのではな いか｡

で '地 域 通 貨 って何 な の 〜

な い友情'無償 のボ ランティ ア､絶対的な信頼 や完全 な利他
性など'貨幣換算 できな いコトがますます存在 しに‑‑なる
世界 である｡
ならば'地域通貨 のよう な いかにも無力 で非現実的とも思

グ ローバ ル化 がこれほど進むま では'す べてが貨幣換算 され

ではな い部分が相補 いながら共存し て いるからだo地域通貨

ただ のお金 ではな い｡地域通貨 には'お金 であ る部分とお金

ならば､地域通貨とは 一体何な のか｡それはお金 であるが'

るビジネ スの領域 (
すなわち市場)と貨幣換算 できな いボ ラ

とは' 一面 で､人 々が自主的 に設計 ･運営し､特定地域 ･コ

え るも のに可能性を兄 いだしう る のはなぜだ ろう か｡経済 の

ンティアの領域 (
すなわち非市場な いし コミ ュニティや家族)

地域通貨の今 とこれからを知 る

② 限定的涜通圏と国家通貨 への換金不可

① 人 々や団体による自由発行と運営 コスト の共有

3点にまとめられる｡

ュニティを形成し'そこにおける共通 の価値 や関心を表現 ･

それは他面 で､人 々を つなぎ合わせ､互酬的 ･互助的な コミ
③無利子 (
負 の利子)

ミ ユニティ内 でのみ流通す る'利子が つかな いお金 であ る｡

伝達 ･共有す るための媒体 でもあ る｡ この二面性が､法定通

また､② における地域通貨 は､地域 の外 へと流出せず にそ

えば'｢
人民 の'人民による'人民 のため の｣お金' つまり､

興 ･活 性 化 ｣ と いう
の内部だけで流通すること で､地域経済を振興し､外部 の不

だからこそ'地域通貨

｢
経済的｣目的と､｢
地
安定な金融市場から地域経済を防御Lt エコロジカルな循環

(
民主主義的)なお金 である｡

域 コミ ュ ニテ ィ の保
そ の内部 でぐ るぐる回り､地域から持ち出されず､地域を守

型経済を築くことを可能にする｡それは､地域だけで使われ､

は ' ｢地 域 経 済 の振

全 ･創造｣と いう ｢
社

ある いは､円 では伝え

でき ると期待 さ れる｡
消費を刺激す ることができる｡それは､長期間貯め込まれな

利殖や蓄積 のために利用されな い交換媒体 であることにより'

さらに､③ の視点から見た地域通貨は､信用創造を伴わず'

り､地域を自立させる (
地域主義的)なお金だと いえる｡

られな いことを伝え ､
いで使われ続けること で'経済取引を活発 にす る (
非資本主

同時 に達成することが

会的 ･文化的｣目的を

円 でできな いことがで
義的)なお金な のだ｡

性化し､｢
地産地消｣や ｢
ゼ ロエミ ッシ ョン｣を実現し'福祉

このよう に､地域通貨は､地元商店街 ･市街地 の経済を活

きるのだ｡
地域通貨 の法定通貨
に対する特徴は以下 の

要するに､地域通貨とは'自律循環型経済と自由民主的社会

助け'資本蓄積'投機 やバブルを排除するためのお金 である｡

で財 ･サービ スを多角的に交換しながら互 いに助け合う こと

を奨励するも のではな‑､あ‑ま で コミ ュニティの参加者間

なりう ると いう側面もある｡地域通貨 は'無償ボ ランティア

また､地域通貨 には助け合 い､相互扶助 のため の媒介物 に

コミ ュニティが生まれていると言える｡

を築‑ ため に'人 々が自主的 に設計 ･運営す る､特定 の地

人と人は互 いによそよそしく､冷た い関係 に立 つ｡お金が介

お金が経済的な価値を表現し経済的な取引を媒介する時 には'

地域通貨が単なるお金 ではな い側面を見 てみよう｡通常 の

い｡ここで､BさんはCさんに郷土料理 の作‑方を教え てあ

BさんはAさんに直接何かお返しや反対給付をする必要はな

例えば､ AさんがBさんに雪かきを し てあげたとしてもt

員にボランティアの参加や実行を強‑要求するも のではな い｡

多‑ の参加者間 の自発的な助け合 いに基づくも のであ‑､全

を推賞し促進するも のである｡地域通貨 における相互扶助は'

在す ると'人と人と の活き活きした親密な関係を'利害と打

Aさんのと ころに戻 ってき て､大きな円を描‑はずだ｡ これ

コミ ュニティ内 で次 々に行われ繋が っていけば'やがて元 の

げればよ い｡さらに､CさんはDさんに家 でとれた野菜を提

地域通貨は､それとは逆に'地域 ･コミ ュニティを媒介 に

が'地域通貨が想定す る互酬 ･相互扶助 の関係 である｡した

また'それは生産者同士､消費者同士 に常 に競争的関係を生

して個人と個人を互 いに親和的 ･懇親的 に結び つける機能を

供すればよ いのだ｡これらAさんからBさん､BさんからC

果たす｡ コミ ュニティが形成 される のは､同じ市町村 に住 ん

が って､ 一方が他方を常に助け支える のでも､ 二者間で贈り

み出す｡特 に'現金 は'そ の取引 の匿名性 によ って取引自由

でい.
るとか'同じ伝統 や風土､ある いは価値 や関心を持 って

物と返礼をしたり'助け合 ったりす るのでもな い｡また'同

草んt cさんからDさん へと提供 され る モノやサービ スは

いるとか､人 々が何らか の共通な性質を持 つ場合 であ る｡地

じ町や村に住んで いるからと い って'助け合 いの輪 に参加す

を確保 し､プ ライバシーを守 ると いう側面がある反面'種 々

域通貨 の趣旨 に賛同して参加すると いうだけでも'緩 やか で

ることを強 いられるも のでもな い｡地域通貨は､あくま で自

個 々の取引だけを見れば贈与とも いう べきも のだが'それが

あるとは いえ､参加者間には ルール への合意 に基づ‑信頼 の

の犯罪 ･不正取引に つながる面があることも否定 できな い｡

算 に基づく疎遠な関係 に変え てしまう ことがしばしばあ る｡

メディア (
媒体)だと言えよう｡

観 ･コミ ュニティ内 でのみ流通する'利子が つかな い'経済

や介護など の有償ボ ランティアを振興し､NPO やNGOを

(
スタンプ紙幣､LETS)

ネー)

① の意味 での地域通貨は'自分たち の経済 ･社会 の根本 に

相互扶助クーポン
(タイム ドル ･エコマ

ある ｢
お金｣を自分たち の共有物として自分たち で制御しう

補完 ･緊急通貨

貨とは異なる'地域通貨 のユ1
丁 クな特徴 である｡言 い換え

信頼 ･協同
協同的生費者
言語的表現 ･伝達

ることを自覚させる｡それは､リンカー ンの言葉を借り て言

活性化

ると'地域通貨は､貨幣としての (
経済 メディア)と'言葉

自主発行 ･運営管理
域内限定流通
無 (
負)利子

に近 い (
社会 ･文化 メディア) の両側面を兼ね備え て いる｡

コミュニティ(
交流､コ
ミュニケーシ ョン)の
地域経済の活性化
(
自律 ･循環)

地域通貨の今 とこれか らを知 る

不 況 と失 業 .環 境 の
し経 済 共 同 体

と行なわれるサービ スを評価 ･記録 し'将来'他 の参加者 か

発的 に参加す る助け合 いの輪 の中 で'参加者 同士 の合意 のも

て異なる｡法定通貨 と違 って､世界 でも 日本 でも地域通貨 は

含むかは' システムのタイプ や導入す る コミ ュニティによ っ

そし て､個 々の地域通貨 が両側面 のうちどちらをどれだけを

実 に多様 であ るが' この多様性 が生じる のは地域通貨 の二面
性 のおかげ であ る｡
そ のため'地域通貨 へのアプ ローチは経済から'あ る いは､
ても､どちら かに重点を置 いたも のにな って いる｡しかし､

社会 ･文化 からと いろ いろありう るし'実際 の地域通貨を見

境 や介護など 一定 の課題 や関心を共有 し て いるも のも少なく

‑豊かな コミ ュニケーシ ョンを可能 にす る｡地域通貨 は'環

に支え合う協 同的な関係を築き'そう した関係 に基 づ いたよ

地域通貨 は'それを使う 人 々の間 に同じ ｢
地域

流通 や循環 に支障をきたす恐れもあ る｡経済的側面と社会 ･

が少な‑なり､ 1部 の参加者 に滞留 す るなど､通貨とし ての

面､社会 ･文化 メディアに傾きすぎ ると､使え る場所 や用途

わ れ'普遍性と広 がりを持たな いも のにな ってしまう Lt反

経済 メディアに傾きすぎ ると､そ の社会 ･文化的な意義 が失

どちらか片方 に偏りすぎた地域通貨も考え物だ｡と いう のも､

な い｡ こ の場合､人 々は共同性を より強‑自覚す ることが で

文化的側面 は常 に相補わなければならず､地域通貨 は両者 の

の中 で相 互

き る｡ こ の側 面 では'地域 通貨 は ｢お金 ｣ よ‑も ' むし ろ

にしべ ･ま こと)

バランスを取るときう まく成長し ていくだろうO

ただ のお金 ではな い地域通貨と は'協 同的 コミ ユl
二アィを
形成す るために､人 々を つなぎ合わせ'互酬的 ･互助的関係
を形成 し､共通 の価値 や関心を表 現 ･伝達 ･共有す るため の
社会 ･文化 メディア (
媒体)な のである｡
地域通貨と は､経済 メディ アと社会 ･文化 メディ アと いう
両側面を持 つ統合 型 コミ ュニケー シ ョン ･メディ アであ る｡

(
北海道大学大学院経済学研究科助教授

｢
言葉｣ に近 いとさえ言え よう｡

｣

とを つなぐリ ンク'人と人と の交淀 のため のメディアである｡

このよう に､地域通貨 は単なる ｢
お金｣ ではなく､人と 人

たな地域 コミ ュニティを築く｡

ニティを経済 '社会､文化など いろんな面 で活性化 させ､新

能力を発揮 させ､それを相互 に利用しな がら､地域 や コミ ュ

Lたが って､地域通貨は､個人 の中 に眠 って いる潜在的 な

らサービ スをしてもらう時に使うため のも のであるo
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