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最近の金融問題と地域通貨の可能性1

全国地域通貨に対するアンケート調査結果を踏まえて

二村英夫・高橋広雅・小川一仁

Recent Financial Problems and the Possibility of 
Co臨 盟unityCurrency to Stimulate the Local Economy 

Hideo FUTAMURA， Hiro組制aTAKAHASHI and Kazuhito OGAWA 

Thls也時1SW盟 S胎盤pl副2也，eI'時間.t fin盟国a1~臨む，bl盟国組d 句加盟関a:rch 血，e possib血1y拍 S出nula揖Ihe1.0説

明。即時 by田時間関臨醐.1y開閉師事紬.ce蜘 1980.fin踊 ciallib田蜘時間開dg10bali醐 onhave been prom蹴品

開~pié自民 andavastvむ岡田 of盟壇時00.shifted ft.阻 one盟arket匝 olhe:盟也拍ugh也ec拙.pu旬rnetworks盟也ew出 Id.

Li醍醐nBrolh町.Shock 鴨包ぬ OO.pp臨00盟 200喜朗出田nnow infl田 ncesa s開叩S間四割ion.The皿onetaIypolicy 

seemed not to be e宵目白veand the outcome of the accelern脂dcompetition h.. 100 to Ihe di間取'Wcebetween世，.

w師向伊呼出血epoor group;出抑制Iy盟 Jap組 也 local出韓国 be開 decfu幽車問ouぉIy.By叫戸時勘

郎町cy時間arch.ofc.o諮問闇i1ycurrency， this th開is自nallychecks世，ep.ossibili1y whe也erthe l.oco1 area in Japan wil¥ be 

abl.師時coverbyus也事曲盟盟混血1ycurr開旬。

I.金融自由化、グローバル化の状況

n.金融危機と実体経済への影響

m.貨幣理論からの考察

I悶金融自臨化、グローパJ吋Eの状況

上金酸菌由化・ダローパJ吋主の経緯

戦後、そ/、カネ、ピトの自由化、グロ}パルイヒ

が急速なスピードで進展してきた。財・サーピAに

関する自由貿易が促進され、輸出入の規制撤灘、関

税の引下げなどから、全世界的に輸出入額は拡大し

てお号、相互依存関係が高まってきていると言える0

1::トの自由化においても、我が国i主、まだ制限が設

けられているとはいえ、 EU諮問内では、ヒトの移

動がかな号自由に行われてきているのが実情である。

カネの函の自由化においても、 1告書9年代から積極的

IV.地域通貨の可能性

V.結論

に実施され、現在では、巨額な"'"ト}として、各隠

の国墳を超えて自由に液れるようになっている。む

しろ、近年は、金融派生商品取引、証券取引のかた

ちで白書富なマネ}に膨れ上がり、投機的なマ皐}と

して金融バブルを喚起したり、逆に、マネーの流出

によ号パブル崩壊を引き起こした与してい品。

我が聞は、戦後、①業務分野規制、②金利規制、

各)9j.関為替管理規制jという厳しい金融規制の下にあっ

た。これは、昭和初期の金融恐慌の苦い経験に基づ

くもので、金融機関が破たんすることによる経済的
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宮沼

な影響があまりにも大器いので、むしろ金融機関に

は、普通銀行、長期信用銀行、信託銀行、生命保険

会社、損害保険会社、信用金庫、証券会社というよ

うに、それぞれ特定の金融機関としての役舗や営業

範囲を決めて、相互乗呼入れを認めず、限られた分

野での活動に留めることとした。告唱えば、証券会社

には、預金は認めず、普通銀行にも、かつては証券

の取扱い(国債など)も認められなかった。また、

普通銀行においても、銀行同士の競争を認めず、預

金金利、貸出金利については、期間に応じてすべて

一律の金利が謀せられることとなっていた。特に厳

格であったのは、外関為替管理規制であり、外貨の

傑有は、金融機関においては、 「持ち高規制J'によ
り統制されてお号、原則、貿易金磁に限定されてい

た。

1971年7月、米国rJレと余との交換停止(いわゆ

るニクソンショッタ}による国定レ}ト制度の崩壊、

その後の変動レート制度が開始された。為替レート

埠吟も医為替の市場需給によ号自由に変動する変動レー

ト制度のスタ』トによ号、金利などを固定しておく

ことが非効率にな号、先進諮問では、一斉に金融規

制jを緩和・撤廃する動きが昔話まってきた。我が間で

は、 1日富吉年代五位よ号、 「円ドル委員会J3によ号、欧

米諸国との潤で金融緩剥・規制撤廃を相互に推し進

めることになり、普通銀行がインパクト・口}ン、

外貨預金を導入することが認められた号、ユ}ロ円

の取母扱いや外貨証券への購入、外貨のディーリン

グ等が認められ、合わせて、金利規制も撤廃され、

貸出し金利、預金金利ともに金融機関の自由意思で

競走することができるようになった。さらに、異な

る食融機関商土?も棺1i:乗り入れや持ち株会社によ

る業務議灘、金融機関のグJレ」プ化も押し進められ、

業務分野規制もかなち緩和されることとなった。

2匿金磁波生蕗品取引の活発化、証券化の活発化

1980年代から金融自由化、グローバル化が推進さ

れてくると、外国為替市場、金融市場においても、

海外からの資余の流出入が活発になって畠た。また、

こうした資金の流出入は、各国の株式-11f場や商品先

物市場などにおいても目立つようになってきた。こ

の結果、為替レート、金利、株側、商品綴格とくに

国際商品先物市況などが激しく変動する状況になっ

てきた。この結呆、実体経済において、予期せぬ損

失が生じる侠れが/llてきた。例えば、貿易の契約を

結ぶ場合でも、問JEレート制度の場合では、為替ワ

スタを考慮する必要がなかったものが、変動レ』ト

制度になれば、為替レ]トの予期せぬ褒動によって、

貿易の決済金者震が変化することになる。こうした為

替ワスクを回避するために工夫されてきたものが通

貨先穫し取引、通貨先物取引、通貨スワップ、通貨

オプションなどの新しい取引である。こうした取引

も含め、金利や株価、商品先物などの市場の変化に

対応して、そこから投じる備事事変動ワスク骨密避す

るために工夫されたものが「金激派生務品取引jで

ある。通貨スワッブ、通貨オプションなどは、相対

取引であ号、積百:に為替レ}トの褒動の予想を立て

て、仮に価棒変動が激しくても、スワップ取引であ

れば、外貨債務をお互い交換することにより、 1}.A 

タを阿避した号、オプション料を予め設定しておき、

行使f軍事長骨越えて変動した場合には、その----定の変

動価格の下で外貨交換を行い、リ旦夕j現避を行うこ

とができる。特に、通貨先物取引の場合には、通貨

先j物取引所の会員として一定の会重警告約めていれば、

その数倍にわたる架空取引を常時行うことができ、

清算取引と差額決済を行うことによ号、実際の取引

(例えば貿易取引)から為替業振を完援に回避する

ことができる。すなわち、出来るだけ低いコストで

市場変動ワ見タを回避することがで曇るように工夫

きれたものが金融派生商品取引であ号、この取引金

額が急速に拡大することとなった。国みに、 2006年

度の統計によると、世界令徐のGDP(国内総生産艇

は4，000兆円に達するが、世界全体の金融派生商品取

引額(想定元本ベース)では、 25，000兆円に達する

ところまで拡大してお号、これがド:額マネ-1:して

世界中を投機的に動語、実体経草寺にも大きな影響を

及ぼす要因となっている。

また、従来、金融取引は、間接金融方式が主力に

あったものが、世界的にも直接金融方式、すなわち

証券化が急速に進展し、株式や社債などの発行、流

通が盛んになってきた。 ゐ般的な資金調達手段とし

て、銀行からの借入れによるのではなし債券を発

行して資金骨調達するやり/jが主流になりつつある。

また、この傾向は、金融自由化、グローバル1tと綴

まって、様々な形態の証券化が進むことにな号、昨

今の米関で発生したサブプライムーロ』ンのように、

低所得者向けの住宅ロ』ンという債権をそのまま証

券化して、これをハイリスク・ハイワターン選の証

券として海外にも広〈販売することができるように



なった。こうした金融派生商品取引の活発化、語E券

化の活発1tl立、情報通信技術の発途や世界的な外国

為替市場、金磁市場、株式市場、商品先物取引市場

の相互の繋がりの緊密化と穏まって、区績のマネ}

を短期待に世界中の市場関を動かすことが可能となっ

た。

さらに、従来、金融派生尚品取引の目的は、世界

的な市場イちに連動して大きく変動す晶為替レートや

食事j、株価、商品価格の動きに対して患わぬ損失を

被ることがないように工夫された「リスク回避Jの

ための取引であったものが、徐々に「ワスタを多少

負っても短期的に利益を確保していくJために科婦

されることも多くなってきた。これは、例えば、金

融工学などの発達により、過去の時系列デ]タをベ]

3互に、これを統計学的に処理し、確率的に将来の利

益、損失者計測し、こうした予想に基づいて令議派

生商品取引を用いて資金を投資していこうという動

きに変わった。これは、世界的にも、富裕な個人投

資家や企業、金融機関の余裕資金を集めて短期的な

資金の利益投資をまEうヘッジ7アンドが出てきた号、

米閣の投資銀千iなどが用いる資金投資の方法にこう

したやり方が使われるようになったc もともと金融

派左住商品取引は、少ないコ武トで多額の資金を対象

にワスタ回瀧を行うことを目的にしていたわけだか

ら、これを逆の見方かちすれば、少ないコ.Aトで大

きく資金を動かして確率的に多額の投資利益をごく

短期間に機保することに繋がることとなったc

E置金融危機と実体経済への務審

1.バブル期のわが周の金融の特徴的歌動曹

1980年代後半のわが図においては、 1985年のプラ

ザ合意から一貫して急激な円高が進み、輸入量すの国

内価格低下と輸入財拡大の務響から圏内の一般物悩

は安定して推移する一方、土地の儲務、株価は急速

に上昇する事となった。これは、豊かになった国民

の一戸建て住宅確保の顕議や、企業の余裕資産の事j

嫡目的から、土地、株式、ゴルフ会員権といった所

謂資産に資金が集中することとなった結果、株f慌の
高騰、地価の高謄を惹起し、資産パプルの状況を呈

することとなった。ここでは、マネーサプライも前

年間期比で1加告を上回晶状況を示し加速度的に地価、

株舗の高騰を支え晶こととなった{関 1参照) 0 特

に、銀行、証券会社が主力となって土地、事彰式への
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貸し込み、投資が活発に行われたc しかし、こうし

た無瑛な投機は長銃器せず1990年にな号、総量量規制

が始まると、一転、高騰していた地価、株価は急落

することとなり、わが留の景気自体も長期的な低迷

時期に入号、ここから「失われた15年jといわれる

長期不況の時代に入っていく。大手の証券会社、銀

行の彼綻や不良債権を抱えた銀行が、その後何年に

もわたってこの不良債権処理に苦しんだこともまだ

記憶に残っている九

2. 19晋盟主事代におけるわが国の金融の特徴的な動審

問自9年代から2003年頃まで、わが関の経済は長期

的な低迷を続け、一旦l土、 「デ7レ不況」に陥った

と言われてきた。これは、今度は、 l容器8年代後半の

パプル期とは全く逆に、マネーが動かず、経済を活

性化幸せるに至らない状況になった。このマネーの

特徴的な動きを示すと次のようになる。

経済が低迷すると、人々の購資力が低下すること

になり、財ーサーピスに対する需要の低下から1lf場

価格は低下するとととなる。員f.サ』ピスの売上が

持ぴず、価格低下と自由競争厳選が働いていること

から、他の畿争企業に負けないためには、競売{適格

の低下に耐える企業体質にしなければならないc 企

業も売上の伸び悩みに対応するためには、経費節減

を余儀なくされ、例えば、原材料の購入を抑制した

り、場合によっては、労働者の賃金をカットした号、

雇用を削減した習する。この結築、全体的な賃金の

低下、失業率の上昇、企業倒産の状況も墜する事か

ら、令体的な総需要の減少が起こり、財・サ-~.Ã

への需要は減少し、益々市場価格は、低下する事に

なる。この結果、企業は一段と綾費削減に努めざる

を得ず、こうした経済の悪循環が進むにつれ、物価

は徐々に低下し、デ7レ}ションが深3弱化していく。

これが「ヂ7レ咽スパイラルJといわれる現象であ

る o
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したときの金融行動をみてみよう。例えば、 1億円

の現金を保有していたときに、現在、デフレ・スパ

イラル(一般物価の継続的な低下、失業の増加、企

業倒産の増加)が発生していた場合、どのように 1

億円の現金を使うか、資産選択行動としてどのよう

な行動をとるかということである。この場合、土地、

株式、普通社債、外債、金、耐久消費財などに 1億

円を向けるかどうかである。実は、デフレ・スパイ

ラルが生じている場合、土地も株式も継続的に価格

下落を引き起こしている状況にある。したがって、

時聞をかければかけるほど、価格は低下傾向に向か

うと予想される。従って、人々は購入をしばらく待

ち現金を保有することを遷ぶだろう o 元本が保証さ

れている普通社債の場合でも、企業倒産という信用

リスクが平常時より高い場合、購入意欲は低い。金

も耐久消費財も価格低下の傾向にあるならばあわて

て購入する必要はない。デフレ・スパイラルの状況

下では、貨幣が価値を保ち、財・サーピスの価値は

低下するのである。従って、人々は、貨幣を選好し、

財・サーピスの購入には向かわない。いわゆる、

J.M.ケインズのいう「流動性選好のわな」に陥るわ

けで、財・サーピスに比較して貨幣への需要が極端

に強く、貨幣需要の利子弾力性が無限大という状況

にある。人々は貨幣を退蔵しておき、他の金融資産

に比べて、流動性が高い貨幣の性格に着目し、万が

一の時にはいつでも支払や他の資産への乗り換えが

できるようにしておくのである。

次に、金融機関、とりわけ普通銀行の金融行動を

みてみよう。現在、金融の自由化、グローパル化の
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図1・金融関連指標の推移(前年同月比伸び率 %) 
1985年から1993年

結果、銀行は、 BIS(固際決済銀行)が定めている

自己資本規制比率7を守らなければならない。これは、

グローバル・スタンダードであり、銀行業を営む場

合には、国際的な活動をする銀行には自己資本比率

が8%以上、日本の場合、園内業務を行う銀行には

同比率4%以上申寝せられている。自己資本比率は、

分子に当該銀行の自己資本額、分母に異なるリスク・

ウェイトを該当する夫々の資産にかけて算出した総

資産額を充てることにより計算されることになる。

従って銀行が不良資産を多く持っていた場合、ある

いはリスク・ウェイトの大きな資産を持っていた場

合には、自動的に分母額が大きくなり、自己資本比

率が低下してしまう慎れがある。 1990年代から、よ

く言われてきた銀行の貸し渋りといったわが国の中

小企業に対して適切な貸し出しを行ってこなかった

のではないかという批判も、銀行が自己資本比率規

制の枠の中で、貸し出しを抑制せざるを得なかった

事情も考慮しなければならない。

しかし、一方で、デフレ不況が強まっていく中で、

中央銀行は指をくわえて傍観していたわけではない。

中央銀行は金融拡大政策を打ち出し、銀行を通じて

市中に資金を供給しようと努める。銀行の手元資金

を潤沢にし、短期金融市場の金利をほとんどゼロ金

利まで下げて、金利コストの低減につとめるかたち

で資金供給をし、このマネー(貨幣)が銀行から企

業への貸し出しにつながり、人々が財・サービスの

購入に繋がるように図るわけである。

しかし、中央銀行が供給してきたマネー(貨幣)

はどこにいくのであろうか(図 2参照)。実は、

40 
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図2・金融関連指標の推移(前年同月比伸び率 %) 
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出典:日本銀行統計資料



19鋭洋代の失われた15年間の問、貨幣供給量(マネー

サプライ)は一向に増加してはいない。貸出額も囲

内信用も全く増加していないのである。その前の

1980年代後半のバブル期と比較してみると歴然とし

ている。マネーサプライは、 1980年代後半は、前年

同期比で10%以上に達している。貸出額も園内信用

も高い伸ぴを示している。特に、土地関連、株式関

連の融資額等を反映して前年同期比で20から30%と

いう加速度的な伸びを示した。これと比較して、

1990年代になると、貸出額の前年同期比は、マイナ

スを示し、貸出し古事低下していることを示している。

園内信用の伸びも落ち込み、貸出し・預金の循環的

な増加である信用創造も収縮する形となってしまい、

マネーサプライの仲ぴ率は 4%程度である。一方で、

中央銀行が提供した資金供給額は膨大な額に上って

きた。この資金供給額は、マネタリー・ベースsとなっ

て現れている。この、マネタリー・ベースとは、中

央銀行の負債項目にある市中の現金残高と金融機関

の中央銀行準備預金の合計額のことである。銀行は、

総預金額の一定額を法定準備率に乗じた金額を準備

預金として、中央銀行に預けておかなければならな

い。これを、必要準備預金といい、法律で定められ

た必要最低限の準備預金額を上回る額を預けておか

なければならない。この中央銀行準備預金に預けて

もそこから得られる金利収入はゼロである。高度経

済成長期、パプル期の場合、市中に企業の利潤機会

が多くあり、銀行も貸出しによる利益が見込まれ、

貸出金利も相当高い場合には、銀行は集めた預金の

うち最低限の金額を準備預金に預けて、その他全て

青40口000
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の資金を貸出しゃ有価証券投資に向かわせていた。

しかし、前述したようなデフレ・スパイラルが継続

している場合、企業への貸出しは、企業倒産という

信用リスクがあり、企業の利益機会も少なく、貸出

金利も低くなっているほか、株式投資や普通社債へ

の投資も魅力が乏しい場合、銀行は、資産を防衛す

る目的から、中央銀行の準備預金に積み上げてしま

う傾向に陥る九図3にあるように、最低限必要とさ

れる準備預金額を大幅に上回る中央銀行への準備預

金額が積み上がることとなった。最大に増加してい

た時点では、準備預金額は30兆円を超えるところに

まで達した。このように、経済政策の観点から、デ

7レ・スパイラJレを断ち切り、できるだけ景気回復

の局面に転換したいと図ったとしても、人々の貨幣

そのものへの選好が殊の外強く、財・サービスの購

入に貨幣を使用してもらえない、また、銀行におい

ても企業への貸出しゃ有価証券投資に資金を使わな

い状況が続くとすれば、金融拡大政策は効果を持た

ないことになるといわざるを得ない。

日本の法定通貨である円をベースとする貨幣は、

金融自由化、グローパル化が急速に進展する中で、

資産パプJレ期には、土地投機、株式投機に投入され、

バブル拡大に寄与し、安定した財・サーピスの交換

に使われない一方、一転、デフレ不況期に転じると、

資産選択、自己防衛的な見地から、家計、企業も金

融機関も貨幣を退蔵することに専念してしまい、中

央銀行が金融拡大政策を採用したとしても貨幣が有

効に使われず、却ってデフレ不況の深刻きを増して

しまう状況に陥ってしまう。

|ロ所用準備 ・追加的な準備預金|

図3:日本銀行への準備預金額と所要準備額(単位傭円) 出典 日本銀行統計資料
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L 最近I!)金融危機にお付革特徴的な動曹

次に、会世界的なマネ』の動畠と実体経済の動曇

をみてみよう。 19宮0年代においてわが国は長期低迷

期を通号綾けてきた一方、米国では、 ITパブJレとこ

れに続く、 土地関連のパプル期を経験することとなっ

た。これにも、世界的な財晶サ}ピスの自由化、金

融の自由化ーグローバル化が深くかかわってくるこ

ととなる。まず、米国では、 20∞年ごろから一旦IT

バブルがはじけて、景気が落ち込むが、プッシュ政

権は景気浮揚政策を打ち出した。このなかに、広く

米国の低所得者層への優遇政策が盛層込まれた。こ

の中には、米鴎の低所得者層にも穏当緩和した条件

で土地、住宅を所有できる政策が盛母込まれた。こ

れは、サププライム・ローン10といわれる住宅口]

ンで、比較的緩やかな条件で傍号られるもので、当

初は令利負担。だけでよいとか、過去に口]ン返済に

失敗した終盤があっても住宅ロ}ンを組めるなどの

かな布優遇された条件であった。こうした優遇政策

が奏功L、低所4導者層に住宅プ}ムが起きてきた。

住宅関連会社、不動産関進会社、住宅関連の金融会

社などが低所得者層に広く資金を貸し出し、住宅ブ}

ムが生じることとなった。この住宅プ』ムは 2つの

経済的な影響をもたらすこととなった。

ひとつは、米圏内に、この住宅ブ}ムから、二七織

の価格が上昇し始め、住宅価格も高騰することとなっ

た。この結果、住宅ローンを組んで購入した土地や

住宅イ価格の資産価値が高まることとなった。米国の

低所得者層は、一綾的な慣習として、-7レジット・

ローンを組んで耐久補費財などを購入する傾向があ

る。ここで、自分の勤労所得のなかから財を購入す

るのではなく、借金して保有した土地・住宅が折か

らの住宅プ}ムで側績を高めたので新たにこれを担

保として酎久消費財などを購入するということを進

めることとなった。この結果、世界の経済の牽引率

とな古た米凶の区大な消費支出が、世界各凶から、

財・サーピスの米国への輸入を促進することとなっ

たc 財ーサ}ピスの流れが米国に!向くこととなった。

二つ日i立、米閣の投資銀行等の令融行動である。

投資銀行は住者投資ブームに11をつけ、住港関連会

社平土地開発業者に対して多額の貸し出しを供給す

る一方、こうした住宅関遂の貸出し債権を証券化し

て広く米国国内ばかりでなく海外にも外貨鎗て証券

として競売した。この住宅関連の外貨建て証券は、

ハイリスク・ハイワターン骨反映した証券であり、

元本の保訟はない昔君、高利回専の金融商品となった。

余融自由化ーグロ』パルf~を反映して、こうしたハ

イリスク・ハイワタ]ンの蔽券が広く世界に出溜号、

世界から巨額なマネ}を米国の投資銀行に集める結

果となった。

ここで重要要なのは世界的な資金循環、財 a サ}ど

スの循環が米国を中心にして循環す晶かたちとなっ

たことである。すなわち、語一ロッパ諸国、アジア

諸国では、財・サ』ピス喪多く米関に対して輸出す

る。米関では、住宅プ}ムから資産価値を痛めた土

地・住宅を担保にしてロ』ンが組まれ、これをベ』

スに111:界各関から財・サ}ピスを輸入できることに

なる。また、海外で輸出によ号蓄積されているマネ←

は、米国の投資銀行が発行するハイワスタ・ハイワ

タ}ンの魅力ある金融商品が売られ品結果、米国に

向けて還流投資きれることになるc 結局、世界のマ

ネ}を米酒の投資銀行に取り込むことが出来るc 投

資銀行は、資金調達手投として預金は認めちれてい

ないので、証券の発行による資金調達に大きく依存

することになる。しかし、証券の発行によ号、常に

資金が手元に戻るかたちになることから、住宅関連

の金融機関への融資、およびこの債権的証券への転

換による資金調達を繰号返すことによ号、百額のマ

ネ}を動かして短期的な利援を追求することができ

ることとなった。しかし、重要なことは、この財・

サ}ピAの鎗環、巨額マネ}の動きのそもそもの源

泉が、米国の低所得者腐の勤労所得を上園品目額な

借金であ号、砂上の楼繍のかたちをなしている。

実際の実力をはるかに上闘って煽られている住宅

バブル、人々の高級な耐久消費財への渇望、世界的

に人々の鮫鎖的な利議を追求してハイ 1)!7-ン商品

への志向Jが高まったことに根本的源問があることは

言うまでもない。

2005年の後半に、米国において加熱した住宅パブ

ルをま是正するために、金繊引き締めに政策転換する

と、住宅パブル古雪崩壊しはじめたc これが、サブプ

ライムーロ}ン盈ショックを苦i事起こすζとにな品。

すなわち、 i土地価格、住宅犠格が急落していくと、

これまでこの資産価値を拠号所に、クレジット・ロー

ンを組んで消費を楽しんでいた低所得者層が一転し

て、担保側値のj急落からロ}ンを組めないことにな

り、消費支出が激減する結巣となった。また、資産

悩鐙の急落により、これまで組んでいたクレジット・

ロ}ンや住宅ロ}ンの返請に滞るようにな号、これ



が不良債権化することになる。多数のロ}ン返請が

不可能になった結巣、住宅関連の余融会社が倒寂す

ると、ここに巨額な資金を滋資して曇た投資銀行の

経営を圧迫することとなった。この最大規模のもの

がお08年骨月のワーマン・ブラザースの経営破たん

である。このリ--"'::('~〆・ショッタが引き金となって、

こうした投資銀行が発行していた証券価格が急務し

た号、外貨重量て証券の価値が青島にな晶こととなり、

sil!融被害が令官主界的に波及することとなった。sil!磁

のグロ}パJV化により、短期日のうちに、株式市況

も暴落し、短期金融市場における信用の失墜によ号、

金融機関関土でマネ」の循環が滞ることとなった。

また、こうした金融危機が、米国を中心に世界全体

の消費意欲を沈静化させており、世界的な貿易の縮

小傾向も強まっており、現在も実体経済に大きな影

響を及ぼしている。

ι 蕗由化、グローバル化がもたらしたもの

財、サーぜえの自由化、グロ}パル化、金融の自

由化、グロ』パル化、証券化の進巌i立、世界全体を

市場原理による効率的な生産、分配、支出によりコ

ントロ日)v"1!れる仕組みとなるはずであった。適度

な自由競争原理がはたらき効率的で無駄のない資源、

獄、サ}ピスの供給と需要によ哲需給均衡がはたら

書、金融の函でもマネーの需給均衡がはたら童、金

利メカニズムを反映して必要なところに適切に資金

供給されるべき仕組みを惣定していた。

しかし、実情は、勤労所得以上に消殺をしたいと

いう願望や他人以上に短期的に利識を待たいとする

拝金主義からくる人聞の行動が，借入れを官官援に高

額の財購入に走ったり、高1純であるがハイリ只クの

金融商品に投資するなどの行動が先立ち、多くの人

がこうした金融経済行動に走る結巣、却って、パプ

ル現象をヲi起こしたり、遂にバブル崩壊が始まると

一斉に投機的な取引がストップし資金の岡収に努め

るなどするため、多大な損失を出す結果となってし

まった。こうしたマネーのごく短期的な流出入は、

市場偲絡の乱高下をム段と高めていると言える。

また、自由競争原理が鋤く結果、金融の爾では、

急速に強者と弱者を鯖い分けすることとなる。例え

ば、関際競争力を持たないサプサハラーア7ワカ諸

国は、 1骨初年代から主力の一次産品取引においてア

ジア、中南米諮問に負けており、世界的な低成長や

資源節約裂の技務開発などから輸出が振るわなくな

最近時金融関識と地域通貨的可能伎 27 

り、既に向京的な経済カはなくなり、先進諮問から

の援助によ哲生きながらえる状況に陥っている110

また、先進諮問のなかにも格差拡大の傾向にあり、

わが国でも、東京などの首都圏は繁栄している一方、

地方の地域経済i主義弊してきてお号、高齢化、少子

化などの影響が地方経済の低落に一段と拍車をかけ

ている。特に、限界集落といわれる地域では、集落

ごとに滅亡の危機にあ号、こうした自白化、グロー

パル化の犠牲が顕著になってきている。自由にそノ、

サ}ピXがi仕界中を行事来L、倒格と品質のよさを

比較しながら、自由競争原理により、勝者と敗者を

分けつつ効率性のみを追求していく制度が賞徹L、

これにカネが世界中を自由に駆け回号、との自由競

争をさらに巨額で大きな椛れにしているc 自由競争

による格差拡大が現在のところ、取早返しのつかな

い規模にまで拡大してきている。

行過ぎた自由毅争は、まず、世界中を不安定にし

ている。これは、市場原理に基づく自由な市場の需

給調係にゆだねることで、為替レ}ト、金利、商品

価格、株価などが市場の期待や投機的な動きの影響

を受けて乱高下を繰り返すようになったからである。

また、特に、マネ』喝の動きが顕著で、ヘッジファン

ドや投資銀行なと?の金融機関は金磁派候商品や金融

証券などの新しい形の金融務品を使って巨額なマネ}

を投機的なかたちで動かしてごく短期間の利益のみ

を追求していくからである。一方で、こうした資本

の蓄積のない重債務貧劉屈では、その日の暮らしに

も毒事欠いていた号、先進諸国のなかでも非正規濯崩

にある人たちなどは、景気の波によ相解雇さFれたり

する状況になり、経務の安定感が失われている。わ

が国の中でも、東京、大阪、政令指定都市などの経

済が伸びる一方、地方経済の落ち込みは大きい。特

に、限界集落といわれる村落共同体では、少子化で

跡継苦がおらず、逆に高齢化が急速に進み、市町村

合併、郵政民営化などの自由化政策が追い討ちをか

けるかたちで、生活基盤となる地域医療、介護、交通

機関、生諮ラインに支樟をきたす状況に陥ってい品。

m.貨幣理酸からの考察

し 1書部年代か畠の経済現象に対する貨幣理愉かち

のアプローチ

J.M.ケインズの提唱する貨幣湿識の考え方からす

れば、貨幣需要には①取引需要と②流動性需要があ
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る12。①取引需要というのは、おーサ}ピ旦を購入

する特に、その支払いのために貨幣が使われるもの

である。②流動性需要とは、貨幣がいろいろなもの

に交換される流動的な位置づけに着目したものであ

る。人々の資産選択行動を前提としたときに、物価

水準の状況や金利の状況などから、現在、証券とし

て保有していた方がよいのか、貨幣のままで保有し

ておいた方がよいのかなど資産選択爾からの貨幣の

保有動機があるときれる。貨幣需要関数を説明する

場合、貨幣の取引需要をベ}スに隈民所得と正の相

関関係にあ号、金利と負の相関関係にあると定義き

れる。

このうち、景気過熱の状況にある場合、貨幣苦需要警

が、一般的な財・サービスの購入に当てられ、こう

した財・サーピエえの供給が追いっかないのであれば、

当該財・サーぜスの物価上昇という現象になる可能

性が高い(デイマンド・ブル・イン7レーシ器ン)。

また、人々の購入意欲が株式、土地、ゴル7会員権

などの資産に向けられるのであれば、こうした資産

価格を高騰幸せる。との場合、金磁機関がこうした

特定の資産関連での磁資を助長したとすれば、貸出

し、預金の連鎖的な信用創造がはたらき、貨幣供給

量も加速度的に増え、株価、地frlfーなどの資産価格商

議に拍車をかけることになる。

今度は、逆に、バブルが崩壊し景気が低逃してく

ると、伎に資産パプルがはじければ資産価格が急落

し、資産購入意欲が喪失すると、負の資産効身さから

害害援の落ち込みに古書が号財・サーピス価格も低下し

始め、金書室側が経費節減、賃金の低下、雇用削減な

どを行う在、社会的には将来に対し防衛的な心理が

はたら語、財・サ』ピスの購入を?きるだけ抑え、

土地、株式などには投資せず、流動性の最も寓い現

金を需要することになる。金融取引が活発に行われ

ず、短期金融市場においても、資金需要が緩み、金

利がゼロ金利に等しいところまで低下する状況が長

く続くことに金品。

一方、この極端な現象が「流動性選好のワナ」と

いわれる現象で、前述したように、マネタワー・ペー

ス(現金プラス中央銀行預け金)ぱかち急増し、貸

出し、預金、貨幣供給量はほとんど伸びないことに

なる。物価は低落し、デフレースパイラルの現象に

織ることにもな専かねない。この場合、中央銀行が

市中への資金供給を増やしたいと考えたとしても、

金融機関自体が不良債権の増大を棋れ無理な貸出し

をせず、現金への選好を強め、中央銀行預け金のか

たちで多く保有することになれば、 f投融の面かも鷲

気テコ入れには限界が生じてくることになる。

2.地域経瀦への影轡と地域経済を活性化す吾ため

の貨幣の役欝

こうした金融の急激な変動が、我が国の地域経済

にもたらした影響を考察するに、貨幣は、景気過熱

期には、土地、株式の投機的な資金に多く使われ

また、首都塵や関西湿などへの集中から、こうした

地域の土地、株式のみの投機を起こす。一方で、景

気低迷期には、地方が生産する財ーサ}ピスへの購

入が掬官補されてしまう結巣、地域経済が大きく損失

を被ることにな号かねない。通常の法定貨幣が、員f.

サ}ピ又との取引需要により使われ、俄の証券など

との比較において流動性需要によ車保有害れるとい

う二つの貨幣需要磁の主要素があ号、これが景気滋熱

期において財・サーピスのうちの i二地、株式に限定

的に使われたり、最気低迷期には、現金として保存

在れ、一斉に、対・サ』ピスの購入に使われず退蔵

されてしまうことになる。

ひとつの替え方は、法定通貨は、一般的な遜貨と

しての佼置づけがあり、あくまでも中設的な存在と

して利用dれるべきものであろう c しかし、もし、

自由競争の原理が厳格かっ急速にはたら器、人々が

知らず知らずのうちに、地方経済が急速に落ち込み、

これまでの我が国経済の基盤とされてきた重要な要

凶{農産物、水産物、伝統、文化の発祥元としての

位世づけ)が失われるとするならば、人々の意識と

してこれを何とか守りたいという意識が出てきても

おかしくはない。それならば、貨幣面からのひとつ

のチャレンジとして、地域経済を活性化することを

主自的とする貨幣がHlてきてもよいのではないか。

これが「地域通貨Jである。現在の法定通貨や銀行

制度というものが、押し並べて中立的に、世界の島幸・

サーピスの交換毒薬体として流通した号、きちんと市

場原理主に沿った預金、貸出しを行うものとされてお

り、全般的な制度として穣立しているのは礁かであ

る。しかし、一方で、白出競争原理がはたらき格差

拡大していくなかで、取り残されている弱者層を棺

互の扶助によって活性化しようという取り組みが出

てきてもおかしくないであろう c

こうした事例として、 l宮30年代のオ]ストリア、

ヴエルグJレ市における地域通貨の発行によるヴェル



グル市経済の活性化を取号 kげることができょう。

ヴエルグル市の事例は、当時、貨幣の白出発行理論

があ号、セルジオ・ゲゼJレが提唱する説に従って、

当時、 1930年代の大不況であり、失業も蒔く、人々

の勝賞意欲も失せていたときに、市長が、市の公共

サ}ピエ互のために大量の失業者を緩い、労働報酬と

して労働証明書告発行したが、これが1か月経つご

とにある一定の収入印紙を貼らなければ流通できな

いようにした。これは、時閑とともに減儲していく

貨幣を発行したことと向乙である。デ7レーション

とは、貨幣のイ麗債に比較してモノ・サ』ピスの僑健

が下がることから生じる。失業が多く、企業の督署産

の可能性も高い状況では、人々は、防衛的な意味も

あ号、貨幣を退践し、モノ・サーピスの支出には当

てない。しかし、ここで、期践が来れば価値がそ/"

サーピスよ唱も減価す品質幣が現れたらどうするで

あろうか。人々は、綴艇が到来する献に、この貨幣

をそノ・サーピスと交換してしまおうとするであろ

う。法定通貨は退蔵されても、地域通貨は、地域経

済のなかでそ/"サ』ピスとの交換を媒介して循環

する。実i立、デ7レ不況の特に、貨幣に期待される

役割i立、モノ・サ-1::スとの交換を媒介してできる

だけ多く人々の交換に利用されることである。この

利用頻度が高ければ高いほど、企業の売り上げは増

え、人々の賃金下落は抑えらすい麗用機会も増大し、

企業事華麗も減少するのである。このように、特定の

地域社会において、地域経済を復興させる鍵を握っ

てお号、過去に成功した事例もあるのが地域通貨で

ある。

y闘地域通駕の可能性

1.地域通貨とは

地域通貨とは、 「一定の地域やコミュニテイの参

加者が財やサ}ピスを自発的に交換しP合うためのシ

ステム、あるいはそこで流通する貨幣の総称Jであ

る。地域通貨の特徴としては、次の項目を挙げるこ

とがで奉るヘ ci特定の地域内(市町村など)、あ

るいはコミュニテイ{商j苫衡やNPO)などのなかに

おいてのみ流通する、②市民ないし市民間体(商腐

衡やNPOなど)により発干iされ、通貨の管理も遜貨

発行・続i謹に賛向した人たちの簡で自主発行・自主

運営される、fE通常、 M"サーJ::A の交換に用いら

れ、貸出しには使われることはないので無利子また

最近時金融関識と地域通貨的可能伎 29 

はマイナA利子である。しかし、流通性を高めるた

めに、様々な工夫がきれている。そのひとつは通用

する綴闘を限定され、通貨としての価値が遊説され

る等がある、④人と人をつなぎ相互交流を深めるワ

ングとしての役割を持つ、⑤地域再生などの共通の

価値観を持ち、地産地樹、自然環境保護、地域のサ}

1::A活性化(高齢者の介護など)ゃある特定の関心

事療を共有し、それを伝えていくメディァとしての

側薗を持つ、⑥原則的に法定通貨とは交換できない。

世界全体が不況織にあった悶30年代に欧米言者間で

普及し、地方自治体の中で地域経済活性化のために

独自の地域遜貨を流通させ一定の効呆をもった経緯

がある。 19畠3年にカナダ酋部のパンク」パ←近郊で

LETS仏ocalExch組 geT四必ngSyste皿}が開発き

れ官普及した。これは、炭鉱の関ulによ草地場産業が

打撃者受け、地域内の財・サーピよえの取引を守るた

めに、法定通貨ではなく地域独自の交換手段を湘い

ることにより地域内の自給自足を高めるために用い

るためのものであった。現在、カナダのほか、米国、

英国、豪州、欧州各国にも広がっている。フランス

では、 SEL(Systemed"詑xchange1ooal)、ドイツで

はTauschkre問、オ日ストワアではTauschkreisとも

呼ばれている。現在では、 「イサカ・アワーJ (米

国ニユ}罫}ク州イサカ市)のように時間 (h，叩r)

を通貨単位として独自の紙幣をつく号、モノ・サー

ピスの交換に使った号、 「交換リングJ (ドイツ、

ハレ市}など遜駿方式で (doMark)という経済単

位を作りそノや仕事を蛮接交換し通帳に記入する方

式など多様な地域通貨がある。また、こうした地域

通貨のネットワ}タが間際的に拡大しつつある240

2見夜、 B*でも多種多様な600以上の積類が発行菩

れている。

地域滋賀の研究は、まだ絡についたばかりである。

日本の地域通貨の実態調査や地域通貨の流通の条件

(地域コミュニテイの特畿、地域通貨のデザイン等)

を検討したもの15が少しずつ出始めている。

1 金岡地域遇貨アンケート醗査

海外の地域通貨の普及を念頭に置いて、日本全国

の地域通貨の現状、仕組み、特徴点などを祷晴した。

地域通貨の発行団体をインターネットで確認し、こ

うした発行間体に対し地域通貨に関する質問望書を郵

送し、アンケぃト調査を試みた。郵送先112の地域

通貨発行団体のうち、 53の間体から回答申鳴られた。
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アンケートの実施i立、 2008年11月から12月である。

表1にアンケ』トの設問が記事れている、アンケ』

ト回答の結来から以下のことが明らかとなった。

表1

地域湿貨に罰するアンケート属牽

1.地蟻適量管事をお教え Fさい。

2.地域通貨を発行・智湿している団体名を教えてくださしL

3. 地域通貨が流還している瞳蟻をJ主体的にあ騒いします。

{朝ul広島県芸北説明M内町、 東京都T代田区など

4.地捗通貨の発行はいつから開始していますか? (Ø-~ '1'成 17平 4月から毎年

5.蝿海器量質的利用者i土:M人くらいです昔、 oをつけてください。

&.50人却前 b冊 99人 c.99-199人 d.2∞299人 e.3冊開9人 !.1ぽ)().A..!品上

6. 地域通貨由利用広対象となる人たちに特報はあ哲ますか?

{事的地元の商j苫衝が恥むである、地元の農業に従事している人還が中心である、都市の郊外

で比較的ゆとり0つある間塊の世代も多い、サラリ]マン世帯、専業主婦が車問町中心で

ある、学生が中心である、など。

7. 地時事通貨の熟行園車閥的目的を教えぞくださし九

{例)地元的産物の地産地持者の推進、地元の高酔者叩人たちのコミュニケーションーづくり、地

域安〉環境美弘樹車時文化・在畿の側出!己など。

8. 地駿i車貨は当初の闘的を達成しています古時

a あてはまる b やや当てはまる c どちらともいえない d ややあてはまらない e

当てはまらない

9. 地域通貨グ拶獣子闘機適時枝綴みを簡単に教えてください。あなた的地蹴佐貨ならではの発行・

総量的特徴があれば教えてください。これまで即発行残高はわか唖ますか悌絞付きの譲先

1回に発行する金額など)。

(伊D地域盈貨の紙幣を3種類、期限付き (6か月)で発行している。取引をする際は裏書

きするa 紙幣再発行額は、特別的時委員会で決めておくな1'.または、預金通艇のかた

ちをと札お互い、主主較できるサーピスを事誌に申告しその突換の度にお互b吐盈械

に記援するなど。

1 0 皆様の蝿撮溜讃帯状説はいか伊寸すか(例えば 3午前、 5年前と比較しーの。皆犠の繊署員

経済的特徴ほどのようなことがあります官沖

(事)高齢者も多く、後継ぎ叫現出3深刻である。自治街の売り上げなど験しい制尉犠いて

いるなど。近年、アジア向けの輸出で嬢り返しているなど。

11地総量貨品発行を樺糠し、目的逮成;こ素献しているとすれば、その理由は何でしょろか? 逆

iこ、蝿民事選貨の発行を止む無く休止しているとすれば、地掬髄質的知子・秘通過苦難しくなった

環由l立:何でしょうかワ
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a. 1置)鹿 b.21-40蔚 c.41-60J富品 6H!O!i!fe. 81-100庖 f.10l広舗以上

13.地織盈銭的加盤fi!1(ー骨量痛腐を吉む}で岬11賂I主、よ主当主主主、盟国立与どあ哲ますか。

1回の荊防i金書聞にかかわらず、およその回数を推測でもよいので教えてくだ在いa 。をつけ

てください。

.. 1同じ"1揖 b.lから4回 c.5から9回 d. 10回 e. 11から時間

f. 50回以上 g 不明

14.脳髄畳貨は行激磯部や大宇、シンクタン夕、 NPO団体などと通費揮して五、ま、向、

Cをつけてください(あるいは運営自体が当務総顕である場合もあ哲ます}。

aはい bJ，'v、ぇ i裳携している機関

15 会齢磁直貨を発行・管理している皆鳴り智の特徴を教えてください岱品種、年齢層など)。

(1i'出荷西本のグJいープである。会社告定年退織し余裕ある年齢腐のグ"ープである。環境

認は取り組んでいる学生たちであるn 地域の専業主婦であるなどn

16 桂織と向じように地厳重賞金発行・管理している他のグループをご宥乙でしたら、中心とな

る方や事務局6准所および情報を教えてくださし九

'P"A-十~協拘静締也ろごお暗'"鼠

(1) 地域通貨の隠始時期

地域通貨の開始時鶏については、 2001年からお侃

年の関に開始されたものが多く、特に2003年から

200Mドあた静に集中している

(2) 地域通貨の発fi利用目的

地域通貨の発行・利用目的については、単に、地

域通貨を活用して地域を経済的に活性化しようとす

る考え方よ号も、もっと線滋的な目的である黄色域で

ヰ:訴している人たちのコミュニケ}ションづく号に

役立てようとする点に特僚がある{表2参照)。さ

らに、地域の自然環境の保全、ワサイクルの推進や

地域特有の伝統文化を保護発展させていくことを日

的とするものもある。また、特別なイベントの実施、

これに参加してくれた人たちへのサ}ピス提供、地

域の高齢者の介護、コミュニケ』シ羽ン、地域の児

童教育、防犯、安全に寄与するために地域の人たち

が質献するサ}ピスの交換に利用している点にも特

徴がある。また、里山の保護、琵琶織の外来魚の/-

リリ}見議動、瀬F持の海岸の美化など幅広い。もち

ろん、地元の農産物、水産物と地元の消費者との関

の地産地消を推進するものや商庖衡の活性化に役立

てようとする経済効果を狙ったものもあ号、きらに

大きく地元の循環裁社会の実現金狙ったものもあるむ

きら者る特援は、地域通貨を発行する頭念である。

ここでよく表現されるスローガンとして、 「まちづ

くりJが挙げられる。このほか、 「共生」、 fあり
がとうという掛Lの気持ちjを示壮語、 「ふれ紅、

「きさえ愛J、 「たすけ愛J、などコミュニケ』ショ

ンを獄特の表現や造語で地域の高齢者などにも理解

できるような竣かい言薬で表現寄れていることであ

る。また、ス口一ム]プメント、 7ょにアトレ]ド、

地域綬済での生藤・務費これに自然資話臣、療棄物も

含めた循環型社会を実現するなどの地域を守るため

の独特の理念やこれ告示したユニークな表現方法が

見られる。

(3)地域滋賀の仕組み

地域通貨の仕組みについては、多くのものが、紙

幣をそれぞれ特有の貨幣単佼で発行し、地域通貨の

振興に賛同する商脂での財の態入に当てられた号、

あるいは地域に質献しうる参加者のサーピスの種類

を予め壁録しておき、このサ}ピスを提供するとき

に地域通貨を受け取るかたちが A 般的である(表3

参照}。



表2:地域通貨の隠始時と発府・利用目的
結

地域 蹴始年男 地場通置の発行園利用車的

北海道 1 2000年 3月 コ亙ユニケ ションeすべての根源はお金で島晶という理念的曹車。
北海道 2 2002年 9月 地場のコ亙ユニケーションっくり
北海道3 2000年 2月

ボ地人ラ場づンく、世テり、ィ代仲ア間間への作時コ型お昌、札ユ地ニ、先活ケ頭織ー藷シ的衝ョ潤ンの滑活油性化北海道4 2001年
税関車.1 2003年 2月
被関車o22003年 2月 地〈告場し肉時経盛済りご繍と環解とlコ耳ユニケーショ::"'~!Iーんとしての活問
曹域重.1 平成 講師ため申書害え音い活動
群繍猿 1 2004年10月 地場開コ草ュニケーヤヨシ骨量豊まりを圏釣とした夜市の盛制上11'
茨城猿 1 2005年 3月 爾蕗街曲活性化.パ見和j閣の促進
埼玉猿 1 2003年10月

市コま草ち民ユづとニ〈市テり艇ィのづを推つく進りな、、曹格社、革会地扶教縁助育コの草ユ推エ進テ、ィtの活性化に寄与するツーんとLての役割平薬草.1 2002年12月
干葉浪記 20例年 2月 推進 l傑すづ畿〈、監療、摺祉の推進、学術、文化、芸術、スポ一世の援興、環壌の傑金
東京都 1 20例年 4月 『地緩JI環境JI国際jを考え晶曹っか り
東京都宮 199B年 地元の住民のコ亙ユニケーショシっくり
東京都3 2001年10月

N自P然Oエ文ネ化Jのレギ形ー成を底議す晶ため強行したずリ-:"電車艇警の購入者向土のま雪量豊軍事時晶ため東京都4 2001年 4月
東京都 5 油田年10月
東京都e甜02年10月①f地向場か売コの闘韮オ世ニごLJニbとfテ接{ナ例ィ子のえィ活ばブ性重と基化本して、の地、欝②議定ス経、羽5刃寄ー曲鞠ム活由ー性犠ブ化磨メ:なJトど壷〕を推緩進んすだるりた頼めま、れ③たスローピジネス、フェアトレード蕗撮
神構111晶1 甜05年 1月 単のす 1:'ス:iI:換絡了後品世がとうのー曹とうブ日 害事告重量す。
神構111晶2 油田年 4月織聖書の鶏岸義化
型車知書.1 甜02年 8月 地場社会0)"亙ユニケ むョンづく仇爾腐録時活性化
型車知書.2甜00年 4月食や環境、油産地溝、まちおこしなどに関わってい晶人たちのネットワーヲっくり。
舷阜罷 1 甜00年 4月 地場遜置は労働壷提供したλ!こ対Lて与えられそれが地元時経営する爾窟母みで1開閉されていますe

豊野義 1 問。。年 4月 間難解決のた晶のひとつの鼠みとして菜糠に晶、れて有効性や改昆母余地帯検射とす晶e

富山保 1 問。。年 ネットワー空母λ的資続的支涜
大阪府 1 油田年11月 地1場地壷構申コる;;やaニかテにィネ母ッ活トワ性ー化キ、思ン4ボ7、ラよンりテよィいア地活蟻動社の会促(進人3と畠然に申書Lい地域循環盤時社会〕っくりに普主体がカ告寄せ脅え晶ょうヰ仕組みとして利態。
大阪府 2 剖 04年11月 商鹿衝など骨地域軽量寄曲活性化
大阪府 3 間04年10月 地場の助It脅い晶わせて近畿商業時活性化
大阪府 4 釦00年 7月 里山告書護部活動ぬ活性化、里山の経濃縮檀申書量活白
京都府 1 間02年 1月 地婦の活性化、コ韮ユニケーショ:"時増進
京都府 2 間03年 8月藤壷逝巳て厳島知世壷出来品だ1す件相、地域コ韮ユヱティ母活性化費高島向するとともに子哲生から高齢者事で安全安心に事事らせ晶地域づくり
量韓貿熱 1 釦03年 4月 地場経湊0)繍環
滋賀熱 2 間前年 4月 市向の消費拡大と経講の活性化、市E監の事ちづ〈り意識膏商品晶
滋賀熱 3 2003年 重量管潮時外来魚0)ノ-1)1)ーλの繍知
滋賀熱 4 1999年 5月 主化、環壊、犠祉を主主晶と共に地域経講師活性化争指環製社会音築くた酪{灘撞に褒iii!)
滋賀熱 5 2003年 義Lい意識の創造
兵庫熱 1 2005年 6月 地震地3甫0)推共進生、を農コ村:"・セ擁ブ護トのとし傑て堂い、品生。産者と消愛者の交流、地蟻曲活性化‘助け合い活動によ晶お札ぬ気持ち由広がりなど
兵庫熱 2 剖 01年 7月 人権、環境、共
兵庫熱 3 問。1年10月 開始当初1;1:，熱帯地域ピジョン護員・事輩諮問総合員・兵庫際立大学の学生聞大学退陣草市民中心に活動。汀エコマネーでパソコシ、携帯飽言語幸俊問@
彊主纏熱 1 問。1年 8月 高齢者と子供たち時世代間交涜且びコ韮ユエケーショシ
彊主纏熱 2 199B年 地元で出動iす脅い、高齢者時技術寄生かす
楢銅製 1 却臨年 5月 地事ち域づコく韮りユ、ニ~テtぅィニの.17-活ィ性ア化時、擁地護譲、経'J サ費イ時'活性化、ポラン予イア活動的擁議
大分裂 1 間関年11月 ;jlぅ イヲんの推進
佐賀熱 1 剖 04年 8月環境保全活動{生ゴ亙壷宝1=)在活性化す晶た晶の潤滑摘として強行してい品。
佐賀熱 2 油田年 地域ポラユd予イア由促進
沖縄犠 1 2006年11月5号宜共闘事商事繋間後進、まちづくり率重量や地域溺動向由市民参加の推奨



輸
出
伸
岳
地
昨
露
連
醐
醐
什
接
務
縮
鴻
a
d
q
時世溶

i主

表3:地域通貨の発行の仕組み
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また、遜貨の裏に裏書する境問があ号、例えば、実

織目、提供したサ』ピ兄、提供苦れたサ』ピスなど

を記入するかたちのものもある。また、これが各自

の預金通娠のかたちをし、そのljlに、サ}ピスを授

受した記録が蓄積されるかたちのものもある。この

ほか、ピ}チグラ主主を地域通貨としているもの、単

111を保全するサー!::"スの対儲として発行した地域通

貨は、里山で焼かれた炭と交換でき晶もの、釣り人

が釣ったブjレ』ギjレ、ブラックバJえなどの外来魚を

リリ}スきせず地域通貨と失換して湖・河JIIの環境

保護とするもの、携帯電話やパソコンのなかで流通

するネット・マネ}など種類も多数みられる。

また、価値を下げる形ではないが、流通する期間を

3今月、 5ヶ月程度に限定して流通させるかたちが

一般的である。また、地域活性化のための各種のイ

ベントの関僚に合わせて地域通貨告発行した号して

いる。さらに、時間預託制度を用いているものもあ

る。これは、単位として、 「時間J サーピスに要

した時間を設定して地域通貨の単位に換算するなど

工夫している。

(4)地域通貨の利用者数、利用者の特徴

利用者数については、かなり限定書れた地域のみ

に流通するタイプから、行政の支援を受けてiよ;く市

内、県内で利用寄れているもの、引いては全国レベ

ルで利用きれているものもあ号千差万別である。 50

人から君。人の利用者数、 1∞o人以上の利用者数があ

るものなどが多く二極分化している(表4参照)0 

表4 地域通貨の利用者数

利用者数 構成比%

50人未構 l品3

50人から90人 20官

君。f、から1宮古J、 i品。3

200人から299人 0.5 

300人から宮自由人 1畠邑

1000人以と 23.3 

言f 100.0 

利用者の特徴については、設問は、自由記述であ

るが、次のように整瑳できる。複数回答を前提とす

れば、最も多い凶答は、 「地域通貨の利用に賛同し

てくれたボランティア仲間あるいはNPO団体の仲間」

(151干)であり、高齢者層 (65歳以 hと明記杏れて

いるものも含む) (骨件)、地元商京(告件)、主婦

(7件)がこれに続く。また、農家 (5件)、地域住

民ないし全市民{計約、大学生 (5~約、子供たち

(児童) (3件)と続き、行政機関 (1件〕、地元パ

スの交通機樹事UJU者 (1件)もあるc このほか、地

域通貨の利用形態もあ晶が、 fいろいろな人がおり

一概に特徴は言えないJとするものも5件みられる。

(5 )地域通貨の発行している人達・団体の特徴

地域社会でボランテイア活動をしている人逮が自

然発生的に集まって実施している。こうしたグル』

プが、 NPO法人、特定非営利活動法人として地域通

貨の流通に努めているケ}スも比較的多い。この場

合、地域活性化の活動を主力に実絡しており、これ

を補完するものとして地域通貨の発行・流滋を手が

けているケえがあろう。また、地域溜貨の事務局

を行政機関、具体的には、市役所のなかのまちづく

りプロジェタトの中に設けていたり、地元の商工会、

商j苫衡の人主主が中心になっている場合もあるe また、

地元の大学のボランチイア間体が精力的に活動して

いるケ}スもある。さらに、地域滋賀の発行ー管理

をしているグル日プとしては、地域の自営業(農林

漁業者、商底)、専業主婦層、学魚、企業を定年退

職した問機世代腐などである。特に、東京近郊、大

阪近郊の都市部において、時間的にゆとりがあり、

富裕層とも言える随塊の世代が地域貢献のかたちで

相互にボランチィア活動をしている区域、これが学

生や専業主婦層も著書き込むかたちで実施していると

ころは活気がみられる。また、地方でも、安定した

共同体(村落共同体)の基盤を持っているところは、

地線通貨の利用で、コミュニケ』ションも一段と強

ま号、地元の産物の生産・消費、祭りなどのイベン

トにも効力を発揮している。一方で、地域通貨の発

行昭管理においては、この仕組みを維持していく管

理出の負担が高いこともあり、この管理が高齢者な

どに負わされた場合、なかなか継続的な発行・管理

は襲撃しくなる。一方で、学生のグループが在学綴問

中に入れ替わりながら、常に鎗環的に地域通貨の発

行・管理に携わ号、イベントを実施し、しかも大学

周辺の商脂衝で広く地域通貨が流通しているなどの

ケ}スは、活動が活発になっている。

(的地域滋貨の加盟席数、通貨の利用頼度など

地域通貨を利用する場合の加盟1蓄が参加している

ケ}見は、 34団体ある〉このうち、 1から201苫舗の



構成比が多いが、 1001苫鋪以 kや81-100応舗もこれ

に続く。 1持舗数においては二猿化の現象がみられる

(表5参照)。

表5:地域通貨を利用している加盟活

加盟癌数 構成比%

1腐から201苫 47.1 

21広から40/.5 0.6 

41庖から関底 1.2 

品1応から80/苦 2.9 

畠I応から100庖 呂.8

101広以上 23.5 

言十 100.0 

次に、地域通貨の1)草月当たりの利用図数奇尋ね

たところ通貨システムの利用形態によ号、利用問答

は異なってくるが、有効回答34団体の内訳は次のと

おちである(表8参照)。

表監 1か見あたりの地域遜貨の利用回数

1か月さきた哲の利用回数 構成比%

1回未満 14.7 

1回語、ら 4組 2官4

5図語通ら吉田 20.5 

10潤から49閥 5.号

50倒 2告

不明 20.5 

首f 100.0 

(7)地域の現状

地域通貨を発行している地元の経害警の現状 (200畠

年11から12月)を聴いてみたところ、厳しい状況に

あるとする岡答が目立ったe 特に、人口の停滞ない

し減少、地域の高齢化、後継者不足といった構造的

な状況に加え、製造業が去ったための主主源化、藤}告

でも雫き庖舗があるなど地域経清の将来に暗号い量芸者

投げかけている。また、地元商底衡が郊外型の大型

}苦舗の攻勢を受けて発層上げに響いている、などの

現状割'1iIIiも窺える。こうしたなかで、地域通貨を休

止していた草取習やめに至ったろr-スもみられる。

(8 )地域通貨発布の目的に貢献している理由

地域通貨発行の目的に貢献している理由をたずね

最近時金融関識と地域通貨的可能伎 35 

たところ、地域経済の現状は苦しいをがらも、様々

な工夫をして乗号切っている姿が自立ったe 例えI!、

地産地消、サ]ピスの交換、定期的・継続的なイベ

ントでの活用などを主目的としながちも、これをワ

サイクル活動や自然保護への活用に広げたりしてい

る。また、換金性を持たせて通貨の使い遂を広げた

り、事務局の管理負担を軽減するために口座システ

ムの隠発・導入をしたところもある。また、事業告

発展させるために、大学と提携したり、1¥'1'0団体、

市などの行政機関と協力しているかたちのものもある。

V剛結酪

現在、金融の自由化・グローパル化が急速に進展

し、人々が法定通貨を単なる財・サーピ又購入のた

めの取引手段だけは脅し資産運用のための投機手

段として利用することが顕著になった。今到のよう

にワスクの高いサププライム・口一ンを取り込んだ

元本の保証のない金融調品に投機日約で投資して金

融パブルを急膨張させ、結局はバブル崩壊した結巣、

多大な影響を金限界に及ぽすことになったといえる。

一方で、我が国の地域経済は、高齢化、少子化、人

口の減少、産業転換もあ号、特に小規模集務といわ

れる地域、地方都市における荷!苦衡など苦境に立た

きれている。貨幣は、人々がある種の鏑徳観をもっ

て行動するとこれの媒介手段として大きなカを発揮

しうる。近代の資本主義経済は貨幣経済という側面

にも支えられながら急速に発展したといえる。しか

し、人々が自己の利殖巨的で金融師事j主主のみを求め

て貨幣を使用すると図礁な結果を招く場合がある。

もし、人々の価億観が長期的に人類の食事に必要な

地域経済をしっかり守っていくことや、自然環境を

維持していくこと、排出ガス規制を守るなどを重視

し、何にも増してまず孤立化している人々の関の砕

を得度築き上げることを目的として地域通貨を使う

とするならば、そうした理想的な社会を実現するた

めの有効な蝶介手段として大きな役割を果たすこと

となろう。

今後、地域通貨のアンケート調査を基礎に、その

地域通貨が流通している地域経演の特徴との関係を

分析した号、地域通貨と公共財供給との関係を実験

経済学の手法でシミュレ』シ認ンして地域通貨の役

割を考えていくという研究の方向をきぐることとし

たい。
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1 当言語文i主、「地域活特化に震獄す晶議域通貨の研究J(草寺

学研究費、基盤研究C、議題番号19530281，研究期凋平

成1宮年度から21年居訟における研究或果的ひとつで晶;;'0

2 外関為替持ち高規制とは、金融機関が保告する外貨建

て資産額と外貨建て負債務との差額を経営規模に応じて

晶i喜一定時金額の範関に抑える規制をかけていた。

3 1弼3年11月に発表寄れた日米蔵相共同声明により設置

きれた望号員会で、 H本暗殺磁自由化や間際化昔強く殺し

滋め品事要因となった。 19畠4'苧5月には、<D大口預金金利

の自由化、③外貨の円転換裁瞬時撤灘、③阿建てBA子宮湯
舟創設、④外屋銀行単独での信託業務進出町暴露、告ど

がE聾号込まれた報告書が発表害すι実行に移された。

4 パプル鋳昭裁が同時金融の分析については、白JII係閣)

の第30章資産 F価格上品と金融政策jを拳H章。

5 デフレ」ションの経積分析については、精霊盟(京総}を

参j除6

6 7'7レ」ションドの我が国的金磁分析については、小

宮隆太郎錦互理)のなかの第1鴇「ヂ7レ下の金融政策」、

自JII(宜腿〕の第N部「近年の金磁波策運営を巡る論点J

を重量照。

7 銀行的自己資本に関する競制、「自己資本の測定と基準

に関する間際的統イヒJいわ申るIIlS裁事jとも言われる。

11糊年代に金融自由化を議めた米国で、 1錦4年に大手銀

行で晶ったコンチネンタル・イワ/イ銀行が磯綻L、こ

丹影響が国際的な銀行間取引を通じ亡海外にも波及しそ

うになったことの反省から生まれたロ 1鵠高年にパ」ゼル

銀行監督委員会が公表したα 国際業務をLているま量打に

対して信用秩序維持のため守るべき基準、 BIS基準とは、

自己資本比率が日%を越えない銀行は、国際業務を禁じ

るという BISでの取り決めである。自己資本比率は、余

融機際的事業法人的慰草野分析で用いられ晶ものと異t，t<'>

定義?品仏自己資本音分子とし、分母i孟ザ兄クアセッ

ト{資産の種邪・ 'Lスクによって、liIl霊平均された資産

項呂)で与えられる比率と主主っている。

8 中央銀行が民間金融機調に供給する貨幣量叩ことで、

税金滋賀と中央銀行当疲預金残高を合計したもの。ベい

スマネ}晶晶いはハイパワ-1"マネ}とも呼ばれる。 民

期的金融機関を滋じて、マネタ')-網ベ-;えが信用創造

により何倍ものマネ}サプライを童u迭することに在る。

昔 日本銀行i土、型自民年3月に金融政策的方針をぜ担金利

政策から量的緩和政策に巡り害事えたことが、日銀準傭預

金への積み tがりを促進したことも透白のひとつに考え

ることもできる。しかし、平常時であれば、この積み上

が草分は、金融機関の貸尚や有錨詰正券投資にまわ号解消

す晶方向にはたらく。異常な積み上がりが5年間も継続

したところに省効者金融政策の様界が窺える。詳鍛I~、

小宮(宜E白}の金融政策論議の争点第4章「量的緩和採照

後1年間時経曜刻、自JII(沼紛時現代的金融政策第 18~

「設的金融緩和政議jを参照。

10 主にアメワカ合衆周において貸し付けられたロ」ンの

うち、機良験客 (プライム層)向けでないも的をいう。

報道機関ではしばしば儀所得者向けロ}ンとの説綿がd

tL.低所得者に害額的貸し付けを行ったというニユアン

見で取哲上げられ晶<o'.厳密には通常的住宅口}ンの審

査には逮ら者いよう t，t信用疫の低い人向けのローンであ

る場合が多い。

11 サプサハラ・アフリカの経務分祈については、二村仮初)

を参照。

12 貨聖書日理論的考え方は、 JM，ケインズ (1乳36)を参照。

13 地域通貨の定義については、西部(耳目的)、林・与謝野

(京総)を参照。

14 マルグワッi".ケネヂイが創設したMom沼TA，国際

的な連帯のネットワ}クであるアライアンス 21に社会的

通貨WORKSHOPが形成され地域通貨の国際的なネット

ワ}タ謁場成きれてお号、欧熊楠鬼選貨会議(百脱年7月)

がドイツで開催されている。

15 議議議貨の業態語暗殺としては、♀謝野、熊野、高瀬、

林 (在泌)を参照。また、地域遜貨の掩適のため条件を

分析したものは、林昭与謝野(宜腿)を毒害関。
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