
要約 ： 長期的な価値への投資を生む「老化するお金」 

投機的なお金 
お金の最も基本的な機能とは、交換の仲介。お金は流通することで始めて意味を成す。 
今日の世界では、お金が独り歩きし、お金の流通量のほとんどが、投機的性質に占拠された。 
「格差」や環境破壊の根底にあるのは、この「意味を持たないお金」 
 
不合理な利子 
このような状況を生んだのは、お金が永遠不滅で、価値を減らさないから。 
減るどころか、何もしないでいると価値が増える。…利子。 
本来流れることで機能したはずのものが、流れないことでかえって価値を増やしている。 
 
時と共に価値を減らすお金があれば 
もし利子がない、時と共にお金が価値を減らしていくものであれば、誰もお金を貯めこんだりはしない。 
持っていても減るだけなら、お金の流通は活発になり、失業者を減らすことができる。 

 
もしお金を持っていることに意味がないのなら、人は必ず、長期的な価値を持つものに投資する。 
何世代にも渡って恵みをもたらす灌漑設備や農地、林業、偉大な建築、そうしたものが「貯金」の代わりになる 

 
今日のわたしたちの世界を眺めてみて、そうした長期的な価値を持つものが目に入るでしょうか。 
十年で壊れる自動車、三十年で老化する建築、これらはすべて、「短期的な利益」を求めて濫造されたもの。 
それも「森を育てるより売ってお金にした方が得」なシステムに導かれてのこと。  

エンデの遺言 ブログ要約 http://arabic.kharuuf.net/archives/163 



法定通貨と地域通貨の機能と役割 

①交換の媒体 
  あらゆる商品・サービスの交換を媒介 
 

②価値の尺度 
  商品・サービスの価格の単位を定め、 
  比較・交換 
 

③価値の保存 
  価値を保存・貯蔵して将来に持ち越せる 
 

④価値の増殖 
  （他、投機的利益の道具、支配の道具等） 
 
   利子の発明、金本位制廃止（1971年）→お金の一人歩き 
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イサカ（Ithaca） 
アメリカ合衆国ニューヨーク州 
中部にある都市。 
人口は29,287人（2000年国勢調査）。 
都市圏では100,135人を数える。 
 

同市にはアイビー・リーグ（東海岸の名門8大学）の1
つに名を連ねるコーネル大学をはじめ、イサカ大学、
ニューヨーク州立大学コートランド校などがキャンパ
スを構える学術都市として知られている。また、市内
や周辺には公園や遊歩道、森林など自然景観の美
しい場所も多い。 
 

イサカはフィンガー・レイクス地方（Finger Lakes 
Region）と呼ばれる、ニューヨーク州の中では田舎と
される地域に位置している。ニューヨーク市からは約
400km離れている。最も近くにある州の主要都市は
シラキュース市で、車で約1時間ほどである。 
 

イサカの経済を支えているのは主に教育およびハイ
テク産業である。加えて、周辺の豊かな自然景観を
活かした観光業も発展している。2006年現在、イサ
カは停滞の続くニューヨーク州内において順調に経
済発展を続けている数少ない都市のひとつであり、
周辺の町村からも市への通勤者を集めている。 

豊かな自然に恵まれたイサカと 
その周辺では観光業が発展して 
いる。市域内に3ヶ所、周辺の 
州立公園内にはさらに3ヶ所の 
渓谷がある。 

イサカのショッピング・エリア事情は光と影の両面を併せ
持っている。イサカ・コモンズ（Ithaca Commons）やセン
ター・イサカ（Center Ithaca）といったショッピングモール
は市の再開発の一環として建てられた。しかしこれらの
ショッピングモールの成功の陰で、ダウンタウンの商店
からは客が奪われる形となり、活気を失ってしまった。新
たに発展したショッピング・エリアは旧市街の北東や南
東に広がっており、全米展開しているチェーン店が多い。
一方で、これら新規参入のチェーン店は地元住民の選
択肢を増やし、市や郡にも税収の増加をもたらした。こう
したスプロール化と経済発展は二律背反の関係にあり、
イサカ市およびその周辺では今も論議を呼んでいる。 

 
政治的には、イサカは自由の
気風が強く、民主党が優勢で
ある。ニューヨーク州内陸部
のほとんどの地域が保守的
なのとは対照的であると言え
る。         （Wiki） 



コーネル大学（Cornell University） 
• コーネル大学（Cornell University）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州イサカ市に本部を置くアメリカ合衆国の私立大学である。1865年に設置され

た。 
 

• アイビー・リーグに属し、世界の大学をリードしている有数の名門大学である。一部公立も含み、世界でも珍しい半官半民の大学としても有名であ
る。特に農学、建築、コンピューターサイエンス、工学やホテル学は著名である。世界における大学ランキングで、2008年度のTimes誌による
THESで15位、2010年度のWebometrics Ranking of World Universitiesで4位、2011年度の上海交通大学によるARWUで13位にランクされる
[1]など、アメリカのみならず世界でも非常に評価が高く、ノーベル賞受賞者を多数輩出しており研究教育の両面においてトップ層に位置している。 
 

• コーネル大学は、1865年に、米国の電信事業における先駆者でありニューヨーク州上院議員であったエズラ・コーネルと、同じく州上院議員でミシ
ガン大学の元教授であったアンドリュー・ディクソン・ホワイトによって設立憲章が起草され、1868年10月7日、3年余りの準備期間の後、ニューヨー
ク州イサカに開設された。 
 

• コーネル大学は、設立当初からニューヨーク州におけるランドグラント大学である一方、アイビー・リーグの一校としても名を連ねるという、世界でも
珍しい半官半民（公立かつ私立）の大学の一つである。 
 

• 同大学の著名な研究分野である 機械学、生命学、ホテル学、農学、獣医学などは世界一と評されている； また、コンピュータもアイビー・リーグの
中で最大の施設と研究を誇り、北米でトップ 5 に入る名門分野である  

• 1970年代から始まった情報検索システムであるSMARTシステムの研究開発等によって、また、電子図書館（Digital Archive、Digital Library）の
実現において先駆的な業績を残した。その他には、データベース分野、知識処理の分野でも数多くの業績を残している。 
 

• ホテル経営学の分野では、数多くの卒業生が世界の一流ホテルで活躍している。 
 

• また、物理学の分野でもコンピュータ科学学科との連携により、高エネルギー物理学のための情報交換プロトコル等の設計でも業績を残している。 
 

• 農学の分野では、北米の数多くの先進的な農場等で活躍する卒業生を輩出し、FAOやアメリカ合衆国農務省(USDA)、更にはUNDP等で活躍す
る卒業生もいる。 
 

• 4年制大学卒業後に入学する獣医大学(College of Veterinary Medicine)はU.S.Newsのランキングで、2000年から連続して全米No.1の評価を得
ている。 
 

• 生命科学の分野では、物理学の分野と同じくコンピュータ科学学科との連携により、アメリカ国立衛生研究所の遺伝情報データベースの構築等で
業績を上げている。また、医学分野との連携によって、タンパク質の解析等の分野でも成果を挙げつつある。 
 

• SETI@Home（関連項目：SETI）プロジェクトにおけるデータの提供を行っている、プエルトリコにあるアレシボ電波天文台の運営をアメリカ国立科
学財団より委託を受けて行っている。 

（Wiki） 



Ithaca HOUR Human ATM 

Neighborhood Enterprise School Teachers 



Comment by Glover 
These articles do not represent the Ithaca HOUR Board of directors. 
 
November 2007 The Destiny of Dollars  
July 2006   Greenplanners  
August 2005   Health Democracy  
August 2004  "Oil Must Go!"  
April 2003   Big Problems Need Little Solutions  
August 2002   Whole Ithaca Stock Exchange (WISE)  
February 2002   Book Review of "Money" by Tom Greco  
November 2001 A Reply to Harper's Magazine  
October 2001   Instead of War: Localizing While Globalizing  
September 2001  Why the United States Will Lose this War  
May 2001   Chain Stores in Ithaca  
April 2001   GreenStar's GreenFuture  
March 2001   Student Recycling Project  
January 2001   China Visits Ithaca HOURS  
November 2000  Proud to Live in a Progressive City  
October 2000   Grassroots Economic Development  
March 2000   Largest HOUR Loan  
January 2000   A History of Ithaca HOURs  

Archive: Cover Stories  
 

August 1999  Cornell's Activist History and Future  
June 1999   Shopping is Voting (cartoon, 250k)  
March 1999   Taking Control of Health Costs 
  (cartoon, 130k)  
February 1999  Who Controls Money?  
 In Ithaca, You Do!  
December 1998The Multiplier Effect of Local Currency  
October 1998  City Hall vs. Ithaca  
August 1998   Protecting Against Computer Chaos  
July 1998   Enriching Our Lives  
February 1998  Commons Destiny  
December 1997Stock Market Long Range Forecast  
October 1997   United Workers of Ithaca  
April 1997   Ithaca Health Fund  
February 1997  Fair Pay Forum  
August 1996   Proudly Introducing the Ithaca Hemp 
  Half HOUR  
April 1996   Your Dream Job  
December 1995 Ithaca's New Mayor  
June 1995  Why HOURS are ECOLOGY Money  
April 1995  Get What You Need Without Dollars  
February 1995  Growing Jobs:  
 Grassroots Economic Development  
October 1994   Banking on Ithaca 
June 1994   Does Ithaca Need Wal-mart?  
August 1992   Return of the Ithaca Trolley  
January 1992   Strength of Ithaca HOUR Grows  
 While Value of Dollar Declines  
December 1988  Ithaca Power  



地域通貨への疑問 

• 一般には法定通貨で取引しにくいボランティア活動、例えば話し相手、買
い物代行、留守中の花の世話などのちょっとしたサービスに対して、目に
見える対価を受け取ることができる。これは担い手にとって活動を継続さ
せる励みになる。  
 

• 目に見える形で活動の対価を渡すことができるため、無償では依頼しに
くかったちょっとしたサービスの提供を受けやすくなる。さらに、地域通貨
はこのような担い手・受け手への効果を通じて、地域の活動への参加者
の裾野を広げ、一般の市場では取引されにくいちょっとしたサービスをや
り取りするネットワークを構築するのに役立つ。  
 

• しかし、わざわざ手間をかけてまで、こういった特殊な通貨を新たに造っ
てやる必要があることなのかと言えば、正直疑問 。地域内でのコミュニ
ケーションを取るのに地域通貨という道具が適切なのだろうか 
 



規範の異なる金融 
イスラム金融が注目された背景 

 イスラム金融が近年大きく注目されるようになった一番の理由は、湾岸諸国の原油収入の拡大と域内経済の活況という背景
があったからであろう。そのうえで、おおむね、以下の3つの要因が考えられる。  

（１）2001年の米国同時多発テロ事件後、湾岸産油国の民間資金は資産凍結を恐れ、欧米市場、とりわけ米国市場には 
   向かわなくなり、アラブ域内に投資される傾向が続いた。 
 

   これは単に金融資産だけの問題ではなく、人的交流についても同様だ。テロ事件までは米国の大学などで学ぶ中東 
   産油国からの学生数はサウジだけでも年間数万人という規模であったが、米国の対中東政策・外交方針に対する 
   アラブ社会からの反発や、欧米におけるイスラム社会に対する対応変化などから、イスラム回帰とも言える傾向が 
   アラブ社会で強まっている。  

 こうした状況の中、ムスリムとしての遵法精神が近年ますます重視され、従来型のファイナンスよりもイスラム型金融を選択す
るという傾向が強まっている。  
 

（２）5年程前には従来型（非イスラム型）の金融商品や金融スキームしかなかったが、近年様々なイスラム金融商品が開発 
   され、商品化された。その結果、投資家および資金調達者は従来型商品とイスラム金融型商品の両方を比較検討できる 
   ようになっている。またイスラム金融型商品が多様化されるにつれて従来型に比較しても遜色なく、従来型よりも有利な 
   条件で資金調達ができるケースも出てきた。そのため、イスラム金融への需要がさらに強まっている。  
 

（３）湾岸産油国の経済が急拡大した結果、域内の有力企業による資金調達規模が急速に拡大している。例えば、近年欧米 
  の有力企業や事業を積極的に買収しているサウジアラビアの上場企業SABICは、2006年発行の総額30億ドルの 
  イスラム債（Sukuk）に続き、今年7月には総額22億ドル規模の第2回イスラム債を発行した。 
  

 SABICは今後2年間に総額200億ドルの資金需要を見込んでいるが、すべてイスラム金融型で対応する予定である。また、
サウジ電力が発行する総額50億サウジリヤル（13.7億ドル）規模のイスラム債券発行についても、HSBCサウジアラビアがアレ
ンジを進めている。  

 



発展途上のイスラム金融 
 各国が対応にしのぎを削るイスラム金融だが、その歴史はまだ浅い。サウジアラビアのイスラ
ム型最大手銀行アル・ラジヒ銀行の幹部の話によると、「イスラム金融は1970年代から始まった
とされており、いまだ試行錯誤の段階にあり、現在の形が完成形ということは全くない」という。   
 

 歴史をひもとくと、1973年の石油ショック後、サウジアラビア・ジェッダに世界中のイスラム諸国
への経済援助・支援を目的にイスラム開発銀行（Islamic Development Bank＝IDB）が設立され
た。その後、1975年にはドバイで民間イスラム金融機関であるDubai Islamic Bank (DIB)が設立
された。このDIBが、イスラム金融型の預金・貸し出しの原型と言われている。  
 

 そもそも、イスラム金融は不労所得である金利を禁止し、シャリア（イスラム法）に反する概念を
排除するものであるが、例えば新商品を開発するために使われる金融手法がシャリアに反する
かどうかはシャリア学者によっても意見が分かれることが多く、絶対的なものではない。時代の変
化とともに解釈が変わることもあり得る。  
 

 イスラム金融と利潤追求は矛盾するものでは決してなく、むしろ利潤追求は美徳と認知される
概念もある。問題は、資金提供者がリスクを冒さずに利子のような不労所得を得ないシステムを
構築することになる。  

 



イサカアワーの特徴 
１）通貨の循環額情報の共有 
  通貨の発行ルール 

 ①新規加入 ②地域の非営利団体の寄付 ③承認されたローン 
  

   地域経済・コミュニティの活性化 
      自作陶器の販売→狭い経済基盤の中での多様化の確保 ex.工場の街 

 

２）地域福祉活動の中での循環 
家庭内暴力救済支援、ホームレス援助、有機栽培農家支援 

      イサカ健康保険基金（群の３５％が健康保険未加入。街の病院：職員も患者も住人） 
 

３）職人の地域保護 
 地元の木材を使った美しい家具 （仕上げまで１年。コミュニティの中での販売、技術講座の開講） 

 

４）小規模な有機栽培農家の地域育成 
   プロジェクト型の農業。（出資者が収穫期に作物を受け取りに家族で訪れる。米国での有機農業には３年間の審査が必要。） 
   需要と供給の価値観の共有→地域の土地を農薬や化学物質の汚染から保護。 
 

５）グローバルスタンダードによる淘汰への対抗 
 大型スーパー対、街のパン屋。地域の小規模商店や事業の保護。 

 

６）コミュニティを基点とした地域通貨 
    地域循環型経済の補強。地域の経済的環境や社会的影響をコントロール可。 
     地域雇用：電話帳に掲載されている１４００のイサカアワーのビジネスリスト。 
            従来の市場にはなかった雇用や技能を受け入れる許容力を示している。 
            実際の人々、実質的な時間、熟練や技能に裏づけされた本当のお金          
 

     連邦通貨（ドル）／多国籍の商品や銀行に依存／熱帯雨林の伐採や戦争に使われている 
            金や銀にすら裏打ちされない奇妙なお金 
 



相互扶助 
 

人類の誕生以来、相互扶助そのものは世界各地に存在していたが、ヨーロッパにおいて特に相互扶助が注目さ
れるようになったのは産業革命以後に様々な社会問題が発生するようになった後である。産業革命によって封建
社会の共同体下で存在した相互扶助の形態が解体され、これに代わり得るものを人為的に組織する必要が生じ
たからである。例えば、救貧法はギルドや農村共同体が担ってきた最低限の生活保障の機能を担い、その他の
分野でも自発的な結社や慈善団体による相互扶助機能の提供が行われた。 

 

18世紀になると、各地に友愛組合・共済組合・労働組合・協同組合など「集団的自助」を目的とした団体が結成さ
れるようになる。こうした団体は厳格な規則とともに組合員に共同基金の創設・維持のために一定の組合費や拠
出金の出費や組織活動への参加を義務付け、代わりに死亡・疾病・老齢・失業などに対する給付を請求する権
利を得た。こうした組織はイギリスでは主に労働者階級が主導して結成され、フランスでは名望家階級の後ろ盾
の存在が大きかった。また、国家もこうした組織の登録制度や優遇税制による把握に努め、その組織結成を促し
た。こうした政策は後の社会保障制度や福祉国家の形成に大きな影響を与えた。ただし、その一方でこうした団
体は主に組織労働に従事する成人男性とその家族を対象としており、低所得者や女性の参加は考慮されていな
かった。 

 

とはいえ、こうした組織は移民や商業活動を通じてヨーロッパ以外の地域にも広まった。アジアでも中国の義荘や
日本の講・友子などの一族単位、地域単位あるいは職種別の互助組織が存在していたが、近代以後はヨーロッ
パを範とした共済組合などが結成されるようになった。ただし、当初こうした組織の背景には企業主義に基づく恩
恵付与と言う東アジア独特の考えが含まれていた。 

 
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2012/11/26 01:45 UTC 版 

参考文献 高田実「互助」（『歴史学事典 14 ものとわざ』（弘文堂、2006年） ISBN 978-4-335-21044-0） 



同族の救済／義荘 

中国，北宋の1050年(皇祐2)，范仲淹が郷里の蘇州で設置したことに始まり，人民中国の誕生ま
で各地に存在した同族救済のための施設。本来は義田に付設された屋舎を指すが，一般には
田･屋総称して義荘という。義荘は一族の有力者の寄付，あるいは共同の出資によって設けられ，
その収益は同族内の貧困者の扶養，冠婚葬祭，子弟の教育などに使用された。また多くの場合，
設置者は義荘の管理･運営に関して規約(義荘規条)を作成し，子孫に遵守させた。 

世界大百科事典 第２版  

同業の救済／友子  
 

鉱山労働者の相互扶助組織。落盤，珪肺(けいはい)等の職業病や閉山の不安にさらされた生活
を背景に，江戸中期にはすでに成立，やがて全国的規模に成長した。技能伝授の機能を果たす
とともに，傷病への救済や失業者の就職斡旋(あっせん)等を行い，坑夫の移動時には友子同士
が一宿一飯を供する仁義が守られた。                                                             百科事典マイペディアの解説 

神社・寺院等のコミュニティーから派生／頼母子講・無尽講 

日本においては、地の神社・寺院へ参拝するための数多くの講が作られ、多くは講の中から数人
を選び、代表して参拝する「代参講」が行われていた。講の相互扶助団体への転用は、この代参
講から派生したものである。皆で金を出しあって、参拝に行くのではなくその金をくじや入札に
よって構成員に融通するというものである。 

海外でも多くの場所で運営されており、ROSCA(Rotating Savings and Credit Association 回転
型貯蓄信用講)と総称されている。 中国・唐代三階教の無尽蔵。発祥は異なるが、「マイクロクレ
ジット」と呼ばれる発展途上国の個人に対する融資も、同様に共同体を基盤にしている点を指摘
する論者も居る。大韓民国においては、韓国人は銀行をさほど信用していないところがあるため、
金銭を預ける際に利用するものとして、日本の頼母子講に相当する仲間内での契（ケイ）が存在
しており、今なお利用する者は少なくない。 台湾では互助会という。            wiki 



無尽蔵 
無尽蔵は、本来、無限の功徳を有することを、尽きることのない財宝を納める蔵に喩えた仏教用語で
あった。 それとは別に、飢饉の貧民救済にあてたり、しのぎの資金を提供するために金銭を蓄えた
金融機関が生まれ、利息を得て寺の伽藍の修復資金にも使われた。 
喩えとしていた蔵が現実のものとなり、その金融機関を「無尽蔵」と呼ぶようになった。 
昭和２６年に施行された相互銀行法によってほとんどが、相互銀行へ転換。 
                                                    語源由来辞典 

現状 
  

21世紀となった現在でも、日本各地（主に農村・漁村地域）に、無尽や頼母子、模合と呼ばれる会・組織が存在して
いる。メンバーが毎月金を出し合い、積み立てられた金で宴会や旅行を催す場合もあれば、くじに当たった者（くじと
言いながら実際は順番であることが多い）が金額を総取りする形態のものもある。多くは実質的な目的よりも職場
や友人、地縁的な付き合いの延長としての色彩が強く、中には一人で複数の無尽に入っている人もいる。沖縄県で
は県民の過半数が参加していると言われるほか、九州各地や山梨県、福島県会津地方などでもよく行われている。 
 
・民間においては、現在でも親しい仲などが集まり小規模で行われている。近所付き合いや職場での無尽、同窓会
内で行われる無尽などがある。毎月飲み会を主催する「飲み無尽」や定期的な親睦旅行を目的とした無尽など、本
来の金融以外の目的で行われているものも多い。山梨県では地縁血縁選挙の舞台ともなっている。 
  
・日本においては、金融機関から融資を受けられなかった社会的マイノリティー層においても、古くから現在に至る
まで運用されている民間金融手法である。  
 
・町内会や商店会などで運用される場合もある。  
・「無尽」の行為自体に関する法律は現在まで存在しない。  
・石川県加賀市の特に山中温泉地区、山代温泉地区では預金講（「よきんこ」と呼ばれる）という無尽が今も盛んで
ある。 
 
これは平時には宴会、旅行目的の会だが、メンバー本人あるいはその身内に不幸があった場合は葬儀を業者に
頼らず、預金講仲間が取り仕切るのが1990年代までは地域の常識であった。しかし現在では地区の高齢化率の
高さと地区住民の多くが従事する地場産業の疲弊ゆえにこの葬儀の際の互助組織という役割は廃れつつある。 
                                                                                                                                                                                                                                         Ｗｉｋｉ 



 
1930年代の日本でも，無尽・講は農村のインフォーマル金融の一端として重要な地位を占めていた．次節で示すよう
に，本稿で用いるデータでは，借入先別の負債件数に占める割合は，個人の62%に次ぐ12%である．また，1934年
に全国約30万の頼母子講の概況を調査した，農林省経済更生部（1935）『頼母子講ニ関スル調査』（以下，頼母子
講調査）によれば，頼母子講は約75%の市町村に存在し，平均的に1市町村あたり約40の講が存在した．
無尽・講は広く浸透した一般的な金融手段であったといえよう． 
 
他国のROSCAsと比較した日本の無尽・講の特徴として，次の2つが指摘できる．第1は，特定の講員の救済や投資
を賄うために組織される，「親有り講」が広く存在したことである．頼母子講調査によれば，親有り講のシェアは66.3%
であった．これは，初回に掛け戻し金を受け取る者（親）があらかじめ決まっている無尽・講である（渋谷（1983）；齋藤
（2009））．親には，事業資金を集めたい者と困窮者があった．困窮者が親となる「救済講」は，通常は利子率がゼロ
であった（小島，2011）．このような救済講は，一般的なROSCAsよりもセーフティネットとしての機能をより際立たせ
ているといえる．なぜなら，一般的なROSCAsは不測の事態に陥ったときにセリによって掛け戻し金を得るのに対し
て，救済講はあらかじめ特定の困窮者の救済を目的として組織されるからである．このように特定の困窮者の救済を
目的とした講の組織化は，著者らの知る限り，日本以外では報告されていない． 
 
第2の特徴は，無尽・講の掛け金・掛け戻し金が大きく，満期年数も長いことである．頼母子講調査によれば，一口当
たりの講金総額は427円であり，当時の農家所得の約6割にあたる9．また，77％の講が，残存年限が5年以上の長
期に渡るものである。これに対して，他国のROSCAsの掛け戻し金はせいぜい月収程度の金額であり，講のサイク
ルも1～2年程度である場合が多い（Armendariz de Aghion and Morduch, 2010）． 
このように，日本では不測の事態に陥ったときや，事業資金が必要なときに，無尽・講を組織し，相当の金額の資金
を調達し得る土壌があったといえよう．無尽・講の存在とそれへのアクセスは，リスクへの対処や資金調達の点で農
家の経済厚生上も重要な含意を持っていたと考えられる． 
 

1930年代日本の農家負債『農家負債に関する調査』のミクロデータ分析*  
 2012年10月9日、有本寛・藤栄剛・仙田徹志 

  1930 年代日本の農家負債 - 経済制度研究センター - 一橋大学 
  http://cei.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/database/documents/wp2012-3.pdf 



A friendly society (共済団体，友愛組合) 

(sometimes called a mutual society, benevolent society, fraternal organization 
or ROSCA) is a mutual association for the purposes of insurance, pensions, 
savings or cooperative banking. It is a mutual organization or benefit society 
composed of a body of people who join together for a common financial or 
social purpose. Before modern insurance, and the welfare state, friendly 
societies provided financial and social services to individuals, often according 
to their religious, political, or trade affiliations. These societies are still 
widespread in many parts of the developing world, where they are referred to 
as ROSCAs (rotating savings and credit associations), ASCAs (accumulating 
savings and credit associations), burial societies, chit funds, etc. 

①society 
 mutual        1)相互の; 相互に関係のある  2)共同の, 共通の 
 benevolent 1)〈人・行為など〉優しい, 情け深い 2)(組織など〉慈善のための,博愛の 
                      3)好意的な, 善意の 
 fraternal     1) 兄弟の; 兄弟らしい 2) 友愛の; 友愛組合の 
②association for the purposes 
 insurance  1) 保険   2)〔失敗・損失などに対する〕備え, 保護 
 pensions     1) 年金，恩給，養老年金   2) 奨励金. 
 savings or cooperative banking 
savings bank 貯蓄銀行 
米国では株式組織と相互組織の両形態がある．理論的には，預金者depositorによって所有され，貧困者間に貯蓄savingsを促進する目的で慈善事業家philanthropistによって創設された．創設者
は最高の権能を無限に継続し得る受託者委員会board of trusteesに与えた結果，savings bank預金者はS&L預金者とは違って受託者を選ぶ権利を持っていない．英国ではPost Officeが運営して
いる事業の一つである 
；⇒《米》MSB, 《英》National Savings, 《米》S&L( savings and loan association)  

Rotating or accumulating? 
ROSCAs can be compared and contrasted with 
Accumulating Savings & Credit Associations or ASCAs. 
Documented extensively in South Asia by Rutherford, 
ASCAs are also time-limited, informal microfinance groups. 
Unlike ROSCAs however, they appoint one of their 
members to manage an internal fund. Records are kept and 
surplus lent out. After a pre-agreed period  



市民運動として始まったイサカアワー 

・通貨ではなく、地域社会の信頼を背景に置く交換手段の一つ 
 

・小さな仕事の創出が国家経済を活性化 
（肺細胞と臓器としての肺。収入は課税対象。国家経済とＷＩＮ‐ＷＩＮ） 

 

・地域のことを考えて働き、地域の雇用を勇気づけてくれるお金。
使うほどに哲学が広まる。 

 

・自由競争市場主義（むき出しの資本主義）への懸念。都会で
の成功への疑問。 

 

・建国２００年の通貨の歴史。法定通貨が不足すると自治体や 
 企業が代用貨幣（約束手形に類似）を発行する歴史があった。 



自由貨幣とゲゼル理論 
シルビオ・ゲゼル 
（Silvio Gesell）  
1862- 1930年 
ドイツ人実業家・経済学者。 
自由貨幣の概念を提唱 

主著『自然的経済秩序』では、あらゆるものが減
価するのに通貨だけが減価しないために金利が
正当化され、ある程度以上の資産家が金利生活
者としてのらりくらり生きている現状を問題視し、 

これを解決するために自由貨幣、具体的には「スタンプ貨幣」という仕組みを提案し
た。これは一定の期間ごと（1週間あるいは1月）に紙幣に一定額のスタンプを貼るこ
とを使用の条件とすることで通貨の退蔵を防ぎ、流通を促進させ貸出金利を下げる
のが目的である。他に、男性に経済的に依存することなく女性が子育てに専念でき
るようにするための、自由土地の思想に基づいた母親年金も提唱している。 

ケインズは『雇用・利子および貨幣の一般理論』においてゲゼルの思想について考察
し、「将来の人々はマルクスの精神よりもゲゼルの精神からより多くのものを学ぶで
あろうと私は信ずる」と評している。 

また、作家のミヒャエル・エンデはゲゼルの影響を受けており、代表作の『モモ』は彼
の思想から着想を得ていると述べている。 

  （Wiki） 



スタンプ貨幣（消滅通貨）の誕生 

現代の地域通貨は、通貨が統一されたあとで、新たに誕生したお金なのです。 
 
現代的な地域通貨の始まりは、ロバート・オーウェンの「労働交換券」です。 オーウェンは、1832年に、ロンドンで
「全国公正労働交換所」を設立し、「労働交換券」による実験を行いました。 参加者は、「労働交換所」で自分の生産
したものと引き換えに、その生産に要した時間を記した「労働交換券」を受け取り、 他の生産物を購入できたのです。
この実験では、労働時間を価値の基準にして公正な交換をめざしたのですが、 労働時間の計算が難しさや商人の
利潤を求めた介入などの理由により失敗に終わりました。 
 
1929年の大恐慌のあと、地域通貨の大規模な流通が起こりました。 1930年代前半、ヨーロッパ、アメリカでは、通
貨不足に陥った多くのコミュニティが、 地域経済を活性化するために地域通貨を導入したのです。 この背景には、
地域通貨の理論家で成功した事業家でもあるシルビオ・ゲゼルの「スタンプ付き貨幣」というアイデアがありました。 
「スタンプ貨幣」とは、定期的に一定額を支払い、日付付きスタンプを押さないと利用できない貨幣です。 つまり、貨
幣の価値は時間がたつにつれ減少していきます。このようにいわばマイナスの利子がつくことで、 貨幣が退蔵され
るのを防ぎ、流通が促進されることを目的としています。 
  
この時代の地域通貨は、経済の活性化に成功することで、 地域通貨の有効性を証明したといえます。しかし、その
ことによって、 通貨の発行権をもつ中央政府・中央銀行から反発を受けることになりました。たとえば、オーストラリ
アのヴェルグルでは、 公共事業の支払いのために、不足した国民通貨のかわりとして、 スタンプ付き貨幣を発行す
ることで地域経済を復興することができました。しかし、オーストリアの国立銀行が、訴訟を起こしたため、 中止に追
いやられてしまいました。また、アメリカでも、 多数の地域通貨が導入されましたが、中央政府が主導するニュー
ディール政策の前に、終息することになりました。 
 

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Cosmos/3702/local_currency/lc-02.html 



オーストリア・ザルツブルグ近郊ヴェルグルのスタンプ貨幣  
ゲゼルの理論を実践し、成功した例。１９２９
年の世界大恐慌の後、 １９３２年、通常貨幣
とは異なった「労働証明書」という形の新し
い通貨を発行し、公共事業の支払いに充て
た。 
 
１２カ月分の枡目が印刷されていて、そこに
使用者たちがスタンプを貼るようになってい
る。スタンプ紙券の額面はいろいろだが、ど
の紙券も毎月１パーセントずつ減額していく。
そのため町民は月末までに減価分に相当
するスタンプを当局から購入して貼らなけれ
ば、額面を維持できない。町はこうしたスタ
ンプ収入をさまざまな救済資金に充てた 。 
 
ゲゼルは１週間で０・１パーセント（年5％）ず
つ減価するスタンプ貨幣を提唱した。  

ヴェルグルで発行された地域通貨「労働証明書」  



コミュニティメディアとしての地域通貨への期待 

現在、日本各地で、 地域通貨とよばれる経済交換システムが、注目され導入の動き
が広がっています。 その理由は、国民通貨の不足を補うことや雇用の促進といった
経済上の目的だけではありません。 むしろ、国民通貨では困難なサービス（たとえ
ば、ボランティアやいわゆるシャドーワークなど）の評価、 そしてコミュニティの結びつ
きの強化など、経済的な目的とは別の理由によって注目されています。 つまり、地
域通貨とは、国民通貨のかわりではなく、 独自の機能を持った別のお金として期待
されているのです。 では、その地域通貨とは、どんなものなのでしょうか？ 
  
地域通貨は一言で言うと、コミュニティを生み出すメディアです。 
  
地域通貨とは、特定の地域やコミュニティのなかで、財・サービスを交換するための
システム、 またはそこで流通する通貨のことです。その特徴としては、国が発行する
日本円や米ドル、ユーロなどの ｢法定通貨｣とは異なり、限定された範囲で流通する
こと、利子を持たないことなどがあります。現在では、 コミュニティのつながりや地域
経済の活性化を促進するものとして、全世界の2,000以上の地域で導入されていま
す。  

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Cosmos/3702/local_currency/lc-01.html#top 



地域通貨のタイプ   
地域通貨の発行方式には、大きく分けて２つのタイプがあります。 管理者が、独自の紙幣を独占的に発行
する「集中発行方式」（図１）と、参加者が、自発的に貨幣を発行する「相互信用発行方式」（図２）です。  

集中発行方式の場合、地域通貨として発行された紙幣を利用することになります。このメリットとしては、 普
通のお金と同じように、手軽に使える「利便性」と誰が何をいくらで買ったのか分からない「匿名性」がありま
す。 問題点としては、インフレを防ぐために流通量の管理が必要になることです。 

一方、相互信用発行方式の場合、紙幣は発行せず、お金は、 通帳や電子ネットワーク上の口座に記された
数字としてだけ表れます。そのメリットとしては、紙幣を発行しないので、 インフレの恐れがないこと、また、
口座残高がマイナス、つまりお金がない場合でも物を買えることです。問題点としては、 取引結果を記録し
なければならないため手間がかかること、また口座の集中的な管理が必要なこと（図３）です。 ただし、電子
マネーにすることで、これらの問題を解決している地域通貨もあります 

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Cosmos/3702/local_currency/lc-01.html#top 



世界の地域通貨  
現在、無数の地域通貨が、世界各地で誕生しています。
まず、1983年にカナダで LETS がうまれました。 
 
今では、同様のシステムは、ドイツ、オーストラリア、
ニュージーランド、イギリス、フランスなどに普及してい
ます。そして、1991年にアメリカのニューヨーク州イサカ
市で「集中発行方式」のイサカアワーが発行され、また
1996年に、アルゼンチンのプエノスアイレス市で、「相
互信用発行方式」のRGTがはじまるなど、 世界的に地
域通貨の動きが活発になってきています。 
 

http://www.rinka-asone.org/b3.html 

アルゼンチンのＲＧＴ（Red Global de Trueque（トルエケ）） 
トルエケは「交換市」を意味するスペイン語。 
交換クラブは、アルゼンチンで1995年に生まれる。 
元々は日本のフリーマーケットのような形態。 
現金収入に乏しい人たちの生活向上の手段として急速に発達、 
国家通貨の代替通貨として機能し、 
一時期は600万（総人口の6分の1）とも推測される人たちが利用
した。ただ、最大の勢力であったRGTの崩壊（紙券の過剰発行、
偽造の横行、紙券の割引販売など様々な問題が発生し、システ
ムが崩壊へと向う）などによって現在では動きが非常に小さなも
のになっている。  



LETS（Local Exchange and Trading System） 
1983年、 カナダのバンクーバー島コモックス・ヴァレーでマイケル・ リントンにより考案された地域通貨です。LETSは、紙
幣を発行せず、相互に通帳を持ち、当事者どうしで決済します。 つまり、発行方式としては「相互信用発行方式」です。口座
を管理するために事務局があるものの、取引とそれに伴うお金の発行は、 当事者の合意によって行われます。現在、各地
域独自の制度に作り変えられ、カナダ、イギリス、オーストラリアを中心にして、 リントンによれば、世界で2,000以上の地域
に拡がっている。 
 
イサカアワーズ 
1991年11月にアメリカのニューヨーク州イサカで導入された 地域通貨です。その発行方式は「集中管理方式」で、紙幣を発
行しています。運営しているのは、 NPOであるIthaca Hours inc.。イサカ市では1987年からLETSが導入されていたので
すが、LETSの事務手続きを簡略化するために、 紙幣タイプの地域通貨を導入しました。アワーという名称は、我々（our）と
時間（hour）をかけたもので、 参加者の能力を時間というモノサシで公正に評価したいという意図が込められています。 現
在1アワーズから1/8アワーズまで５種類のお金が発行され、1998年では、人口３万人の町で6, 700アワーズの紙幣が流
通している。 
 
トロント・ダラー 
1998年12月に、 カナダのオンタリオ州トロント市で導入された地域通貨です。 LETSの理念とイサカアワーズの利便性を
兼ね備えた地域通貨として、地域経済の活性化を目的に導入されました。 トロント・ダラーは、イサカアワーズと同じく紙幣
による「集中管理方式」です。トロント・ダラーの場合、 カナダドルでトロント・ダラーを購入すると、地域通貨が発行されます。 
つまり、地域通貨の価値は、国民通貨にリンクしています。 その特徴は、地域通貨から国民通貨へ交換できることです。こ
れは、通貨の利便性を高め、 商店や企業で流通することを目的にしているからです。ただし、トロント・ダラーの流出を防ぐ
ために、 トロント・ダラーとカナダドルとの交換比率を10対９に定め、カナダドルに交換すると、つねに１割の損益を被るよう
にしています。 1998年12月の導入時には30万トロント・ダラー、1999年12月では、 ８万トロント･ダラーが流通している。 
 

タイムダラー 
1986年にエドガー・カーン氏によって考案された 地域通貨です。タイムダラーの目的は、コミュニティの形成や地域経済の
活性化ではなく、ボランティア活動を活性化させることにあります。 システムはLETSと同じく、参加者同士で地域通貨を媒
介に財・サービスの相対取引を行う「相互信用発行方式」です。 LETSとちがう点は、モノやサービスの価値が労働時間で
測られることと、 メンバー同士の取引を仲介するコーディネーターが存在すること。LETSの場合ですと、価格の決定は取
引当事者どうしで行います。 また、取引の交渉は、参加者の自発性にゆだねられています。タイムダラーでは、 地域通貨
は国民通貨と交換できず、労働時間に応じて発行されます。タイムダラーには、時間を共通のモノサシとみなし、 時間によ
り参加者の行為を公正に評価するという理念があるからです。現在、全米で200団体５万人が参加しているそうです。  



日本での広がり  
日本では、かつて地域通貨と類似したものとして「結」「講」などがありました。 現代では、こういった
制度は、もはや消えてしまったと言えるかもしれません。 しかし、そこにあった助け合いの仕組みを
再び作り出そうという動きは、現在も活発に行われています。 例えば、コミュニティをよみがえらせ
ることを目的とした地域通貨の導入が、全国に広がっています。 
  
最初の取り組みは、1991年に生活クラブ生協神奈川で行われた「神奈川バーターネット」の実験で
す。 これは、LETSを利用したもので、４ヶ月間で175人が参加し、220件の取引があったそうです。   
  
1995年には愛媛県の越智郡関前村で、異なる世代同士のコミュニケーションを目的に、 タイムダ
ラータイプの地域通貨が導入されました。名称は「だんだん」といい、「重ね重ねありがとう」を意味
しているそうです。 
  
1999年には、千葉県まちづくりサポートセンターが「ピーナッツ」という名称でLETSタイプの地域通
貨を始めました。ピーナツは地元商店街で使用でき、 これまで60人の参加者の中で７万ピーナッ
ツが流通したそうです。また、同年には、滋賀県で草津市コミュニティ支援センターが、 「おうみ」と
いう紙幣タイプの地域通貨を発行しました。参加者は個人50名、団体36、 1,600おうみが流通して
いるそうです。今では、タクシーでも利用できます。その他にも、 全国で600以上の地域が地域通
貨に取り組んで来ています。  



ゲゼル理論の系譜 
自由貨幣 スタンプ通貨からイサカアワーへ 

ゲゼルが提案した自由通貨は消滅通貨ともスタンプ通貨とも呼ばれるが、年初に１００の価値が年末には９
５に減価するもので、紙券にその流通価値が印刷されている。この減価する貨幣システムは、ルドルフ・シュ
タイナーも唱え、米国ではアーヴィング・フィッシャーが１９３３年にスタンプ代用貨幣で発展させ、英国でケイ
ンズが高く評価したものである。（→ルーズベルトのニューディール政策で緊急通貨の使用の禁止） 
 

また、ドイツにおける自由通貨ヴェーラもオーストリアの町ヴェルグルにおける労働証明書も、世界恐慌の
時期に多大な成果をあげたが、貨幣の権力に阻まれる。当時ヴェルグルの奇跡は注目を集め、元フランス
の首相エデュアール・ダラディエは自らヴェルグルを訪ね、議会に詳細な報告をする。アーヴィング・フィッ
シャーも助手を派遣して調査している。 
 

今世界経済は巨大なカジノと化し、各国は巨大な債務に苦しみ、企業のキャッシュフローの４分の１は利払
いに充てられ、これら巨大な債務が無理な成長を強いる。結果、犠牲者が出る。そして環境と人間が苦しむ。
見かねて、ドイツのゲゼル支持者たちが１９８０年代に＜緑の党＞を結成する。 
  

ゲゼルは長らく我々には封印されたままの財宝でしかなかった。状況が変わってきたのは、８０年代である。ドイツにおける緑の党の躍進を背景として、この運動の一翼
をになった環境派の経済学者たちなどが、ゲゼルの理論の現代的展開をはかり、その中で、ヴェルナー・オンケンによるゲゼル全集の編纂と刊行が始まった。（ゲゼル
研究会月報 http://www.grsj.org/morino/kankou.htm） 

ゲゼル支持者でつくるＩＮＷＯ（自然的経済秩序のための国際協会）はスイスで、見えない通貨＜タレント＞
システムを作る。それがドイツで、地域通貨＜交換リング＞として広がり、１９８３年にはカナダで、ＬＥＴＳ（地
域交換取引制度）が始まる。アメリカでは地域通貨＜イサカアワー＞が１９９１年に誕生する 

blogs.yahoo.co.jp/zenaway/57424643.html  



ケインズが『一般理論』で述べている。 
 
 「シルビオ・ゲゼルは不当にも誤解されている。 
    彼の著作には深く鋭い洞察力のもつ明晰さが含まれており・・・ 
    我々は将来の人間がマルクスの思想よりはゲゼルの思想から 
    いっそう多くのものを学ぶであろうと考えている。 
    『自然的経済秩序』の序文を読む読者は、ゲゼルのもつ道徳的価値を 
    評価できるであろう。我々の見解では、この序文の中にこそ、 
     マルクス主義に対する回答が見いだされるべきである。」  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ajVs9IFOhj8J:www.grsj.org/morino/kankou.htm+%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E7%B7%91%E3%81%AE%E5%85%9A%E3%80%80%E3%82%B2%E3%82%BC%E3%83%AB&c
d=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 



ゲゼルは長らく我々には封印されたままの財宝でしかなかった。 
 
状況が変わってきたのは、８０年代である。 
 
ドイツにおける緑の党の躍進を背景として、 
この運動の一翼をになった環境派の経済学者たちなどが、 
ゲゼルの理論の現代的展開をはかり、その中で、 
ヴェルナー・オンケンによるゲゼル全集の編纂と刊行が始まった。 
 
また、フランスやイタリア、アメリカなどに 
経済学の一潮流として出現しはじめたポストケインジアンたちの中には、ケイン
ズ経済学の再解釈を図る中で、 
ゲゼルに関心を払いはじめる者もでてきた。 



原発再稼働ｖｓ２０２２年稼働停止――ドイツ「緑の党」という存在 
  
北 彰／中央大学法学部教授 
 専門分野 ドイツ文学、パウル・ツェラーンを中心とする現代抒情詩 
 
 ５月５日、日本にある全５０基の原発が停止した。政府は再稼働を目指して布石を打っている。これに対してドイツは、Fukushima原発事故
を契機に、２０２２年末までに原発を廃止するという基本方針を決定し、その目的に向けて歩み始めた。 
 
 実は直前に原発稼働期間の延長を決めたばかりだった。その方針を覆したのである。 
 
 一方は国家として最終目的を設定し、一方は具体的な最終目標を示せないまま、その場しのぎの政策を立案するしかない。大きな違いであ
る。 
 
 なぜこのような違いが生まれたのか。その理由を考えていくとき、行きあたる理由の一つがドイツ「緑の党」の存在である。 
 
「緑の党」とは？ 
 
 今からもう３０年近く前、１９８３年に２８名の「緑の党」議員がドイツ議会に初めて登院したとき、彼らは世間の常識に従って背広を着ることを
せず、カジュアルな服装のまま、手には花束や枯れ木をもっていた。枯れ木は「酸性雨問題」を、花束は政治史及び思想史における新しいパ
ラダイム「環境＝緑」を象徴していた。 
 
世界史の上で画期的な政党 
 
 綱領から浮かび出てくるのは、暗黒の冷え冷えとした無限に広がる宇宙を背景に、回転している青く美しい地球の姿である。つまりドイツ緑
の党は、のっけから、ドイツという狭い国土だけを相手にしているのではない、と宣言しているのだ。１国の国内政治に止まらず、自然史から
地球と人間の歴史を考察し、その上でこの地球を存続させるためにはどうしたら良いのかを考えている。「エコロジー」という実に明確な筋が１
本通っているのである。 
 
 世界人口が指数関数的に急激に増大し始めた産業革命後の人類の歴史で、今がパラダイム転換の時代であると彼らは判断している。まさ
に今展開されつつあるグローバルな近代化を批判し、これを「エコロジー的な近代化」へと改変することを望んでいるのだ。脱原発も当然の方
針だった。 



グローバルな貧困と飢餓、そして資源争奪 
 
 環境問題とならんで綱領で重い問題として取り上げられているのが、先進国と発展途上国との格差拡大である。世界経済のグローバル化は避けられな
い。しかしそのグローバル化が途上国に対し不公正なものとなることを問題視している。「公正」の観点から、新たな世界的規模の経済法制を定めることを
立党以来主張しているのだ。 
 
 ここでも「緑の党」の綱領は、国内問題がすでにそのまま地球規模の問題になってしまっている、現代という時代を鮮明に浮かび上がらせている。 
 
ではどのようにして緑の党は生まれ発展してきたのか？ 
 
 「緑の党」の根の一つは６８年の運動と呼ばれる学生運動である。この学生運動を引き継ぐ形で様々な市民運動が起こってきた。それは既成組織からは
問題にされていなかった分野でまず始まったのである。例えば「育児や保育」「都市近郊交通網整備」「外国人労働者問題」等々。 
 
 もう一つの根は、酸性雨による森林の枯死やライン川汚染などで顕著になった環境問題に対する反公害運動である。 
 
 それ以外にも、「反原発運動」や「自然食・有機農業」、「薬害・騒音・住宅」問題、「動物保護」「婦人解放」「リサイクル」「フェアトレード運動」等々、実に
種々雑多な市民運動があった。だから緑の党は、その名前からすぐ連想されるような《公害反対・緑を守れ》と言うだけの政党ではなく、市民運動の集まり、
そのナショナルセンターだったのだ。 
 
 党の名称もドイツ語ではDie Grünen、すなわち「緑の人々」という意味になる。ほかの政党の、Partei「党」とかUnion「同盟」といった呼称と比較するとき、
その独自さが際立っている。 
 
 実はその行動も、初登院の時に示されたように、常識にとらわれぬ「型破り」なものだった。また非暴力を掲げ、暴力的なぶつかり合いをしない代わりに、
座り込みなどで、原発廃棄物を運ぶ列車を止めたりして、非暴力直接行動に訴えていたのである。だから一部の人たちは「緑の党」に眉をひそめていた。 
 
新鮮な組織原理・生身の人間の素朴な願い 
 
 後には改められたが、当初国会議員は４年の任期半ば２年目で交代することになっていた。つまりローテション制度により党員をできるだけ平等に扱い
「お偉いさんを作らない」という原理だったのである。また議員など代表者は現実の男女比に応じて、男女半々とすることに定められた。給料も専門技能労
働者の給与にあわせ、それを越える議員歳費は党に寄付することにしたのである。 
 
 「緑の党」が標榜したbasisdemokratisch（下からの民主主義・草の根民主主義）は、既成政党に頼らず、もう一度意識的に「民主主義」の初心にもどり、
そこから始めてみよう、という試みでもあった。 
 
 そしてまた、綱領に見られる要求は、ごく普通の市井の庶民の心の中にある素朴な願いに、形を与えたものといえる。 
 
  



現実政治にインパクトを与える存在に 
 
 １９８３年国会に登場して以来、８６年のチェルノヴィリ原発事故などを経て、「緑の党」は支持をのばしていった。９３年に
は旧東ドイツの市民運動を母体とするBündnis90（同盟９０）と連合し、ついに９８年から２００５年にかけては、社民党と連
立政権を担うまでになったのである。この政権担当期間内に環境税導入を決めると同時に、また大手電力会社との間で、
脱原発の基本政策、すなわち原発の稼働期間を３２年とする合意を形成した。もし「緑の党」が存在しなければ、これらの
施策が現実化することはなかっただろう。 
 
 当初緑の党が「環境問題」を指摘し始めていた頃、既成政党はこの問題にほとんど関心を示さなかった。しかし今やす
べての政党が「環境問題」を綱領で扱っている。また脱原発などをはじめとする緑の党の主張は「非現実的で夢物語、子
供じみている」という批判を浴び続けてきた。その脱原発もついに国家の政策となったのである。 
 
 少数政党の「緑の党」は国政にインパクトを与え、現実に政治を変える力となったのだ。 
 
なぜドイツでこれほど緑の党が大きな存在になったのか 
 
 戦後ドイツの歴史と社会にその理由は求められる。元来、森を愛し、自然に親しんできた国民であったこと、また論理的
で理念的に考える傾向が強いことも理由としてあげられるだろう。 
 
 また市民活動を支える社会的基盤は、日本より整備され恵まれていると言える。例えば「学歴社会」ではなく「資格社会」
ドイツでは、個人が資格で守られている。組合の力が強い。基本的な賃金体系は労組と経営者団体の交渉で決まる。民
主主義も日本より根付いている。青少年の政治教育や、市民の政治訓練も、日本より広く深くなされている。 
 
 同程度の経済大国でありながら、日本と異なり、夏季休暇が３週間ある。日曜日は店も休む。国全体が休息している。
市民が、仕事とは別のことに時間を振り向ける余裕をもっていると言えよう。大学も授業料無料が多く、学びたい者が学べ
る。これらはいずれも日本では考えられないことだ。 



アルバート・アインシュタイン 
 
「私はシルビオ・ゲゼルの光輝く文体に熱中した。 
 
   ・・・ため込むことができない貨幣の創出は、 
 
   所有から、別の本質的形態における形成へと導くであろう」 



「泥の中」でもがく米国 
－実感乏しい景気回復、負債デフレが追い打ち 

2011/12/2 （記事 ブルームバーグ） 

～ 

束の間の「芽吹き」  

09年、バーナンキＦＲＢ議長は好転を示唆する「グリーンシュー
ト」（芽吹き）が見られると発言したが、それは時期尚早だった。
オバマ大統領は10年６月、「リカバリーサマー（景気回復の夏）」
を唱え始めたが、景気刺激のための歳出が雇用増に結び付か
ず、政治的な痛手を受けた。11年に入ってからは一時、非農業
部門雇用者数に月20万人程度の増加ペースが見られたが、そ
の後は再び鈍化している。  

何が景気を妨げているのだろうか。元ダラス連銀スタッフで、現
在はホイジントン・インベストメント・マネジメント（テキサス州）の
チーフエコノミストを務めるレイシー・ハント氏は、米国が「負債デ
フレ」に陥っていると指摘する。これは、著名エコノミストで米
エール大学教授を務めた故アービング・フィッシャーが、大恐慌
の説明を試みながら1933年に作った言葉だ。フィッシャーは、
1929年の大暴落の直前、株価は「恒久的に高い高原」に達した
と主張したことで汚点を残した。しかし、その負債デフレ理論は
2008年に信用市場が機能まひに陥って以来、広く受け入れられ
るようになった。  

フィッシャーは同理論で、負債の整理で景気が減速し、資産価
値の低下や融資の抑制、雇用の減少につながり、企業が過剰
能力を抱える悪循環を生むと説明。それに伴う信頼の喪失も事
態を悪化させるとしている。  

不快な気分  
 
フィッシャー理論が示す通り、米国民は今、明らかに不快な
気分だ。トムソン・ロイター／ミシガン大学消費者マインド指
数は、金融危機のどん底にあった09年２月時点と比べ、消
費者の悲観的な見方がわずかしか改善していないことを示
している。  
 
ニューヨークに本拠を置く投資銀行、ウエストウッド・キャピタ
ルの創業者でマネジングパートナーのダニエル・アルパート
氏は、景気の下降スパイラルは現在の経済状態をよく表し
ていると指摘。「これはアービング・フィッシャーが唱えた典
型的な負債デフレだ」と述べた。  
 
アルパート氏とコーネル大学のロバート・ホケット教授（法
学）、ニューヨーク大学のヌリエル・ルービニ教授（経済学）
は共同で執筆した報告書「ザ・ウェイ・フォワード」で、グロー
バリゼーションを背景とする過剰供給能力がレバレッジ解消
の影響を深刻化させていると指摘する。同報告書によると、
過去数十年でアジアと東欧の新興国から約20億人の労働
者が世界経済に加わり、数百万人を貧困から脱出させた。
これは同時に、全世界の需給バランスを崩したという。  



ゲゼルの「自由土地」理論 
 
土地の国有化を前提 
 
マルクス主義で言う土地の国有化と異なる点  
①国が管理する土地は自由な入札によって民間に貸し出され、 
 そこで自由な生産活動のために供される（市場の自由な競争が保証 ）  
②土地を国有化するに当たっては、地主に対してその充分な対価が支払われる 
  （約20年で土地の接収費は国が回収 ） 
 
自由土地の国家では財政が安定し、子や孫への相続のことなどで心配する必要も無くなる。
社会全体として次の世代に明るい未来を遺すことが出来るようになる。自分の子や孫だけが
特権的に幸福であるような世の中よりも、ずっと好ましいものである筈。 
 
経済的に豊かな家庭と貧しい家庭の間には、単に現在の生活レベルの差だけではなく、将来
の希望においても大きな格差が生まれている。裕福な家庭は、子供の教育にも充分なお金を
かけられるので、必然的に子供は高学歴・高収入の人生を歩みやすい、一方貧しい家庭では、
子供に満足な教育も与えてやれないので、代が替わっても貧困を再生産して行くしかない。誰
もが同じスタートラインに立てない世の中はおかしい 。 
 
スタートラインにおける格差の最たるものは、収入の格差以上に資産の格差。誰もが同じス
タートラインに立てる世の中を実現するためには、資産の所有と相続を廃止するか制限するか
して、世帯間の資産格差を無くさなければならない。  

ゲゼル支持派のブログより http://philosopher.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_d639.html 



お金の未来を語る 

ヘイゼル・ヘンダーソン 
（Hazel Henderson ） 
英国ブリストル生まれ、米国フロリ
ダ州在住の未来学者、著述家、テ
レビ番組のプロデューサー。30カ
国以上の組織のコンサルタント。
マサチューセッツ州ウスター工科
大学の名誉博士。カリフォルニア
大学バークレー校・サンタバーバ
ラ校の客員教授。著書『WIN-
WIN WOLRD』（邦訳『地球市民
の条件』）によると、これからの時
代は「勝ち・負け」のルールではな
く、誰もが勝利する世界（win-win 
world）にするためという視座から
経済活動を考えるべきであると考
察している。また、国の豊かさを
測る指標としてGNP（国民総生
産）の代わりに「将来性」を提唱し
ている。Ｗｉｋｉ 

『エントロピーの経済学―もうひとつの未
来を創る』（訳：田中幸夫 ・土井利彦、ダ
イヤモンド社、1984）  
『地球市民の条件―人類再生のための
パラダイム』（尾形敬次訳、新評論、
1999）  
『地球対談 輝く女性の世紀へ』（共著：
池田大作、主婦の友社、2002）  
『“片側経済”との訣別―あらゆる社会コ
スト、環境コストを包含し、自然の原則・
リズムと同期する市場の形成へ向けて』
（柴田譲治訳、バベルプレス、2008）  
 

 
 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.nikkanberita.com/images/200605/200605221433381.jpg&imgrefurl=http://www.nikkanberita.com/read.cgi%3Fid%3D200605221434021&usg=__6O2A29-tbzD5Do90w2KQOQ0CjF8=&h=618&w=640&sz=56&hl=ja&start=2&zoom=1&tbnid=K2mg5qWHvyWQLM:&tbnh=132&tbnw=137&ei=Q9YcUd31C8eokAW254Aw&prev=/images%3Fq%3D%25E3%2583%2598%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25BC%25E3%2583%25AB%2B%25E3%2583%2598%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2580%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BD%25E3%2583%25B3%26hl%3Dja%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAQ 

地域通貨はあらゆる町や村で発行されていた。 
（地域の中に地域の資本をとどめておく最高の方法） 
 
大恐慌(資本主義の転機） 
ドイツのファシズム、アメリカのニューディール政策 
地域通貨の消滅 
 
今、地域通貨が切実に必要とされている。 
グローバルカジノと呼ばれる状況をコントロールできない。 
イサカアワーに始まって、各地で補完通貨の実践がよみがえる。 
 
*** 
タイムドル ：イサカアワー 
         ブレッド（バークレイ）／ボランティア 
         グリーンドル（ブルックリン） 
 
労働貨幣 ：1933年 ウォータールー、カンザス、アイオワ、 
              ハーレム、ＮＹ 
        1983年 ＬＥＴＳ 

http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2004/kk23-h-1.pdf 

http://www.sokanet.jp/hbk/jakhcj00000000jt-img/jakhcj0000000yth.jpg


地域社会を守るために 

教条的 
「小ささ」 

イデオロギー的な 
地域主義  

無条件反射的 
リバタリアニズム 

市場原理主義者によるグローバリズムの脅威  

持続不可能な経済潮流 

新しい計画と技術を創る 
（グローカルな知識体系、洞察力） 

社会の変化への適応 

地域社会 

すべてを拒否することは、 
硬直性、外国人嫌い、歴史の読み誤りを 
招くことになる。 
すべて受け入れることは、その土地の文化、 
生物多様性の喪失、資源の枯渇を必ず招く。  



人間開発指数（Human Development Index, HDI） 

人間開発指数（Human Development 
Index, HDI）とは、その国の、人々の生活
の質や発展度合いを示す指標である。パ
キスタンの経済学者マブーブル・ハックに
よって1990年に作られた。1993年以降、
国連年次報告の中で各国の指数が公表
されている。 

発達状況、先進性を表す指標として、生
活の質を計っているので、値の高い国が
先進国と重なる場合も多く、先進国を判
定するための新たな基準としての役割が
期待されている。人間開発指標とも表記
する。 

ＨＤI 2011年 



Inside the Calvert-Henderson 
 Quality of Life Indicators 

Why 12 Quality of Life Indicators?  
Our Indicators range far beyond the traditional 
national accounts of GNP and GDP and other 
money-denominated indexes on inflation (CPI), 
incomes, interest rates, trade deficits, and the 
national budget. Our indicators dig deeper, going 
behind the national statistics on employment, health, 
education, the state of our infrastructure and 
national security. We are not trying to offer 
reweighted and recalculated versions of 
macroeconomic statistics, as many other worthy 
efforts have attempted. Our approach is to paint a 
broader picture of quality of life to complement 
current statistics and identify statistical "blind spots" 
where new data collection is needed.  

 

①Education  
②Employment  
③Energy  
④Environment  
⑤Health  
⑥Human Rights  
⑦Income  
⑧Infrastructure  
⑨National Security  
⑩Public Safety  
⑪Re-Creation  
⑫Shelter  

http://www.calvert-henderson.com/overview.htm 



現在の地域通貨の起源 

現在の地域通貨は、ゲゼルのスタンプ貨幣とは別の種類のものとなっています。大きくわけて紙幣を発行する
発券方式と口座登録方式があります。 
 
LETSは、口座登録方式ですが、これを始めたのは、マイケル・リントンでカナダのバンクーバー島にあるコモッ
クスヴァレー（人口約6万人）で、1983年に立ち上げています。 
 
これは通貨を発行するのではなく、参加者が口座を共同で管理するシステムで、事務局が作成した目録をみて、
会員同士が事務局を通さずに連絡を取り合って取引を行います。この取引は成立後、事務局に報告されます
が、そのとき提供した人の口座にプラスの値が記入され、提供を受けた人の口座にはマイナスの値が記入され
ます。この方式は物やサービスを貨幣を媒介にして交換する市場や二者の間の取引に限られる物々交換とも
ちがって、多角的な労働交換を実現しています。このシステムはイギリスやヨーロッパ大陸諸国で普及し、世界
の地域通貨で最も多く採用される方式となっています。 
 
他方、発券方式で成功したのが、1991年に始められたイサカアワーズです。人口2万7千人のニューヨーク州イ
サカ市は、学園都市ですが、ここでは地域コミュニティの経済的振興を目的として、管理委員会による地域通貨
の発行を行いました。このシステムの特徴は1アワーを10ドルにリンクさせていますが、その根拠を平均貨金か
ら決定しており、労働時間による交換制への接近を展望している点です。 
 
発券方式は、後に、カナダのトロント市ではトロントダラーに、アルゼンチンではRGTとして急速に拡大しており、
会員数や取引高では単独の地域通貨としては上位に位置しています。 
 

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Cosmos/3702/local_currency/lc-02.html 



LETSの意義 
 LETSとはLocal Exchange Tradingsystem（地域交換取引制度）の略称です。紙幣を発行する発券方式だと、
自治体などによる通貨の保証が必要ですので、既成のコミュニティを必要とします。ところが、LETSの場合、取
引を希望する口座の持ち主が、事務局に委任する形で口座を共同管理していますので、それ自体がコミュニ
ティとしての性格を持っています。 

 LETS自体がコミュニティとしての性格をもつ、というとき、それは近代以前に存在していた村落共同体のよう
な、生活丸ごとのコミュニティではありません。LETSは加入脱退が自由ですから、参加者の自由と独立は保障
されています。そして、当分の間は、生活のごく一部分をリンクされたところに成立しているコミュニティです。こ
の点では、生協の共同購入の単位であるグループと似たところがあります。 

 でも、LETSの場合、生活のごく一部とはいえ、労働して作った財や、サービスという労働そのものを提供しあ
うコミュニティであり、労働交換のシステムですから、働き方という生活自体の欲求に根ざしたものです。ワー
カーズ・コレクティブは、大勢で出資して共同労働する仕事場ですが、LETSの場合、参加者一人一人がワー
カーズとして、お互いに関係しあえるのです。 

 このように見てくると、LETSはワーカーズ・コレクティブと同じように、「もう一つの働き方」を実現していると考
えられます。この意味で、LETSというコミュニティに参加すれば既成の働き方（賃労働）を相対化できるようにな
るのではないでしょうか。 

 ところでLETSがコミュニティとしての性格を持つというとき、参加者の意識やシステムのパターンのことを指し
ているわけではありません。LETSに参加するとき、別にコミュニティに参加するという意識性が問われるわけで
はないし、LETSのシステムをコミュニティだといって宣伝する必要もありません。LETSにコミュニティとしての性
格をもたらすものは、実は取引をすることによってであって、LETSでの交易がその成員にコミュニティの一員と
しての意識を生み出すのです。 

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Cosmos/3702/local_currency/lc-02.html 



LETS体験ゲーム 

 LETSのコミュニティとしての性格が交易それ自体にあることを教えてくれたものが、準備会
でのワークショップでなされたLETS体験ゲームでした。毎回20名近くのメンバーがフリーマー
ケットに店を出すという想定で、実際の取引をLETSで体験してみました。LETSでは最初は自
分の口座はゼロですが、フリーマーケットに何か欲しいものがあれば、手持ちがなくても提供し
てもらえます。そのとき、提供した人の口座にプラスが、提供してもらった人の口座にマイナス
が記入されます。 

 フリーマケットでは、人から提供されるばかりで、どんどんマイナスが貯まる人や、また提供
するばかりで、プラスが貯まる人が出てきます。そこで、市場の感覚からすれば、マイナスばか
り貯めて、食い逃げする人が出てくるのではないかという心配が生じます。ところが、金銭での
売買とは異なり、LETSではマイナスを貯めて逃げた人がいたとしても、提供した側にはプラス
が記入されているのでメンバーに損失はありません。損失は個人にではなくて、LETS全体の
帳尻がマイナスになる、という形になります。 

 手持ちがなくても財やサービスを提供してもらえるという点と、マイナスを貯めても、個人に対
しては損失を与えていないという点がまず、「目からウロコが落ちる」体験でした。次に、ゲーム
でマイナスを沢山貯めてしまった人が食い逃げをする時の感覚とは全然違うと言い出しました。
つまりマイナスを返さないのが得だという気持ちではなく、自分がどのようにすれば財やサービ
スを提供できるかということについて真剣に考え始めたというのです。つまり、マイナスを貯め
た人は、交易を通して、LETSというコミュニティの一員としての行動をしようという意識に到達
したのでした。 



ベルリンの壁の崩壊旧東ドイツの町ハレ の 
交換リング デーマーク 

新たな経済システムの波：資本主義原理の基での生活を始め、自由と競走の中で、 
                 既存の多くの企業が倒産し、街には失業者があふれた  

ドイツ統一の2年後このハレの町で、コミュニティを作り直そうと言う試みが始まる。  
デーマークと言う独自の経済単位を作り、交換リングと呼ぶ現金を使わず通帳上で 
物や仕事を交換するシステムを構築。 

お金の換わりに会員同士が、通帳を持ち、物や仕事を交換する度に、その値段を
決めて料金を記入するシステム  

最後に互いに確認のサイン。デーマークには、利子はなく、コミュニィティの中の
物や労働の交換は、全体としては、常にプラスマエナスがゼロになる仕組み。 

交換リングで、マイナスを持つと言う事は、その分を誰かに返さなければならない。 
そこで新しい関係が生まれ、共同体の一員である証になる。大切なのは、人と一緒に 
何かをする事。マイナスのデーマークでも利子は付かないので安心。 
いろいろな人と知り合え、自分の思いつきを実行に移せる快適性な生活がある。 



スイス・ヴイア（WIR）銀行の交換リング  
大銀行の集中するスイスにおいて、零細な商店や中小企業のための60年の歴史を持つ交
換リング。バーゼルに本店を置き、スイス国内に６つの支店 。 
 
１９３４年、世界恐慌の中、スイスの商店や中小企業による新しい経済システム。  
スイスフランとは別に、ヴイアと言う利子の付かない独自の単位を作り、 
取引を行う。ゲゼルの理論を母体として誕生したシステムであり、運営は、ヴィア銀行が行
い、スイス企業の１７％にあたる７６千社が参加し、スイス経済の中に根をおろしている。 
 
当初、目減りする紙幣を発行。しかし、経済リングの外に売却される不正が増え廃止。 
ヴィアの取引システムは、基本的に個人間の交換リングと同じで、通帳に記載する代りに
カードでの電子決済ができる。ヴィアとスイスフランの両方が扱えるカードシステムが導入
され拡大。商品やサービスのカタログには、その代金の何パーセントを、ヴィアで受け取る
かが記載されている。 
 
スイスでは８０％が中小企業。ヴィアに加入する事で、連帯が強まり、購買力が一つの輪の
中で維持され、外へ逃げて行かない。 
ヴィアのシステムはスイスフランにプラスアルファのビジネスをもたらしており、フランと並存
している。ヴイアが動けばスイスフランもついて来る。 



お金の常識を疑う 
見えて見えないもの。 
道具として作り出したお金に人が使われる。 

第1章 お金と就職 
第2章 貯金の常識 
第3章 お金と結婚 
第4章 住まいとお金 
第5章 お金の正しい使い方 
第6章 老後とお金 
 

一般的な人生の中で起こりうるイベントに対して、いくらぐらいかかると言うの
が例示されています。それに対して、いつからいくらぐらい備えていけばいい
か、どういう方法で備えていけばいいかも浅くは解説されています。後は、リ
ボ払いは絶対ダメとかそういうお約束的なことも書いていますね。自分の将
来のことを考え始めた時にキャリアパスだけでなく、こういうお金のことも頭に
入れておくと、転職する時の希望給料とかが出しやすいかもですね。 

他、図解知らないとヤバイお金の話。定年までに知らないとヤバイお金の話、等。  

お金の権力の誕生。 
交換を利便ならしめるための手段が 
それ自身が目的であるように意識される。 
人は具体的な信用を抽象化したお金に従属 
するようになる。 
 

お金の導入が社会の分業をもたらした。 
物々交換に比べ、少ない情報で交換が可能。 
 

お金を蓄えることができると、 
社会にお金の不足を作り出すことができる。 
人は利息をとって貸し付けると、さらにお金を 
かき集める。 
 

値打ちは、本来、お金という容器に入っている。 
容器に価値はないはずであるが、減価しないので 
保持され、かき集めた人に利子という報酬すら 
払っている。貸し付けることは、交換の流れを妨害し、 
止めて欲しければ利子を払えといっているようなもの。 
 

お金は公器。利子は、社会が生産する財やサービス 
に対し、私的な占有者に私的な料金請求を許す行為。 

利子は椅子取りゲームで取り去られた椅子（ケインズ） 
 

利子はコストに転化。 
企業は利子のために成長を強制される。 
国民が生産した全てに対する先取り。 
利子は未来に多大な負荷・負担を強いる。 


