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Trend News
Facebook の Libra は
どんな電子マネーなのか？
フェイスブックの仮想通貨（暗号通貨、暗号資産）である

持たない人」は半減する計算になる。それは銀行のお陰では

「Libra（リブラ）」は厳格に規制すべきだ──。トランプ大統

なく、電子マネーのプロバイダーのお陰だ。

領からカリフォルニア州選出の下院議員マキシン・ウォー

東アフリカで電子マネー M-Pesa が誕生したのをきっか

ターズ（民主党）まで、誰もが口々にそう主張する。しかし、

け に、電 子 マ ネ ー は 広 く 世 界 に 普 及 し た。西 ア フ リ カ の

リブラをどう規制すべきなのかは、フェイスブック自身を含

Orange Money、インドネシアの Ovo、インドの Paytm、

めて誰も知らないようだ。

そしてもちろん中国の WeChat と Alipay と、スマホの中の
お金は、発展途上国ではもはや新しいものではない。

Libra に関しては書くべきことが山ほどある。それに、すで

こう聞くと、裕福な国々と同じように、地元の言語を話し、

に書かれている記事で的外れなものも山ほどある。それは

市場をよく理解し、広く流通している競争相手が大挙して

たぶん、私が思うに、ほとんどの批評家が発展途上国で長時

Libra を待ち構えているように思われるだろうが、それは違

間過ごした経験を持たないからだ。途上国は、明らかにその

う。Libra の利点は、端的に言えば、現地通貨ではなく、国際

ターゲット市場だ。まずは、Libra のプロモーション動画を

通貨だといということだ。それには、優位な点もあり、また

見て欲しい。＜ https://youtu.be/4zw-jpVFKMY

アキレス腱もある。しかもその市場は、厳密に言えば銀行口

Libra に は、こ の 世 の 終 わ り の よ う な 反 応 が 見 受 け ら れ

座を持たない人たちではない。電子マネーの口座は持ってい

る。新たなディストピアを招くとの警鐘だ。その論理はこ

たとしても、国際通貨にアクセスできない人たちだ。

う だ。1）Libra は た ち ま ち 世 界 を 席 巻 す る。2）Libra は

なぜ、そのアクセスが必要なのか？

Facebook が発行している。3）Facebook は悪い。4）世界

が途上国に送金するというのは日常的なことだが、その額は

の終わりだ！

その最初の仮説に、私は面食らった。裕福な

全体で年間 5000 億ドル（約 53 兆 5000 億円）にのぼる。そ

欧米の人間は、すでにたくさんの決済システムが使える状態

の大部分が、ウエスタンユニオンなどの、遅くて手数料の高

にある。それらは、取り消し可能な取り引き、競争可能な取

い業者を通じて行われている。それに従い、Libra の白書で

り引き、マイレージ制度、信用枠が使えるなど、Libra より

も、問題提起の章で「送金」を大きく取り上げている。

もずっと優位な存在だ。

しかし、両替に関しては論拠に欠ける記述がわずかにあるだ

私は、Libra に関する技術的、法的、政治的、そして高度な分

けだ。なぜそれが問題なのか？

析結果を数多く見てきた。その多くは価値のある内容だっ

きな市場でありながら、
「たしかに、5000FaceCoin をガー

たが、今のところ、実際にターゲットとされる利用者のこ

ナの家族に 0.1 パーセントの手数料で送れるのは有り難い。

とは、ほとんど語られていない。つまり、Libra の白書が言

しかし、その後ガーナの家族は、両替所でなんとかそれをク

うところの銀行口座を持たない人たちだ。しかしどうも、

レジットに変換しなければならない。その作業は、今これを

Libra が目新しく、興味をそそられ、重要に感じる人たちと

書いている時点で、時間がかかり、大変に面倒で、ユーザー

は、カテゴリーが少し違うようだ。しかし、誰もこのことを

に優しくなく、しかも通常の送金方法よりも高くつくことが

語ろうとしない。これほど多岐にわたって、しかも深く追求

非常に多い」からだ。

できる議論の宝庫であるにも関わらず、実際の利用者につい

裕福な国で暮らす家族

なぜなら、送金はじつに大

「現地が Libra を受け入れたら、問題ないんじゃないの？」と

て触れられないというのは奇妙だ。

思うだろう。しかし、a）途上国の地元産業に新しい決済方法

白書では、
「銀行口座を持たない人」は 17 億人と推定されて

を受け入れさせるのは大変に難しく、b）地元の税金を払う

いる。しかしこの数字は……、怪しい。このデータは、世界

ために、結局、彼らも両替手数料を支払わなければならなく

銀行のグローバル・フィンデックス・データベース 2017

なる（Libra での納税を可能にして、Libra を国の通貨にす

から引用している。
「それなら、信頼できる最新のデータな

るよう政府に提言する楽天的な人が現れる前に、ひとつ忠告

のだろう」と思われるかも知れない。たしかにそうだ。しか

しておく。政府は、マネーサプライの権限を手放すようなこ

し、この同じ白書に、2104 年から 2017 年の間に「銀行口

とは、決してしたがらない）。

座を開設」した人の数は 5 億 5100 人とも書かれている。
Libra が運用を開始するときまでに「17 億人の銀行口座を

したがって、真に大規模な受け入れを実現するには、とくに
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産業と金融機関の取り引きにおいて、両替の制度が鍵にな

Facebook の技術力はさておき、これは、政治家や規制当局

る。送金の分野では、普段から利用者のための通貨の両替

（そしてジャーナリズムも）目の敵にしている Facebook が

サービスで大変な競争が繰り広げられている。Facebook

発行する電子マネーだ。少なくともこれは、最初から彼らに

は、それとなく市場に依存して、競争力の高い、流動的で、

対する反撃であり、それが多くの人々に、Libra の裏にある

効果的で、効率的で、広く名が通った、Libra とそれが流通

本当の狙いは何なのかと疑いを抱かせることにもなる。だ

しているすべての国の現地通貨の両替を行おうとしている

が、そこにある本当に大切なものも、一括りにして投げ捨て

ように見える。たぶん。しかし、それは高望みだ。だが、個人

るのはよくない。もし Libra が、ある程度の規模でなんとか

や家族といった小さなスケールなら、Libra はずっと有効だ

成功したなら、それは世界の大勢の人たちとって、生活と切

ろう。Libra は M-Pesa に取って代わるものではないし、そ

り離せない非常に重要なものとなる。油断は禁物だ。プライ

れを狙ってはいないだろう。むしろ Libra は、ケニヤ・シリ

バシーについては気を配るべきだ。適格な疑問を持とう。こ

ングに対する米ドルのような関係の電子マネーになろうと

れは分散型のソリューションではなく、今後も決してそうは

している。Libra は、国際的な準備通貨になれる可能性があ

ならないことを忘れてはいけない。私の立場は、みなさんと

る。おそらくそれは金融機関向けではなく、個人向けだ。そ

同じだ。私自身、Facebook に厳しい批評家との評価をいた

のレベルなら、両替もそれほど重要でなくなる。米ドルは、

だいている。みなさんが、憤慨と批判に走りたくなるのは無

少額であっても世界中のほぼ全域で使えて、送金もできる。

理もない。しかし、世界でもっとも貧しく弱い立場にある無

貧困な国々では、そのほとんどで、米ドルが事実上の影の通

数の人たちに大きな恩恵がもたらされる可能性は、どうか無

貨となっている（私は、タクシーの運転手たちが 20 ドル札

視しないで欲しい。あなたは、分散型の、認証が必要ない、

にやたらと詳しい地域に行ったことがある。20 ドル紙幣に

検閲を受け付けない形式のほうが好ましいとお考えだろう

は、種類によって偽造しやすいものと、しにくいものがある

か？

からだそうだ）。さらに、米ドルは強い通貨だという理由だ

た電子マネーをご存知なら、教えて欲しい。

私もだ！

もし、Libra のように実用間近で、そうし

けで、現地通貨とは異なり、貯め込まれることがある。ベネ
ズエラ、ジンバブエ、それにアルゼンチンなどを見ればわか

（引用 :TechCrunch Japan の最新記事）

るだろう。
Libra も、同じようになると私は期待している。個人は両替
所に口座を開く必要がなく、LocalBitcoins と同じようなス
タイルで、Libra を現地の両替所に送るだけで済む。両替所
は、Libra を受け取ると、相応の現地通貨を送り返す。願わ
くば、安い手数料で。
もしそれが実現すれば、そして Facebook の圧倒的なサイ
ズと浸透力で、そのようなサービスがほぼ世界全域で使え
るようになれば、たとえ Libra が裕福な国々で、また業界や
金融機関で人気を得られなかったとしても、世界中の個人
や家族が、受け取り、貯蓄し、使い、国際的に強い通貨に素
早く（願わくば）ウェスタンユニオンなどより劇的に安い手
数料で両替できる初めての通貨となるだろう。分散型の暗
号通貨のような乱高下も、使用の制限も、ユーザーをないが
しろにするようなこともない。これは大変なことだ。とって
もいいことだ。決して保証はできない。Libra には、まだ不
確かな点が数多く残されている。アイデンティティ問題と
いう非常に固い殻を砕く必要があるかも知れない。さらに、
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参加費 要
参加費等につきましては
営業担当までお問合せください
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お申込みは営業担当まで
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六甲商会 神戸支店

参加費無料

労務管理相談会

ー 勤怠管理編 ー

株式会社六甲商会
会 場 ウェンブレービル 5 階（coloco セミナールーム）
神戸市中央区磯上通 6-1-17

2019年4月より
「働き方改革法案」が施行されました。
今回のテーマはかわりゆく働き方をお客様1社1社の労働環境にあった
勤怠管理を六甲商会と共に考えていく相談会です。
勤務時間等の自動集計や給与ソフトに連動、変形労働時間制への対応をはじめ、
あらゆるニーズにきめ細かくこたえ、貴社のコンプライアンスのもと、
業務の効率化・高速化・人件費の適正化をバックアップします。

働くヒトを大切に、効率は最大に
なぜ！？ 必要とされる、あたらしい就業管理
ワーク・ライフ・バランス

ブラック企業問題

法改正

「仕事と生活の調和」
を意味するこ

企業の目的を実現するために、社

現政権の重点課題でもある「働き

のワードは、社員の高品位な生活を

員を酷使したり、労使のズレによ

方改革」。
これを実現するため様々

サポートしつつ、仕事の成果も追求

り、意図せすにブラック企業と認定

な法律が改正されます。社内制度を

することを企業に求めています。

されてしまうケ一スも増えていま

法改正にあわせてスムーズに移行

W・L・B

水

W・L・Bの実現を客観的に把握す

す。社員と企業を守るため、日々の

するため、将来もリアルタイムに機

るため、社員の勤務状況を可視化

勤務状況を正しく記録し、近未来

能が追加•更新されるような、就業

し、測定し、時にアドバイスする手段

の労働を予測するツールが必要で

管理システムのサポートがあれば

が必要です。

す。

安心です。
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六甲商会宛

FAX.

078-265-2302

下記申込書にご記入の上、FAXまたは担当営業までお申し込みください。
8月21日 労務管理相談会 申込書
貴

社

名

参加者のお名前
（複数可）
TEL

FAX

メー ル アドレ ス
来場希望の時間帯に✓をご記入ください

① □ 10:00～11:30

② □ 13:00～14:30

③ □ 15:00～16:30
※各コース２社様対応可能です。

時間が確定しましたら改めて担当営業よりご連絡いたします。

こちらの相談会はWebからも申し込みいただけます。

開催場所

JR三ノ宮
阪神三宮
フラワ ーロー ド

ポートライナー

そごう神戸店

神戸国際会館

資格の学校TAC

各線三宮駅より南へ徒歩5分～8分。
三宮駅からポートライナー沿いを南へ進み、
オリックス神戸三宮ビル
（資格の学校TAC）の南斜め前。1階オリジン弁当さんが目印です。

シェアオフィス＆ コワーキングスペース coloco セミナースペース
神戸市中央区磯上通６丁目１番１７号 ウェンブレービル５階
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あらためて知ろう！

熱中症について
����年は“酷暑”となった夏。

�～�月の平均気温は東日本で+�.�℃と、����年の統計開始以降で最も熱くなりました。
令和元年となったこの夏も昨年並みの暑さといわれてます。

そこで！これからますます暑くなる夏に向けて
熱中症について知り対策をしっかりしましょう！！
いつなるの？

日差しが強いとき

どんな人がなりやすいの？

風が弱いとき

高齢者

肥満

子供

ソヨソヨ

気温・湿度が高いとき 暑さ指数が高いとき

屋外

どこでなりやすいの？

学校

飲水の温度の目安

� ～ ��℃が効果的！！

� ～ ��℃の冷水は直腸温の上昇を
抑制し、体温を下げるので熱中症
予防に効果的です

体調不良

脱水状態

その他での注意点

室内

熱中症のリスクはその日の体調

にも影響されます。

朝食を食べていない日や寝不足

の日、風邪や疲労などで体調が

車内

すぐれない日は特に気をつけま

しょう！

対策には…

水分補給のタイミング

・朝起きた時

・食事中や休憩中

冷房の効いた室内でもこまめに

・スポーツ時
こまめな
・お風呂の前後
水分補給 が 大切 ・夜寝る前

枕元にも飲水を置いて寝ましょう

ミネラルウォーターの宅配サービス
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ち
勝
の
早いも

大爆

販中
！！
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新製品

おすすめノートパソコン在庫モデル

=New=
Latitude 3500
⼩さなフレーム。⼤きな成果。
この⼩型でスタイリッシュな15インチ
ノートパソコンは、優れた接続性と管理
機能を備えており、成⻑企業に最適です。
エントリーモデル
Core i3

【スペック】
・画⾯サイズ︓15.6型
・OS︓Windows 10 Pro (64ビット) ⽇本語
・CPU︓Core i3-8145U ・メモリ︓8GB
・ストレージ︓HDD 500GB
・光学ドライブ︓なし Office︓なし
・保証︓1年間

Office
なし

商品コード

DL5SPL0054

型番

NBLA071-007N1

税別ご提供価格
税別ご提供
価格

ミドルモデル
Core i5

【スペック】
・画⾯サイズ︓15.6型
・OS︓Windows 10 Pro (64ビット) ⽇本語
・CPU︓Core i5-8265U ・メモリ︓8GB
・ストレージ︓HDD 500GB
・光学ドライブ︓なし Office︓なし
・保証︓1年間

Office
なし

商品コード

DL5SPL0052

型番

NBLA071-010N1

税別ご提供価格
税別ご提供
価格

ミドルモデル
Core i5
SSD
DL5SPL0050

型番

NBLA071-005N1

¥87,000

【スペック】
・画⾯サイズ︓15.6型
・OS︓Windows 10 Pro (64ビット) ⽇本語
・CPU︓Core i5-8265U ・メモリ︓8GB
・ストレージ︓SSD 256GB
・光学ドライブ︓なし Office︓なし
・保証︓1年間

Office
なし

商品コード

¥79,000

税別ご提供価格
税別ご提供
価格

¥96,000

記載の⾦額は税抜価格となります。
0
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新製品

おすすめノートパソコン在庫モデル
ミドルモデル

【スペック】
・画⾯サイズ︓15.6型
・OS︓Windows 10 Pro (64ビット) ⽇本語
・CPU︓Core i5-8265U ・メモリ︓8GB
・ストレージ︓HDD 500GB
・光学ドライブ︓なし ・保証︓1年間
・Office︓Home & Business 2019 (⽇本語)

Office
あり

Core i5

商品コード

DL5SPL0053

型番

NBLA071-010H1

税抜きご提供価格
税抜きご提供
価格

¥
¥111,000

ミドルモデル

【スペック】
・画⾯サイズ︓15.6型
・OS︓Windows 10 Pro (64ビット) ⽇本語
・CPU︓Core i5-8265U ・メモリ︓8GB
・ストレージ︓SSD 256GB
・光学ドライブ︓なし ・保証︓1年間
・Office︓Home & Business 2019 (⽇本語)

Office
あり

Core i5
SSD
商品コード

DL5SPL0051

型番

NBLA071-005H1

税抜きご提供価格
税抜きご提供
価格

¥
¥120,000

オフィスでの作業にはこちらもおすすめ
21.5型ワイド

23.8型ワイド

23型ワイド

税抜きご提供価格
税抜きご提供
価格

税抜きご提供価格
税抜きご提供
価格

税抜きご提供価格
税抜きご提供
価格

¥17,900

¥19,900

¥18,900

商品コード

DL5SPM0033

商品コード

DL5SPM0034

商品コード

DL5SPM0035

型番

P2219H-A

型番

P2319H-A

型番

P2419H-A

解像度:1920 × 1080 (フルHD)
⼊⼒端⼦:VGA、HDMI、DisplayPort
本体カラー:ブラック
保証:3年間

解像度:1920 × 1080 (フルHD)
⼊⼒端⼦:VGA、HDMI、DisplayPort
本体カラー:ブラック
保証:3年間

解像度:1920 × 1080 (フルHD)
⼊⼒端⼦:VGA、HDMI、DisplayPort
本体カラー:ブラック
保証:3年間

他モデルの在庫もご⽤意しております。
お⾒積もりのご依頼は担当営業までご連絡ください。
記載の⾦額は税抜価格となります。
◆お申し込み先◆

株式会社

六甲商会
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担当営業まで
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