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ビットコインは貨幣に取って代わる事ができるか 

 － ロスバード、ミーゼスの貨幣論からの検討 

 

2014 年 1 月 20 日 

岩倉竜也 

 

 ビットコインとは、インターネットを通して使用できる電子マネーである。その 大の

特徴はビットコインを発行・管理する政府や金融機関が存在せず、ピアツーピアの取引（仲

介者無しに取引相手同士での取引）が行われることだ。これらはすべてインターネットに

おけるビットコイン・ネットワークの参加者、即ちビットコインの利用者によって行われ

る。 

 

 ビットコインの仕組みの考案者は日本人プログラマの中本哲史であると言われており、

「ビットコイン：P2P 電子マネーシステム」という論文が書かれている。［１］ビットコイン

は、あたかも金（Gold）が鉱山で採掘されて鋳造されるかのように、ネットワークに繋が

れたビットコイン利用者のコンピュータによって「採掘」される。利用者がコンピュータ

で複雑な数学のパズルを解くことでビットコインを手に入れることができる。採掘可能な

ビットコインの総量が 2,100 万コインと定められていて、2033 年で採掘は不可能になると

いう。［２］ 

 

 ビットコインをどのようにして取引するのか。管理者不在であるのに、どうやって偽造

を防ぐのだろうか。中本は「必要なのは、信用ではなく暗号化された証明に基づく電子取

引システムであり、これにより希望する二者が信用できる第三者機関を介さずに直接取引

できるようになる」［３］という。かいつまんで言うと、ビットコインの支払者が、使用した

ビットコインにデジタル署名を次々と付加するのである。ビットコインが取引に使われた

時、その情報がネットワーク参加者に伝えられ、それぞれのコンピュータが分担してビッ

トコインの一連の署名を検証し、取引が有効であるという判断をすれば、それは偽造では

なく本物と認められる。まさにネットワークとコンピュータの発展・普及が可能にした電

子マネーのシステムであるといえる。 

 

 ビットコインは他の電子マネーと同様に利用できる。現金でビットコインを購入しコン

ピュータ上の財布に保管しておき、必要時にインターネットのショッピングサイトで買物

が出来る。昨今では、スマートフォンを介して支払いが出来る実店舗もある。また、ビッ

トコインを売って現金にすることもできる。ビットコインによる送金も可能だ。ビットコ

インの売買は(採掘を除き）主にネットワーク上の取引所で行う。 
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 ビットコインの具体的な利点を見るために、以下に一例を示す。［４］ 

 

例えば、もし我々がお金を伝統的な銀行預金から、異なる国の他の銀行預金を使っている

知人に送るなら、以下の規則と手数料があてはまるかもしれない。 

 

1.我々はお金を送ることを許されないかもしれない。アメリカはキューバ、スーダン、北

朝鮮、イラン、ベラルーシ、シリア、ビルマ、ジンバブエ、等を含むどこかの国との交換

を禁止している。 

2.手数料はしばしば、外国向きに 25-50 ドル以上で、国内向きに 25 ドル以上である。 

3.銀行は電信を封鎖でき、あるいは 48 時間以内にお金を返すことができる。 

4.銀行はしばしば外国通貨を額面以下で両替し、我々の移動から思い付きで追加の利益を

得る。 

5.どんなことがあろうと、どちらの団体も今では銀行と政府として知られている。 

6.政府は外国から移動される資金に課税することを決められる。それは、アメリカの銀行

の規則を守らない外国の銀行には 30％と同じだけ高くなることがありうる。 

7.銀行が我々のお金を送るのに高い手数料を取るだけでなく、それは 24 時間、ある場合に

はさらにもっと時間がかかりうる。 

 

ビットコインを使う同じ取引は以下のように改善する。 

 

1.銀行手数料は不要。 

2.外国通貨の売買手数料は不要。 

3.dwolla.com のようなサイトからは 0.25 ドル（4分の 1ドル）の手数料。 

4.買い手、売り手がどこにいるかを、誰も知る必要はない。すべての団体のための完全な

プライバシー。 

5.どの国も、どの人も、いつのどの取引も、完全に許される。 

6.あなたの報告に従った税の影響があるが、あなたについての銀行の報告に従ってではな

い。 

7.我々のビットコインの移動はほとんどすぐに起こる。 

8.ビットコインをビットコインの財布から mtgox.com のような取引所、あるいは他の取引

所を通して、外国の銀行口座に移動できる。 

 

 このように政府や金融機関が介在しないので、利用者のコストが非常に安く、利便性が

高い。またビットコインの価格は取引所における需要と供給の関係によって決まる。利用

者主体の究極的に自由な電子マネーだ。電子マネーが更に普及すれば政府と銀行の既得権

益が奪われてしまうので、アメリカや中国でビットコイン取引を規制しようとする動きが
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あるのも、彼らにしてみれば当然といえよう。［５］脱税や麻薬取引などの犯罪に使われる場

合もあるが、課税そのものが私有財産の侵害であり［６］、麻薬は合法化すればよい［７］とい

う見地からすれば、それらは問題ではない。 

 

 さて、ビットコインの出現を究極的に自由であるからと歓迎するのは、自由主義の立場

から理解出来る。しかし、将来にはビットコインが既存の通貨に取って代わるというのは

どうだろうか。2009 年 1 月に誕生したビットコインはほぼ無価値だったが、2011 年 1 月

には 1 ビットコインの購入価格は約 1 ドルになったが、2013 年になってから急騰し、12

月時点で 1000-1200 ドルもの価格で売買されている。投機目的が多いと見られる。もちろ

ん単純に価格が上昇するのではなく日々の変動幅が大きい。このため、ビットコインは価

値の貯蔵手段としては不適格だと考えられる。よって既存の通貨の代替にはならない。そ

れだけではない。根本的に重要な問題がある。貨幣の価値についての問題である。 

 

 ロスバードによると［８］物々交換から貨幣は出現している。個人が持っている財を交換す

るためには、互いに相手が自分の欲しい財を持っている必要がある。しかし、このような

一致は珍しい。また財を分割して交換できない場合がある。このような直接交換の不便さ

を解消するために、次第に間接交換が行われるようになる。直接使用するのではないが、

できるだけ多くの人が交換したがる財を所有し、その財を用いて交換をするのである。例

えば、その財が小麦であるとすれば、丸太と鶏を交換したがっている人は、まず丸太を欲

しがっている人を探して丸太と小麦を交換する。次に鶏を持っている人を探して手に入れ

た小麦と鶏とを交換するのだ。このような間接交換の交換媒体として、次第により交換に

便利な財、より多くの人々が交換したがる財が選択された結果が、金と銀、つまり貨幣と

なったのである。貨幣は物質的な財であったのだ。 

 

 そもそもなぜ人は交換をするのだろうか。［９］もし交換がなければ、あらゆる物を自給せ

ねばならなくなるからだ。そのようなことはまず不可能なのは自明である。しかし、交換

が行われるのは交換されるそれぞれの財に内在する同等性があるからだというのは、間違

っているとロスバードはいう。財の交換は主観的な価値評価による。相手の持っている財

の価値を互いに高く評価したから、交換が行われるのだ。 

 

 古典派経済学によると、財の価値にはその有用性としての使用価値と、他の財と交換す

る際の交換価値があると言われる。ロスバードが言うように価値評価が主観的であれば、

それぞれの財の使用価値は交換者の主観的使用価値であり、交換価値は主観的交換価値と

なるだろう。では交換に貨幣が用いられる場合はどうか。ミーゼスによると［１０］「主観的

使用価値および主観的交換価値は、商品においては二つの異なる概念であるが、貨幣にお

いては一致」し、それは「客観的交換価値に帰着する」ことになる。貨幣の使用価値であ
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る効用は、貨幣がどれだけ他の人の他の財と交換できるかによって決定されるからである。

そして貨幣の客観的交換価値を示すものが貨幣の購買力である。 

 

 貨幣の客観的交換価値はどのようにして決定されるのか。貨幣の価値もまた一般の財と

同様に市場によって決定される。「貨幣の場合には、その需要は人の現金勘定を（それを遅

かれ早かれ役立つ財とサービスに使うために人の財布、あるいは銀行に）所有することの

需要である。貨幣単位（ドル、フラン、あるいは金１オンス）の限界効用は、それぞれの

現金勘定の需要の強さを決定する。そして、入手できる貨幣の量とその需用量がドルの『価

格』（即ち、ドルと交換でどれだけ多くの他の財を買えるか）を決定する」。［１１］ところが貨

幣量が一定とすれば、その需要量は直前の貨幣の客観的交換価値により決まる。直前の価

値は更にその前の需要量による。どこまで遡ればよいのか。ミーゼスは、貨幣が自己の消

費のために需要されていて、初めて交換手段として使用された時点までだという。そうす

れば「 古の貨幣価格は貨幣素材の商品価値に還元される」。［１２］要するに、貨幣は市場に

おいて価値ある商品としてのみ生じうるのである。 

 

 現在のドルやポンドなどの通貨は元々金（Gold）と結び付いていた。1971 年のニクソン

ショックまでは、1 ドルは金 35 分の 1 オンスと交換されていたのだ。これらの通貨は今で

は法定不換紙幣となり、その価値は薄められてしまっている。しかし無価値ではない。 

 

 ところが、ビットコインについてはどうか。ビットコインは電子マネーの仮想通貨であ

り、現物との繋がりは何もない。その価格は自由市場の需要と供給によって決まっている

だけだ。よって、ロスバードとミーゼスの貨幣論から見れば、ビットコインは通貨に取っ

て代わるものではない。確かに、上述のように国際的な取引におけるビットコインの利便

性は、銀行を介するよりも格段に優れているのは間違いない。しかし既存の通貨でビット

コインを売買し、決済の利便性を享受しているにすぎないのである。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

［１］http://www.bitcoin.co.jp/ で公開されている。概要を抜粋すると以下の通り。 

概要：純粋な P2P 電子マネーによって、金融機関を通さない甲乙間の直接的オンライン取引が可能に

なる。電子署名は問題の一部を解決するが、依然信用できる第三者機関による二重使用予防が求めら

ため、その恩恵は失われる。当システムは P2P 電子マネーにおける二重使用問題の解決を提案する。

このネットワークは取引に、ハッシュベースの継続的なプルーフ・オブ・ワークチェーンにハッシュ

値として更新日時を記録し、プルーフ・オブ・ワークをやり直さない限り変更できない履歴を作成す

る。 長である一連のチェーンは、取引履歴を証明するだけでなく、それが CPU パワーの 大のプー

ルから発せられたことを証明する。大多数の CPU パワーがネットワークを攻撃していないノード（ネ
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ットワーク接続ポイント）によってコントロールされている限り 長のチェーンが作成され、攻撃者

を凌ぐ。ネットワーク自体は 小限の構成でよい。メッセージは 善努力原則で送信され、ノードは

自由にネットワークから離脱、再接続することができ、離脱していた間のイベントの証明として 長

のプルーフ・オブ・ワークチェーンを受信する。  

［２］http://blockexplorer.com/q/totalbc によると、2014 年 1 月 20 日時点のビットコイン総量は約 1,228

万。 

［３］中本哲史「ビットコイン：P2P 電子マネーシステム」 

［４］Daniel Forrester & Mark Solomon, Bitcoin Exposed: Today's Complete Guide to Tomorrow's 

Currency (GrassRootBooks.com Publishing, 2013), p4 

［５］銀行が政府と癒着して如何に利益を得ているかは、例えば、ハンス＝ヘルマン・ホッペ、岩倉竜也

（訳）「私有財産の経済学と倫理学」（デザインエッグ, 2013 年）の「３ 銀行業、国民国家と国際政治」を

見よ。 

［６］これについては多数の書籍で言及されているが、例えば前掲書の「２ 課税の経済学と社会学」を見

よ。 

［７］ウォルター・ブロック、橘玲（訳）「不道徳な経済学」（講談社、2011 年）の p.96-112 

［８］マレー・Ｎ・ロスバード、岩倉竜也（訳）「政府はわれわれの貨幣に何をしてきたか」（きぬこ書店、

2013 年）の「Ⅱ．自由社会における貨幣」の「２．物々交換」、「３．間接交換」参照。 

［９］前掲書の「１．交換の価値」参照。 

［１０］ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス、東米雄（訳）「貨幣及び流通手段の理論」（日本経済評論社、

1980 年）の p.79, 84 

［１１］マレー・Ｎ・ロスバード、岩倉竜也（訳）「ミーゼスの本質」（きぬこ書店、2013 年）の「第１部 

ミーゼスの本質」の「第２章 ミーゼスと『オーストリア経済学』：貨幣及び流通手段の理論」 

［１２］ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス、東米雄（訳）「貨幣及び流通手段の理論」（日本経済評論社、

1980 年）の p.93 
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Can Bitcoin Take the Place of Money? 
 - Examination from Money Theories of Rothbard and Mises 

Jan.20,2014 

Tatsuya Iwakura 

 

The Bitcoin is digital cash that can be used through the Internet. The maximum 

feature is that neither the government nor the financial institution that issues and 

manages the Bitcoin exists, and that it is dealt in peer to peer (dealings in business 

contacts without the mediator). These are all done by the participants on Bitcoin 

network, that is, Bitcoin users in the Internet.  

 

It is said that the artificer of the mechanism of the Bitcoin is Japanese programmer, 

Satoshishi Nakamoto, and he wrote the thesis "Bitcoin: the P2P digital cash system.” [1] 

Like a gold, Bitcoin is "Mined" by the computers of the Bitcoin users connected to the 

network. The user solves the puzzle of complex mathematics with the computer, and the 

Bitcoin can be obtained. It is said that it is provided that the gross amount of the Bitcoin 

that can be mined is 21 million coins, and mining becomes impossible in 2033. [2] 

 

How is Bitcoin dealt? How is the counterfeit prevented though the manager doesn't 

exist? Nakamoto says, "The necessary one is electronic dealings system based on not 

confidence but the encrypted proof, and, as a result, it comes to be able to do the direct 

dealing without the third-party institution that two hoping people can trust." [3] In short, 

those who pay about the Bitcoin add the digitalized signature to the Bitcoin used one 

after another. The information is passed on to the network participant when the Bitcoin 

is used to have dealings. And if each computer verifies a series of signature of the bit 

coin allotting it, and it judges the dealing is valid, it is admitted not the counterfeit but 

a real thing. This can be exactly called the system of digital cash that development and 

the spread of the network and the computer enabled. 

 

The Bitcoin can be used as well as other digital cash. The Bitcoin is bought in cash, it 

keeps in the purse on the computer, and it is possible to shop on the shopping site of the 

Internet when it is necessary. Recently, there is a brick and mortar shop in which it can 

pay by a smart phone, too. And it is possible to cash it by selling the Bitcoin. The 

remittance with the Bitcoin is also possible. The buying and selling of the Bitcoin 

(Mining is excluded) is chiefly done in the exchange on the network.  
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To see a concrete advantage of the Bitcoin, one example is shown as follows. [4] 

 

For example, if we send money from our traditional bank account to an acquaintance of 

ours using another bank account in a different country, the following rules and fees may 

apply: 

 

1. We may not be allowed to send the money. Any country the U.S. bans from trade, 

including (at one time or another) - Cuba, Sudan, North Korea, Iran, Belarus, Syria, 

Burma, Zimbabwe, etc.? (And tomorrow, who knows..) 

2. Fees will often be $25-$50+ outbound, and possibly $25+ inbound. 

3. Banks can block the wire, or return the money within 48 hours. Also, the receiver may 

even pull more money out of our account depending on the transfer rules. 

4. Banks often convert foreign currencies at a discount, taking additional profit off the top of 

our transfer. 

5. Both parties are now known to the bank and the government for better or for worse. 

6. The government can decide to tax funds being transferred outside the country. This 

can be as high as 30% for foreign banks that do not adhere to U.S. bank rules. That 

hurts! 

7. Not only are the banks taking huge fees for the transfer of our money, but they can take 

as long as 24 hours or even more in some cases. We are paying Ferrari prices, and 

getting moped performance. 

 

The same transaction using Bitcoins would involve the following: 

 

1. No bank fees. 

2. No foreign currency buy/sell fees. 

3. A small $0.25, (yes, you read that correctly - one quarter) service fee from a site such as 

dwolla.com 

4. No one needs to know whom the buyer or seller is. Complete privacy for all parties. 

5. Any country, any person, and any transaction at any time is completely allowed. 

6. There will be tax implications depending on your reporting, not on a bank reporting on 

you. 

7. Best of all, our Bitcoin transfer will occur nearly instantly. The minute we press SEND, the 

recipient can access his or her new stash of Bitcoins, and continue his cigar factory tour 

of Cuba, with no one the wiser. Hope he brings back some Bolivars for our generosity! 

8. They can then transfer the Bitcoins from his Bitcoin wallet through an in/out exchange 
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such as mtgox.com or other exchange into his foreign bank account. 

 

Because neither the government nor the financial institution lies between dealings 

like this, the cost of the user is very cheap, and convenience is high. Moreover, the price 

of the bit coin is decided by the relation between demand and supply in the exchange. It 

is ultimately free digital cash that the users become a subject. Because the vested 

interest of the government and the bank is deprived if digital cash spreads further, it 

can be said that it is also natural for them that there is movement to try to restrict the 

bit coin dealings in the United States and China. [5] It might be used for the tax evasion 

and the crime of the drug trafficking etc. From viewpoints that taxation is the violation 

of the private property,[6] and that the drug has to be only legalized,[7] they are not 

problems. 

 

Well, it can be understood from the standpoint of liberalism that one welcomes the 

appearance of Bitcoin as it is ultimately free. However, how about Bitcoin will take the 

place of existing currencies in the future? The Bitcoin that was born in January, 2009 

was almost valueless. The purchase price of one Bitcoin became about one dollar in 

January, 2011. And, it rises suddenly after it becomes 2013 years, and it is bought and 

sold by the price of 1000-1200 dollars in December, 2013. It is thought that there are a 

lot of speculation purposes. Of course, the price doesn't rise simply and the fluctuation 

band of every day is large. Therefore, the Bitcoin is thought to be improper as a storing 

means of value. Therefore, it doesn't become substitution of existing currencies. It is not 

only that. There is fundamentally a big problem. It is a problem of the value of money. 

 

According to Rothbard,[8] money appears from barter. To exchange the goods that the 

individual has, the other party must mutually have its goods wanting it. However, such 

an agreement is unusual. Moreover, it is not likely to be able to exchange it by dividing 

the goods. To cancel the inconvenience of such a direct exchange, an indirect exchange 

comes to be done gradually. The goods that a lot of people want to exchange are owned 

(though not used directly,) and the goods are used to exchange. For instance, if the goods 

are wheat, the person who wants to be exchanging the log for the chicken first looks for 

the person who wants the log. Then he exchanges the log and wheat. Next, he looks for 

the person who has the chicken. And, he exchanges wheat (he obtained before) and the 

chicken. Convenient goods for the more exchange and more people wanted to exchange 

gradually became as an exchange medium of such an indirect exchange, and the 

selected result became gold and silvery, in a word, money. Money was material goods. 
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To begin with, why does a person make exchange? [9] The reason is that every person 

must provide himself everything if there is no exchange. It is evident that this is first of 

all impossible. However, Rothbard says that it is wrong that the exchange is done 

because there is equivalence that exists inside each exchanged goods. The goods are 

exchanged by a subjective evaluation of value. Because each person evaluates the value 

of other party's goods mutually high, the exchange is done.  

 

According to the classical economics, it is said that there is use-value - as the utility - 

and exchange-value - as capability of exchanging for other goods - in the value of the 

goods. If the evaluation of value is subjective as Rothbard says, the use-value of each 

goods is exchange person's subjective use-value, and the exchange-value is subjective 

exchange-value. Then, how do it become when money is used for the exchange? Mises 

writes [10] “in the case of money, subjective use-value and subjective exchange value 

coincide” and “the theory of the value of money leads us back through subjective 

exchange-value to objective exchange-value.” The reason is that the use-value of money 

is decided according to how much money can be exchanged for other goods of other 

people. And the one to show the objective exchange-value of money is a purchasing 

power of money. 

 

How is the objective exchange-value of money decided? The value of money is decided 

by the market as well as general goods, too. “In the case of money, its demand is a 

demand for holding in one’s cash balance (in one’s wallet or in the bank so as to 

spend it sooner or later on useful goods and services). The marginal utility of the 

money unit (the dollar, franc, or gold-ounce) determines the intensity of the demand 

for cash balances.” [11] However, the quantity demanded is decided by the objective 

exchange-value of money immediately before if it is assumed that the quantity of 

money is constant. Value immediately before depends on the quantity demanded 

ahead of that. Where should we go back? Mises says that we should go back up to 

point which money was demanded for self-consumption and was used for means of 

exchange for the first time. If we do so, “the earliest value of money links up with 

the commodity-value of the monetary material.” [12] In short, money can be caused in 

the market only as a valuable commodity. 

 

The present currencies - dollar, pound, etc. - originally related to gold. Until the 

Nixon shock in 1971, one dollar had been exchanged for 1/35 ounces gold. These 
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currencies have become fiat money now, and these values are thinned. However, 

they are not valueless. 

 

However, how the Bitcoin is? The Bitcoin is a virtual currency of digital cash, and 

doesn't have the connection with the actual things. The price is only decided by 

demand and supply in the free market. Therefore, the Bitcoin doesn't take the place 

of the currency if it sees from the money theory of Rothbard and Mises. Certainly, it 

is correct that the convenience of the Bitcoin in the international trade is more 

greatly excellent than those of the banks. A person buys and sells the bit coin with 

an existing currency, and only enjoys the convenience of the settlement. 
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