
Bertaring Project #wip / 物々交換プロジェクト#進行中　(2020 -) 

The starting point - the characters, me and my partner Monchan. 
Since the start of Corona, I have spent every day with Monchan. We've been watching the news and we're a bit worried about what's going to happen. All the 
music jobs that Mon-chan is working on are cancelled. I also lost two projects that I had scheduled to do. I prepare myself to stay at home for a while. I also hear 
that there will be food shortages. Since we are not going to have any income, we decided how much money we are going to spend on food for next three months. 
Mon-chan is good at cooking, and by the way, he is also good at keeping a household account. So we make an agreement that Mon-chan does the meals and I do 
the dishes. 


The reason - In the middle of all this, I got a call from my sister who lives in Japan. We updated each other about our recent situation. She told me that a friend of 
hers had made some homemade duck pâté and called out on Facebook to see if anyone wanted some. My sister responded immediately as she was in the 
neighborhood. When she was about to leave the house to go and get it, her mother suggested her to bring a proper thank you souvenir. So she bought some 
chocolates from a local supermarket and brought them to her friend for exchange. At first glance this sounds like a very common story, but when I heard it with the 
Corona disaster, it sounded very interesting.


A)  My sister bought chocolates as an exchange "thing" for homemade pâté, even though she had not been requested that the chocolates be good.

B) The friend of my sister who made the pâté must not have made the pâté with the intention of receiving chocolate.

C) The sister's friend who made the pâté may or may not have liked chocolate.

D) But by her action she got the chocolate. And my sister got the pâté.


We live in a solid system based on the value of money, but what happens if the circulation of the society that used to revolve around the value of money and 
becomes unstable? What if we had a system of exchange in which each person could decide the value of his or her own money, and both parties would accept it? 
(I predict it would be “full of compassion.”) 


A closer look at the above actions shows:.

(A) My sister has taken the liberty of deciding the value of the patties herself.

(B) My sister's friend sees value in the fact that she made the pâté.

(C) The exchange is similar to improvisation

(D) The balance of value between the two parties only depends on the minds of both


As an experiment, we started by asking ourselves what the new value would be after the Corona lockdown. The coincidence of what the other party brings for 
exchange is also an important factor. And when I delved into why I was interested in this, what I ended up wanting to know was: what determines that value? What 
is it that determines its value? (Personal memories, experiences, etc.).


Condition - distance to meet in person, in the community.




出発点ー登場人物・私、そしてパートナーのもんちゃん。 
コロナが始まって、もんちゃんと一緒にいる日が毎日になった。ニュースなども見ていたので、これからどうなっていくんだという不安が少しアリ。もんちゃんの
働いてる音楽の仕事は全てキャンセルになる。こちらも約束していたプロジェクトが2個飛んだ。取り敢えず暫くは家に居ることになるだろうと覚悟をする。食糧
難になるという情報も聞いたりする。収入がなくなる見通しなので、食いっぱぐれない様に、まず2人で向こう3ヶ月分の食費を出し合い、1ヶ月2人で食費に使う
金額を決めどうにかやっていこうと話し合う。もんちゃんはご飯を作るのが得意、ちなみに家計簿をつけるのも得意。なので、食事はもんちゃんが、食器洗いは
私。という契約を結ぶ。


きっかけーそんな中、日本に住む姉から電話があった。お互い最近の状況をアップデートする。姉にしてみたら日常の何気ない話だったかもしれないけど、私に
取っては興味深い話だった。FB上で彼女の友人が手作りの鴨パテを作って、誰か欲しい人がいないかと声をかけていたそうだ。姉は近所だった事もあり、すぐに
欲しいと反応したらしい。取りに行くと家を出ようとした時、同居している母に「ちゃんとお礼を持っていかないと」と言われたことをきっかけに、近所のスーパー
でチョコレートを買って持っていったとの事。これは一見よくある話に聞こえるけど、コロナ禍で聞くと、とても面白い話に聞こえた。


A)　姉は、チョコレートが良いとリクエストされてないのに、手作りパテの交換「物」としてチョコレートを買った。

B）パテを作った姉の友人はチョコレートを貰うつもりでパテを作っていないはずである。

C）パテを作った姉の友人はチョコレートが好きだったかどうかわからない。

D）が、彼女のとった行動によって彼女はチョコレートを手に入れた。そして姉はパテを手に入れた。


私たちはお金の価値を基準としたシステムの中で暮らしているが、コロナにより社会の循環がストップし、お金の価値を基準に回っていた社会が不安定になってい
る今、 別の交換制度を試してみたらどうだろう。もし各人が価値を決定できて、それをお互いが許容すると言う交換のシステムがあったら、その循環はどう機能
するのか？（私の予想では「思いやりに溢れてる」）


上記の行動を詳しく見ると：

A）姉が勝手にパテの価値を自分で決めた

B）姉の友人はパテを作った事に価値を見出してる

C）交換するものはインプロに近い

D）双方間の価値のバランスは両者の心の中にある


コロナが始まってお金の価値が変わるとしたら新しい価値は何になるのかという疑問を出発点に実験的に始めた。相手から交換して貰うものの偶然性も重要な要
素になっている。そして、しかしながら何故それに興味があるか掘り下げていくと、結局、私の知りたい所というのは、その価値を決めているのは何なのか？と言
うところだった。（個人の記憶とか、経験など）


条件としてー実際に会いに行ける距離、コミュニティ内


