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このたびの新型コロナウイルス(COVID-19)の被害に遭われた方に、心からお見舞い申し上げます。
罹患された方、その周りの方には1日も早いご快復を心からお祈り申し上げます。

この新型コロナウイルスによりお亡くなりになられた方に神の御許へのお導きがあらんことを。
ご遺族の方に神の慰めと励ましがあらんことを。アーメン。

新しい歴史、新しい紙幣

アゼルバイジャン、新紙幣発行       2面へカタール、全紙幣刷新                   4面へ
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発行された200レアル紙幣
(左:表面、右:裏面）

発行された200レアル紙幣
(左:表面、右:裏面）

ブラジル、新紙幣が訴訟問題に発展
視覚障害者へのアクセシビリティ欠如

　南アメリカのブラジルが9月2日に発行した最高額面である
200レアル紙幣をめぐり波紋が広まっている。

　10月9日に公選弁護士や同国の視覚障害者支援団体が200
レアル紙幣の発行停止を求め訴訟を提起した。この200レアル
紙幣が従来の20レアル紙幣と同じ大きさのため権利の行使を
阻害するというもの。

　さらに10月29日に経済産業大臣であるパウロ・ゲデスが
200レアル紙幣自体がCOVID-19感染拡大による現金需要増大
のための急造紙幣であり、将来発行を停止する旨を示唆する
発言をした。

　新額面紙幣でのアクセシビリティ問題提起はかつて
日本の2,000円紙幣発行開始の際も発生しており、2004年に
発行された5,000円紙幣が旧紙幣からサイズが変更された
背景がある。

　北ヨーロッパの北アイルランドは10月14日、アルスター
銀行の新20ポンド紙幣を発行すると発表した。

　北アイルランドではアイルランド銀行、ダンスケ銀行、
アルスター銀行からそれぞれ紙幣が発行されているが
アルスター銀行以外の2行が2020年7月20日から新20ポンド
紙幣を発行していたのに対し、アルスター銀行のみ発行を
延期していた。

　これにより全ての銀行で新20ポンド紙幣が発行された。

アルスター銀行、新20ポンド紙幣発行
3行それぞれの新20ポンド紙幣出揃う

発行された20ポンド紙幣
(左:表面、右:裏面）

発行された20ポンド紙幣
(左:表面、右:裏面）

　西アジアのアゼルバイジャンは10月20日、2021年1月1日
から新1マナト、5マナト、50マナト紙幣を発行すると発表した。

　これらの紙幣は表面にアゼルバイジャンの文化を描き、
裏面に国土を描いている。裏面は縦型のデザインとなり、
デザインに昨今の流行を取り入れている。

　アゼルバイジャンでは2018年に偽造対策が大きく進化した
新額面紙幣である200マナト紙幣を発行しており、徐々に
最新の偽造対策を導入し他紙幣の発行を進めている。

アゼルバイジャン、新紙幣発行
より高い信頼性へ

発表された1マナト、5マナト、50マナト紙幣
(それぞれ上:表面、下:裏面）

発表された1マナト、5マナト、50マナト紙幣
(それぞれ上:表面、下:裏面）

　南太平洋のフィジーは10月10日に独立50周年を迎えるに
あたり、10月7日に記念50ドル紙幣及び50セント貨幣を
発行した。

　紙幣には1970年10月10日に実施された独立記念式典と
フィジーの各民族の子どもたちが描かれ、貨幣にはフィジーの
国章と国旗の盾の部分が抜粋して描かれている。

　50ドル紙幣は通常では紙製の紙幣であるが、この記念貨幣
ではポリマー紙幣となった。

　これらの記念紙幣、貨幣は収集向けに額面以上で販売
されるほか、記念貨幣は国内の子どもたちに独立50周年
記念として配布された。

フィジー、独立50周年
記念紙幣・貨幣を発行

発行された記念50ドル紙幣、記念50セント貨幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

発行された記念50ドル紙幣、記念50セント貨幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）
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　日本の財務省は11月4日、東京2020大会記念100円
クラッド貨及び500円バイカラークラッド貨幣の金融機関での
引き換えを開始し、東京2020大会記念貨幣プログラムでの発行
は全て終了した。

東京2020大会記念貨幣第4次分引換開始
新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大を受けて当初より延期

発行された記念1ソル貨幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）
発行された記念1ソル貨幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

ペルー、独立200周年
記念貨幣をシリーズ化して発行

　南アメリカのペルーは2021年に独立200周年を迎えるに
あたり、10月9日に最初の記念1ソル貨幣を発行した。

　これは18世紀から19世紀の間に独立と自由の達成のために
力を尽くした人たちに思いを馳せ、讃えている。

　10月9日に発行された貨幣には作家
であるフアン・パブロ・ビスカルド・イ・
グスマンの肖像が描かれている。
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デンマーク、偽造対策強化版紙幣を発行
まずは500クローネから

　北ヨーロッパのデンマークは11月17日、従来の紙幣と同一
デザインで偽造防止対策を大幅に強化した改良版を発行した。

　デンマークではキャッシュレス化が大きく進み、日常の決済
において現金が占める割合がごくわずかではあり、2018年には
紙幣の製造を外注化している。しかし、通貨の価値を安定
させるには現金の信頼性が不可欠であり、今回の強化に至った。

　従来の紙幣から大きく差はないが、中央に大きな3D
セキュリティリボンが施され、紙幣を動かすたびにその中の
模様が動いて見える。

　数年をかけて全ての額面の偽造対策強化版を発行するとし、
まずは100クローネ紙幣を強化すると発表している。

発行された500クローネ紙幣
(左:表面、右:裏面）

発行された500クローネ紙幣
(左:表面、右:裏面）

　北アメリカのカナダの中央銀行であるカナダ銀行は
11月19日に過去に発行し、現在では発行されていない額面の
紙幣の市中流通を廃止すると発表した。

　これは1ドル、2ドル、25ドル、500ドル、1,000ドルの
各紙幣が対象で、これらの額面の紙幣は現在のシリーズでは
発行されておらず、市中でもほぼ流通していない。

　市中流通廃止日は2021年1月1日で、それ以降はこれらの
紙幣を市中では原則行使することができないが、カナダ内の
金融機関では無期限に現行紙幣及び貨幣へ引き換えられると
している。

　この決定の背景には偽造防止対策が陳腐化していることに
加え、現在では最高額紙幣が100ドルなのに対し、500ドル
以上の紙幣がマネーロンダリングなどの違法行為で利用
されていることへの懸念がある。

　現段階では他の額面紙幣及び旧紙幣の市中流通廃止は検討さ
れていない。

カナダ、旧紙幣を一部市中流通廃止へ
新紙幣への引き換えは引き続き可能

市中流通が廃止されると発表されたうちの一つ、1986年発行の2ドル紙幣
(左:表面、右:裏面）

市中流通が廃止されると発表されたうちの一つ、1986年発行の2ドル紙幣
(左:表面、右:裏面）

　東南アジアのシンガポールは11月3日、2021年1月1日より
1,000ドル紙幣の新規発行を中止すると発表した。

　シンガポールではかつて10,000ドル紙幣(2020年12月現在
の日本円で779,000円相当)という高額紙幣も発行されていた
が、2014年から発行が中止されている。この紙幣についても
今回と同様に高額紙幣がマネーロンダリングなどの違法行為で
利用されていることへの懸念がある。

　これによりシンガポールの最高額紙幣は他のほとんどの国や
地域と同等の100ドル(2020年12月現在の日本円で7,790円相
当)となる。

　今回の措置は新規発行の中止であり、現在すでに発行されて
いる1,000ドル紙幣は2021年1月1日以降も失効することはな
く、引き続き利用できるとしている。

シンガポール、高額紙幣の新規発行を中止
マネーロンダリングなどへの警戒措置

新規発行中止が発表された1,000ドル紙幣
(左:表面、右:裏面）

新規発行中止が発表された1,000ドル紙幣
(左:表面、右:裏面）

　北アメリカのメキシコは11月12日に新100ペソ紙幣を、
11月19日に新1,000ペソ紙幣を発行した。

　これらの紙幣はGシリーズと呼ばれる2018年の500ペソ
紙幣から発行を開始した新デザイン紙幣で、100ペソ紙幣は
初の縦型のデザインとなった。

　100ペソ紙幣はポリマー紙幣で詩人であるソル・フアナ・
イネス・デ・ラ・クルスとサン･イルデフォンソ学院、メキシコ
森林の生態系が描かれた。

　1,000ペソ紙幣は紙製の紙幣で、元大統領のフランシスコ・
マデロ、女性活動家のエルミラ・ガリンド、革命家のカルメン・
セルダン・アラトリステとこれら3人が当時用いていた輸送
手段の機関車、メキシコ熱帯雨林の生態系が描かれた。

メキシコ、新100ペソ・新1,000ペソ紙幣を発行
100ペソ紙幣は初めての縦型デザイン

発行された100ペソ紙幣と1,000ペソ紙幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

発行された100ペソ紙幣と1,000ペソ紙幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

サウジアラビア、G20記念紙幣を発行
紛争地域の地図が描かれインド反発

　西アジアのサウジアラビアは10月25日、11月20日から21日
にかけてリヤドで開催されたG20サミットを記念して20リヤ
ル紙幣を発行した。

　この紙幣の裏側にG20参加国の地図が
描かれているものの、インド・パキスタン・
中国がともに主権を主張している紛争
地域の国境線が認識とは異なる国境線で
描かれているとことに特にインドが反発。
波紋を広げている。

発行された20リヤル
紙幣(裏面）

発行された20リヤル
紙幣(裏面）



　北ヨーロッパのリトアニアは11月4日、ユネスコ文化無形
遺産である十字架の丘をモチーフとした記念2ユーロ貨幣を
発行した。

　この十字架の丘はソビエト占領下に破壊され始めていた
ものの、独立までの間リトアニアの精神、アイデンティティの
象徴として守られ続け、独立後十字架の数はさらに増えている。
また、リトアニア国民が信仰する主たる教えはカトリックで
あり、巡礼地ともなっている。

　２ユーロ貨幣の周囲には★
で区切られ、自由・統一・繁栄と
いう文字が入れられており、
一 部 を 除 き 額 面 価 格 で
引き換えられ市中で通常
貨幣と同様に流通する。

リトアニア、十字架の丘モチーフの記念貨幣発行
ソビエト占領下でも変わらなかった精神と象徴

発行された2ユーロ記念貨幣
(左:表面、右:裏面）

発行された2ユーロ記念貨幣
(左:表面、右:裏面）

　中央アメリカのコスタリカは全額面の紙幣のポリマー化を
進めており11月26日に新20,000コロン紙幣を、12月1日に
2,000コロン紙幣と5,000コロン紙幣を発行した。いずれも
ポリマー製で肖像の人物、主たるデザインの変更はない。

　これまで1,000コロン紙幣のみがポリマー製であったが、
7月23日に全額面をピリマー製に切り替えると発表していた。

　今回発行されなかった1,000コロン、10,000コロンの
新紙幣は2021年中に発行されるとしている。50,000コロン
紙幣については、すでに2018年に発行を中止しているため
切り替えの対象に入っていない。

コスタリカ、ポリマー紙幣を全額面へ拡大
より強く、より美しく

発行された2,000コロン、5,000コロン、20,000コロン紙幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

発行された2,000コロン、5,000コロン、20,000コロン紙幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）
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Buntetsu Museum of Bank notes and Coins.

資料館
文鉄・お札とコインの

SN S 発信
しています

文鉄・お札とコインの資料館の運営支援金
(ウェブサイトへの寄付)を募っています。 
詳しくはこちらへ : 
http://www.buntetsu.net/mbc/campa.html

運営支援金を募集しています

運営支援

　東南アジアのタイは12月12日、ワチラーロンコーン国王戴冠
1周年を記念して１００バーツ、1,000バーツ紙幣を発行した。

　このうち１,０００バーツ紙幣は収集向けの大型紙幣と
なっており、国王のこれまでの歩みを裏面に描いている。

　いずれの紙幣も額面価格で金融機関で引き換えされた。

タイ、国王戴冠1周年記念紙幣発行
2種類の額面を発行

発行された100バーツ、1,000バーツ紙幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

発行された100バーツ、1,000バーツ紙幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

発行された1リヤル、5リヤル、10リヤル、50リヤル、100リヤル、
200リヤル、500リヤル紙幣

(1リヤルから100リヤル紙幣までそれぞれ左:表面、右:裏面
200リヤルと500リヤル紙幣それぞれ上:表面、下:裏面）

発行された1リヤル、5リヤル、10リヤル、50リヤル、100リヤル、
200リヤル、500リヤル紙幣

(1リヤルから100リヤル紙幣までそれぞれ左:表面、右:裏面
200リヤルと500リヤル紙幣それぞれ上:表面、下:裏面）

　西アジアのカタールは12月18日の独立記念日に合わせ全
額面の紙幣を刷新した。

　新紙幣は新たに200リヤル紙幣が加わり7額面となった。
カタールの国旗と伝統、歴史や動植物、技術を描いている。

　旧紙幣は2021年3月19日に市中流通が廃止され、それから
10年間の間金融機関で現行紙幣に引き換えられ、その後失効
するとしている。

カタール、全紙幣刷新
カタールの伝統と歴史を表現

.museumドメイン運用開始
文鉄・お札とコインの資料館へのアクセス方法は変わりません

　文鉄・お札とコインの資料館では「 buntetsu.museum 」ドメ
インの運用を開始しました。 .museum ドメインは博物館等に
割り当てられるドメインで、URLを連想しやすくなります。


