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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。

この歴史、150年

Global Money Weekはじまる     4面へ

郵便・通貨制度150周年貨幣発行   3面へ

2021 年

春　
号

お金を守ることは、
自分を守ること。
Take care of yourself,

take care of your money.
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新500円貨幣発行延期
COVID-19による影響を踏まえ

　財務省は1月22日、当初今年上期を予定していた新500円
バイカラー・クラッド貨幣の発行延期を検討していると
発表した。

　これは銀行の現金自動預払機や小売店の自動釣り銭機、
各種自動販売機などの改修作業がCOVID-19の流行に伴い
影響が発生しているため。

　発行時期は現在のところ未定としている。

発表された500円バイカラー・クラッド貨のデザイン
(左:表面、右:裏面）

発表された500円バイカラー・クラッド貨のデザイン
(左:表面、右:裏面）

　西アジアのオマーンは1月11日、2020年7月に発行した
50リアル紙幣の様式を反映した新紙幣を発行し、これにより
全額面が新様式のものへと切り替わった。

　今回発行された紙幣は100バイサ、1/2リアル、1リアル、
5リアル、10リアル、20リアル券の6額面で、5リアル以上の
額面紙幣には現国王であるハイサム・ビン・ターリク・
アール＝サイード国王が描かれ、裏面にはオマーンの自然や
建物などの風景が描かれている。

　50リアル紙幣はオマーンの前国王カーブース・ビン・
サイードの崩御および即位50周年を記念して発行された。
今回発行された紙幣もその一環である。

オマーン、紙幣刷新
50リアル紙幣の様式を全ての紙幣に反映

すでに発行されている50リアル紙幣(一番上)と上から順に今回発行された20リアル券、
10リアル券、5リアル券、1リアル券、1/2リアル券、100バイサ券(それぞれ左:表面、右:裏面）
すでに発行されている50リアル紙幣(一番上)と上から順に今回発行された20リアル券、
10リアル券、5リアル券、1リアル券、1/2リアル券、100バイサ券(それぞれ左:表面、右:裏面）
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　西アジアのシリアは1月24日、これまでの最高額紙幣となる
5,000ポンド紙幣を新たに発行した。

　シリアでは経済制裁の影響から外貨為替相場の下落が続いて
おり、物価の高騰が進んでいる。そのため市場流通の紙幣が
増え、摩耗や損傷する低額紙幣が増加した。

　しかし、このタイミングでの高額紙幣発行は、市場において
更なるインフレーションにより貨幣価値の低下を招くのでは
ないかという見方も出ている。

　新紙幣には表面に国旗と敬礼する兵士、裏面にパール
シャミン神殿のフレスコ画が描かれている。

発行された1ドル紙幣と50ドル紙幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

発行された1ドル紙幣と50ドル紙幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

シリア、5,000ポンド紙幣を発行
これまでの最高額紙幣

　南アフリカのジンバブエは1月12日、50ドル紙幣を発行
する方針であると発表した。

　 す で に ジ ン バ ブ エ で は 2 0 0 9 年 ま で の ハ イ パ ー
インフレーションにより独自通貨の利用を取りやめ、2016年
よりアメリカドルとペッグしたRTGSドルを発行している
ところではあるが、インフレーションの再発により2019年
よりペッグを取りやめ、独自のドル通貨を発行している。

　国民の中にはかつてのインフレーションでの経済混乱への
警戒から独自通貨を拒否し、アメリカドルでの給与受け取りを
要求したり、商品の売買に使用する者もいる。

　銀行のプレスリリースにおいては、100ドル紙幣および
200ドル紙幣の発行は明確に否定されているものの、このまま
インフレーションが進行した場合、200ドル紙幣以上の額面が
発行され、2009年以前の状況と変わらないものとなってしまう
懸念もあり、インフレーションの押さえ込みが急務だ。

ジンバブエ、高額紙幣発行を示唆
インフレーションの抑え込み失敗か

発行された5,000ペソ紙幣
(左:表面、右:裏面）

発行された5,000ペソ紙幣
(左:表面、右:裏面）

　東南アジアのフィリピンは1月18日、スペイン艦隊と戦い、
打ち勝ったマクタン島の戦いから500周年を迎えることに
伴い、当時の領主であるラプ=ラプを描いた記念5,000ペソ
紙幣を発行した。

　この紙幣は通常紙幣よりも額面が高額な収集用紙幣で表面に
ラプ=ラプと軍艦、裏面にフィリピンワシとココナッツの木が
描かれている。

フィリピン、記念5,000ペソ紙幣を発行
マクタン島の戦いから500年
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　北アメリカのアンギラ、アンティグア・バーブーダ、ドミニカ
国、グレナダ、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、
モントセラト、セントビンセント・グレナディーン各国で構成
される東カリブ諸島の経済組織、東カリブ諸国機構は2019年
より発行しているポリマー紙幣のうち、5ドル紙幣を3月末
ごろに発行すると発表した。

　この5ドル紙幣は東カリブドル紙幣の中で一番多く流通
している額面であるものの、最も需要が少ないとされ、
当初2020年9月に発行するとしていたものを延期していた。

　3月末に発行開始されたとしても加盟各国での在庫状況に
より一斉に全ての国ぐにで流通開始とはならないであろうと
東カリブ中央銀行は予測している。

東カリブ諸島、5ドル紙幣をポリマー化
現金の需要減少で当初の予定より延期

発行される5ドル紙幣
(左:表面、右:裏面）
発行される5ドル紙幣
(左:表面、右:裏面）

　北アメリカのトリニダード・トバゴは2月15日、ポリマー
紙幣となった1ドル、50ドル紙幣を発行した。

　トリニダード・トバゴでは2019年12月に100ドル紙幣を、
2020年11月2日には5ドル、10ドル、20ドル紙幣をポリマー
紙幣として発行されており、これによって全額面のポリマー
紙幣化を完了した。

　ポリマー化以前の紙幣についてはトリニダード・トバゴ中央
銀行が発表するまで通用するとしている。

発行された1ドル紙幣と50ドル紙幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

発行された1ドル紙幣と50ドル紙幣
(それぞれ左:表面、右:裏面）

トリニダード・トバゴ、ポリマー紙幣へ切替完了
1ドル、50ドル紙幣発行

　西アジアのイランは2月8日に新様式の10,000リヤル、
20,000リヤル、50,000リヤル紙幣を発行すると発表した。

　これらの紙幣は将来行われるであろうデノミネーションの
実施を念頭に置き、それぞれ1,2,5という数字が目立つように
印刷されている。このうち10,000リヤル紙幣、50,000リヤル
紙幣はすでに発行され、20,000リヤル紙幣も数ヶ月中に
発行される見通し。

　表面の肖像は全てルーホッラー・ホメイニーで、裏面に
イランの宗教、文化や歴史を象徴する人物の墓が描かれた。

イラン、高額紙幣を3額面発行
デノミネーション実施を念頭に置いて

発行された50,000リヤル紙幣
(左:表面、右:裏面）

発行された50,000リヤル紙幣
(左:表面、右:裏面）

　北アメリカのアメリカは1月25日、現在アンドリュー・ 
ジャクソンが肖像として用いられている20ドル紙幣の肖像を
奴隷解放運動化の女性ハリエット・タブマンへの変更手続きを
再開したと発表した。

　肖像の変更は2016年、当時のオバマ政権下で発表されていた 
ものの、その後トランプ政権下において延期が発表された。

 バイデン政権下になり、多様性を反映するとして、再び肖像
変更手続きが再開されたもの。政治に翻弄された形だ。

アメリカ、新20ドル紙幣の肖像は誰だ
政権移行で計画がたびたび変更

郵便・通貨制度150周年記念貨幣発行
2種類合計5額面の収集型記念貨幣を発行

　財務省は1月22日、郵便制度150周年記念貨幣と近代通貨
制度150周年記念貨幣を4月～9月を目処に発行すると
発表した。

　郵便制度と現在の円(・銭・厘)の通貨制度は1871年(明治4年)
に創設され、今年で150周年を迎えることを記念したもの。

　郵便制度 1 5 0 周 年記念貨幣は 1 0 , 0 0 0 円 金貨と
1,000円銀貨が発行され、10,000円金貨の表面には日本最初の
郵便ポストと郵便搭載風景、1,000円銀貨の表面には丸型
ポストと郵便物搭載風景が、裏面にはともに東京中央郵便局
玄関が描かれた。

　 近 代 通 貨 制 度 1 5 0 周 年 記 念 貨 幣 は 1 0 , 0 0 0 円
金貨、5,000円銀貨と1,000円銀貨が発行され、表面には共に
当時発行された金貨幣に使われた「圓」の文字と菊と桐の
模様が、裏面には現在発行されている通常貨幣6額面に使用
されている若木・稲穂・平等院鳳凰堂・菊・桜・桐が描かれた。

　いずれも収集型記念貨幣となり額面以上の価格で造幣局より
販売され申し込みは郵便制度が4月下旬から、近代通貨制度が
6月中旬から受付開始予定だ。

発表された記念貨幣
左から郵便制度150周年記念10,000円金貨、1,000円銀貨、

近代通貨制度150周年記念10,000円金貨、5,000円金貨、1,000円銀貨
(それぞれ上:表面、下:裏面）

発表された記念貨幣
左から郵便制度150周年記念10,000円金貨、1,000円銀貨、

近代通貨制度150周年記念10,000円金貨、5,000円金貨、1,000円銀貨
(それぞれ上:表面、下:裏面）



発行された5ディナール紙幣
(左:表面、右:裏面）

発行された5ディナール紙幣
(左:表面、右:裏面）

　北アフリカのリビアは2月15日、「アラブの春」で知られる
独裁政権からの民主化10周年を記念し、ポリマー化された
5ディナール紙幣を発行した。

　2019年に1ディナール紙幣がポリマー化されており、
今回はそれの続きとも言える。リビアは10デイナールから
50ディナールまでの紙幣をポリマーに切り替える方針で
あるが、今後のスケジュールは発表されていない。

リビア、ポリマー化新5ディナール紙幣を発行
リビア民主化から10年
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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

今年もGlobal Money Weekに参加します
Take care of yourself, take care of your money.

　文鉄・お札とコインの資料館は今年も
世界中の子どもたちを対象とした
Global Money Weekに参加します。

　文鉄・お札とコインの資料館は世界
各国の紙幣や貨幣、紙幣や貨幣に施されたデザインなどを
通じて、子どもたちのお金に関する興味、知的好奇心の
入り口となり、将来の夢に繋がっていくことを願っています。
※Global Money Weekは2012年より開始された青少年の金融教育・金融包摂の国際的な啓発活動で、
2020年より経済協力開発機構(OECD)金融教育に対する国際的ネットワーク(INFE)の主催となり、
2021/03/22から2021/03/28までの一週間、世界各国の様々な団体が、子供・若者向けの金融教育を
推進するイベントを行います。2020年は残念ながら世界的なイベントは中止となってしまいましたが
2019年のGlobal Money Weekには、152の国と地域から10,000以上の機関の参加がありました。

文鉄・お札とコインの資料館は16周年
たくさんの「ありがとう」に気持ちを込めて

　文鉄・お札とコインの資料館では4月4日、開設から
16周年を迎えます。

　わずか1枚の2,000円紙幣と10円貨幣から始まったこの
ウェブサイトは、朝鮮や台湾といった旧外地通貨、かつての
大日本帝国軍が占領した地域で使用した軍用手票を初め、
世界各国のお札やコインを収集し続け、3月4日現在では
226国と地域、1,563点の資料数となり、2021年2月中1日
平均740名の方に7,478ページをご覧いただくウェブサイトへ
成長いたしました。

　 こ れ ま で お 寄 せ い た だ い た た く さ ん の ご 支 援 に
「ありがとう」の気持ちを込めて、精一杯お返しができるように
これからも運営を続けて参ります。

企画展「おかねの中の動物園」実施中
3月22日からバージョンアップ!

　文鉄・お札とコインの資料館では1月4日から企画展
「おかねの中の動物園」を実施中。COVID-19の感染拡大で
なかなか外へ出かけられないステイホーム中でも、たくさんの
動物たちに会いに行こう!

　日本を含めた世界各国のお札やコインに描かれた動物たちを
紹介。3月22日からは「Global Money Week」に合わせて
企画展をバージョンアップ!

　さらにたくさんの動物たちと一緒にみなさんをお出迎え
します。おかねの中の動物たちに会いに行こう!

バージョンアップ!ステイホームでもたくさんの
動物たちに会いに行こう!

おかねの中の
企画展 開催期間

2021/01/04 →  2021/ 04/05

ベネズエラ、更なる高額紙幣を発行
進むインフレ、止まらぬ経済混乱

　南アメリカのベネズエラは3月8日、従来の50,000ボリバル・
ソベラノ紙幣からさらに高額となる200,000ボリバル・
ソベラノ、500,000ボリバル・ソベラノ、1,000,000ボリバル・
ソベラノ紙幣を発行した。

　ベネズエラではウゴ・チャベス政権下における社会主義化に
端を発する経済混乱によりインフレーションが尋常ではない
速度で進行し、2016年にはボリバルからボリバル・フエルテに
通貨切り替えを実施し、最終的に100,000ボリバル・フエルテ
紙幣が発行され、2018年に現在のボリバル・ソベラノに通貨が
切り替えられた。その際に1/100,000のデノミネーションを
実施した。

　今回1,000,000ボリバル・ソベラノ紙幣が発行されたことに
より、ボリバル・フエルテの時代の最高額面を追い越して
しまったことになる。

　公式発表では2019年のインフレーション率は9,585%、
2020年は3,000%とされ、収束する気配がない。

左から順に発行された200,000ボリバル・ ソベラノ、500,000ボリバル・ソベラノ、
1,000,000ボリバル・ ソベラノ紙幣

(それぞれ左:表面、右:裏面）

左から順に発行された200,000ボリバル・ ソベラノ、500,000ボリバル・ソベラノ、
1,000,000ボリバル・ ソベラノ紙幣

(それぞれ左:表面、右:裏面）


