
資料館通
信

文鉄・お札とコインの資料館
Buntetsu Museum of Bank notes and Coins.
http://buntetsu.museum/
第22号 1ページ2021年07月15日発行

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。
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新500円貨幣発行時期決まる        2面へ

2021 年

夏　
号

発行:文鉄・お札とコインの資料館　© 2001-2021 Wada Akina. All rights reserved.



発行:文鉄・お札とコインの資料館　© 2001-2021 Wada Akina. All rights reserved.

第22号 　2021年07月15日発行 　2ページ資料館通
信

　財務省は4月27日、新型コロナウイルス感染拡大により
発行を延期していた、新素材となる500円バイカラー・
クラッド貨を11月中に発行すると発表した。

　この貨幣は現在の500円ニッケル黄銅貨幣と比べて、
これまで発行された地方自治法施行60周年記念500円
バイカラー・クラッド貨などの記念貨幣のように2つの
異なった金属色が覗く構造となり、さらに周囲の刻みや微細
文字など偽造対策が格段に強化された。

　かつて500円ニッケル黄銅貨が発行された当時、外国
貨幣による500円白銅貨詐取が相次ぎ、貨幣に対する信頼が
薄れ、自動販売機やATMなどで通用停止となる事態に陥った。

　今回大きな変造事件が発生する前の切り替えに至った背景
には、当時よりも自動機による貨幣の取り扱いが格段に
増えているためとも言えよう。

　新500円貨幣が発行された後も、500円ニッケル黄銅貨
および500円白銅貨は引き続き通用する。

500円貨幣、新素材に変わる
より信頼性の高い貨幣へ

　偽造貨幣への対策として、内側と外側で異なる金属を用い、
内側に関してはハンバーガー状に別の金属を挟んだ構造の
貨幣。

　内側と外側で異なる金属を用いているバイメタル貨とは内側
の金属がハンバーガー状に別の金属を挟んでいるかどうかで
区別される。

　世界では2002年に発行された1ユーロ貨および2ユーロ貨
から用いられ、日本では記念貨幣として2008年に発行された
地方自治法施行60周年記念500円バイカラー・クラッド貨から、
通常貨幣として2021年発行予定の500円バイカラー・クラッド
貨から用いられる。

バイカラー・クラッド貨幣とは
通常貨幣としてはこれまで1ユーロおよび2ユーロ貨幣のみ

素材A 素材B

素材C（見えない)

バイカラー・クラッド貨幣の構造(左)
地方自治法施行60周年記念500円

バイカラー・クラッド貨幣の一例(中:おもて、右:裏)

時 代

日本の
お金の
出来事

社会の
出来事

時代とともに、歩んだ40年
昭和から平成へ、平成から令和へ

1980 2000 2020

2019年
1000円、5000円、

10000円紙幣刷新発表
500円貨幣刷新発表

2000年
2000円紙幣発行

2008年
リーマンショック

2011年
東日本大震災

2016年
熊本地震

イギリスEU離脱決定

2019年
新天皇即位、時代は令和へ

京都アニメーション放火事件

2020年
新型コロナウイルス

世界的流行

1999年
統一通貨ユーロ誕生

1983年
任天堂「ファミリーコンピュータ」発売

1985年
つくば万博開催
日航123便墜落事故

1987年
国鉄分割民営化

1989年
昭和天皇崩御、時代は平成へ
東欧革命、ドイツ再統一

1995年
Windows95発売
阪神大震災

2001年
アメリカ同時多発テロ

2000年
九州沖縄サミット開催

2005年
愛知万博開催

1998年
長野オリンピック開催

2004年
新1000円、5000円、
10000円紙幣発行

昭 和 平 成 令和

1982年
500円白銅貨発行

2000年
500円ニッケル黄銅貨発行

1994年
500円紙幣払い出し終了

2021年
500円バイカラー・クラッド貨発行予定
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ロシア、新世代の紙幣へ刷新
3年間に6額面を刷新

　ヨーロッパとアジアに位置するロシアの中央銀行である
ロシア連邦中央銀行は 3月 2 3日、現在発行している
10ルーブル、50ルーブル、100ルーブル、500ルーブル、
1000ルーブル、5000ルーブルの6額面について2022年から
2025年にかけて新紙幣に切り替えると発表した。

　100ルーブル券のデザインはすでに大まかに決定されて
おり、おもて面には赤の広場やオスタンキノ・タワーが
描かれる。

　2017年に発行された200ルーブル券および2000
ルーブル券は刷新されないため、新紙幣はこれらの様式が
用いられるのではないかと推察される。

2017年に発行された200ルーブルおよび
2000ルーブル紙幣(左:おもて、右:裏)

　南アジアのバングラデシュは3月28日、パキスタンから
独立50周年を記念して50タカ紙幣を発行した。

　この記念紙幣は通常紙幣に50周年記念のロゴを印刷した
ものと、独自デザインのもの2種類が発行された。

バングラデシュ、記念50タカ紙幣を発行
パキスタンからの独立50周年

　東アジアの中国は6月21日、中国共産党成立100周年を
記念して100元金貨3種類、50元銀貨5種類、10元バイメタル
貨幣1種類からなる記念貨幣を発行した。

　100元金貨はおもて面に国章と牡丹の花を描き、裏面に
天安門広場や発展した都市、電子冒険鏡などが描かれ、50元
銀貨は四角形のものと丸型の2種類からなり、おもて面は金貨
同様国章と牡丹の花を、四角形の貨幣裏面には彫刻「偉業」
「攻堅」「追夢」などが描かれ、丸型の貨幣裏面には「長城頌」が
描かれ、これらの金貨および銀貨は販売業者にて額面以上で
販売される。

　10元バイメタル貨幣はおもて面に国章、裏面に牡丹が
描かれ、指定条件のもと金融機関で引き換えがされる。

中国共産党成立100周年記念貨幣を発行
中国の歴史と発展を表現

上から順に
100元記念金貨(おもて面)
100元記念金貨(裏面3種)

50元記念銀貨丸型(左:おもて面、右:裏面)
50元記念銀貨四角形(おもて面)
50元記念銀貨四角形(裏面4種)

10元記念バイメタル貨(左:おもて面、右:裏面)
通用が停止された旧紙幣
(いずれもおもて面)

通用が停止された旧紙幣
(いずれもおもて面)

　中央ヨーロッパのスイスは4月30日、199 5年から
2019年にかけて発行してた旧世代のスイスフラン紙幣の
法定通貨指定を解除し、市中通用を停止した。

　これは2016年から発行している新世代紙幣の全額面が
出揃ったためで、旧紙幣は現在のところ無期限でスイス国立
銀行にて新紙幣と交換できるとされる。

スイス、旧紙幣の通用停止へ
新世代紙幣への切り替え完了を受けて
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Buntetsu Museum of Bank notes and Coins.

資料館
文鉄・お札とコインの
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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

ベネズエラ、デノミネーションに踏み込みか
インフレーションに歯止めの見通し

　南アメリカのベネズエラは8月、事実上のデノミネーションに
踏み込む見通し。

　現在の通貨名である「ボリバル・ソベラノ」はそのままに
1:100,000となる見通しで、デノミネーション後2ボリバル・
ソベラノから100ボリバル・ソベラノまでの新紙幣を発行する。

　 ベ ネ ズ エ ラ で は 電 子 決 済 が 普 及 し つ つ あ る が 、
インフレーションの影響は人々の生活に根深く影響を与え、
公共交通や露天商では0が多く並ぶ現金に悩まされることも
多い。近年ではベネズエラ国内のマクドナルドでのビッグ
マックの価格は17,500,000ボリバル・ソベラノと報告されて
おり、現金決済の場合これだけ0の並ぶ紙幣を用意しなければ
ならないが、日本円に換算すると2021年7月現在ではわずか
600円程度である。

発行された50RTGSドル紙幣
(左:表面、右:裏面）

発行された50RTGSドル紙幣
(左:表面、右:裏面）

　アフリカ南部のジンバブエは7月7日、50ドル紙幣を発行
した。

　この紙幣は昨年の10ドル、20ドル紙幣発行に続く新額面
紙幣で額面の高額化が進んでいる。現在では50ドルに続き
100ドル、200ドル紙幣の発行も予定されている。

2021年1月現在のインフレーション率は年350%を超えて
 おり、額面の高額化が止まらない。

ジンバブエ、新50ドル紙幣発行
続く紙幣の高額化、インフレーションは年350%を超えた

　古銭商などで構成される日本貨幣商協同組合は4月26日、
5月1日から3日まで開催予定であった第32回東京国際コイン・
コンヴェンションを中止すると発表した。

　2021年の東京国際コイン・コンヴェンションは直前まで
開催の予定で、パンフレットなどの印刷や送付も済ませていた
ものの、新型コロナウイルスの新たな感染拡大を受け4月
23日の政府による緊急事態宣言発表、25日の期間開始を受け、
4月26日に急遽中止を発表。これにより、東京国際コイン・
コンヴェンションは2020年に続き2年連続中止となった。

東京国際コイン・コンヴェンション今年も中止
緊急事態宣言発表を受けて

発行された50ポンド紙幣
(左:表面、右:裏面）

発行された50ポンド紙幣
(左:表面、右:裏面）

　北ヨーロッパのイギリスは3月25日、ポリマー紙幣となった
50ポンド紙幣を発表し、6月23日に発行した。

　これは2016年のポリマー製5ポンド新紙幣から続く一連の
紙幣ポリマー化の一つで、今回のポリマー製50ポンド紙幣を
発行したことにより、全額面のポリマー製紙幣への切り替えが
完了した。

　50ポンド紙幣はおもて面にエリザベス女王、裏面に
アラン・チューリングを描いている。これまでの旧紙幣は
2022年9月30日まで通用するとしている。

イギリス、ポリマー製50ポンド紙幣発行
ポリマーシリーズに切り替え完了

「おかねの中の動物園」ありがとうございました
1月4日から4月5日まで実施

　文鉄・お札とコインの資料館において1月4日から実施して
いた「おかねの中の動物園」は4月5日に終了しました。

　91日間の期間中4,234回のアクセスをいただき、2,593名
さまにご覧いただきました。

　引き続き文鉄・お札とコインの資料館ではご来館いただいた
お客さまに興味をひいていただける企画展を実施して
いきます。次回の企画展にご期待ください。

　北ヨーロッパのリトアニアは3月26日、同国のユネスコ生物
圏保護区に指定されているジュヴィンタス湖の風景を描いた
2ユーロ記念貨幣を発行すると発表し、5月19日に発行した。

　ジュヴィンタス湖はリトアニア南部に位置する湿地で、現在
では環境の変化が進んだ結果、泥地に変化してしまう可能性が
あるという危機的な状況に陥っている。

　貨幣には保護区を象徴する鳥類とともに湿地に生息する動物
たちを描いている。

リトアニア、自然をテーマにした記念貨幣発行
ユネスコの生物圏保護区指定の風景

発行された2ユーロ貨幣(おもて面)


