
今季のお札とコインニューストピック
イギリス、女王在位70周年記念貨幣発行
ユ ー ロ 紙 幣 リ ニ ュ ー ア ル 検 討 へ
中 国 、五 輪 記 念 紙 幣・貨 幣 発 行

2 面
3 面
4 面

2 色 の守り

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

2021年

冬　
号資料館通

信
文鉄・お札とコインの資料館
Buntetsu Museum of Bank notes and Coins.
http://buntetsu.museum/
第24号 1ページ2021年12月30日発行

　11月1日、3世代目となる新しい500円貨幣の発行が開始
された。

　この新500円貨幣は日本において通常貨幣としては初めての
バイカラー・クラッド貨で、2000年に発行されたニッケル
黄銅貨とデザインには大きな差がないもの、表面が内側と
外側で異なる色をしており、外観の差は歴然である。

　発行当初である現在は鉄道の券売機やバスの運賃箱、
自動販売機などで対応できていないものも多いものの、
2024年の新しい日本銀行券発行や今後の発行枚数増加により
この状況も改善するであろう。

新500円貨幣発行
通常貨幣としては初めてのバイカラー・クラッド貨幣

資料館トピックス

　12月27日に「文鉄」「お札とコインの資料館」の名称と
それぞれのロゴを商品区分41類(博物館関連）にて特許庁へ
商標登録出願をしました。

商標登録の出願をしました
文鉄・お札とコインの資料館をこれからも発展させるために

　12月23日、文鉄・お札とコインの資料館が公開している
資料数が2,000点を突破しました。

　2005年の開設以来資料の拡充をすすめ、1,000点到達は
2018年のことで13年かかりました。それからわずか約3年半で
資料数は2,000点を突破しました。

　これには多くの方から運営支援として資料の寄贈を賜り、
このわずかな期間で2,000点に到達いたしました。ご支援
いただいた皆さまに深く感謝を申し上げます。

資料数が2,000点突破
1,000点突破から約3年半で資料数は倍に

　12月1日に一般社団法人色材協会主催「色材アドバンスト
セミナー2021」にて文鉄・お札とコインの資料館として
「お札とコインを守る力」というタイトルで講演を行いました。

学会で講演を行いました
「お札とコインを守る力」

　外部サービス「Ko-fi」を用いた運営支援金受付を開始
しました。また、SNSシェアボタンの位置に「Support&
Donate by Ko-fi」としてリンクを設置しました。

　文鉄・お札とコインの資料館の運営を支えてくださる方は
ぜひご利用いただければと思います。多くの方から温かい
ご支援を賜りますよう、なにとぞよろしくお願いいたします。

Ko-fiによる運営支援金の受付を開始しました
クレジットカードやデビットカードが使えます

　文鉄・お札とコインの資料館では11月1日から2022年2月
1日まで企画展「バイメタルコインの世界」を実施中。

　日本でも実は10年以上前から、今回新しくなった500円
貨幣のようなバイカラー・クラッド貨幣が発行されているのを
知っていましたか?

　世界中のバイメタル貨幣とバイカラー・クラッド貨幣、
クラッド貨幣の違いを再発見しよう。

企画展「バイメタルコインの世界」実施中
500円新貨幣発行を受けて
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アゼルバイジャン、記念貨幣と紙幣を発行
2020年ナゴルノ・カラバフ紛争を記念して

　西アジアのアゼルバイジャンは11月4日、2020年ナゴルノ・
カラバフ紛争でのアゼルバイジャンの勝利を記念して複数の
記念貨幣と紙幣を発行した。

　記念貨幣は100マナト金貨と5マナト銀貨でおもて面に
共通してラン科の植物で今回の紛争でアゼルバイジャンに
返還されたシュシャ県のシンボルとなっているカリ・
ブルブルの花と勝利のシンボルなどが描かれた。

　 記 念 紙 幣 は お も て 面 に カ リ・ブ ル ブ ル の 花 と
アゼルバイジャン国旗を掲揚する兵士、コダアファリン橋
などを、裏面にはモッラ・パナフ・ヴァギフの霊廟、ムロヴ山
などが描かれた。

　いずれの記念貨幣・紙幣も収集用で額面以上の価格で
アゼルバイジャン中央銀行より販売された。

今回発行された記念貨幣と記念紙幣
(上から順に100マナト金貨、5マナト銀貨、

500マナト紙幣
それぞれ左:おもて、それぞれ右:裏)

　北ヨーロッパのイギリスの造幣局にあたるロイヤルミントは
11月28日、女王陛下在位70周年を記念する「プラチナ
ジュビリー」のイベントの一つとして記念デザインとなる
50ペンス貨幣を発表した。

　この50ペンス貨幣のデザインは女王陛下が承認したもので、
50ペンス貨幣裏面で王室関連のデザインにちなんだ記念
貨幣が発行されるのは初めて。

　デザインを発表した11月28日はエリザベス女王が即位した
1952年2月6日の70日前の日付にちなんだ。

　イギリスで「プラチナジュビリー」とされる在位70周年を迎
える国王陛下、女王陛下は在位されているエリザベス女王が初
めて。

イギリス、女王在位70年記念貨幣発行
プラチナジュビリーを祝して

今回発表された50ペンス貨幣
(裏面)

カンボジア、記念紙幣を発行
パリ協定と国王帰国30周年を記念して

　東南アジアのカンボジアは10月18日、カンボジア・ベトナム
間の戦争終結を定めたパリ協定30周年とノロドム・シハヌーク
国王の帰国30周年を記念して30,000リエル紙幣を発行した。

　この紙幣のおもて面にはノロドム・シハヌーク国王を、
うら面には国王とフン・セン首相、王宮、独立記念塔などが
描かれている。

今回発行された30,000リエル紙幣
(左:おもて、右:裏)

　中央アメリカのコスタリカは10月8日、ポリマー製となった
1,000コロンと10,000コロン紙幣を10月15日から発行すると
発表し、その日より発行された。

　この1,000コロンおよび10,000コロン紙幣の発行によって
ポリマー紙幣への移行が完了した。

　デザインは従来の紙幣と大きく変わらないものの、透明窓や
ホログラムなど偽造対策は大きく向上すると同時に、耐久性も
大きく向上した。

　今回の1,000コロン、10,000コロン紙幣の発行廃止と同時に
2020年12月に発行された2,000コロン、5,000コロン、
20,000コロンと50,000コロン紙幣の旧紙幣の失効日が発表
され、それぞれ2022年5月1日、3月1日、1月1日限りで
失効する。

　なお、最高額面であった50 ,000コロン紙幣はマネー
ロンダリングなどへの対策でポリマー紙幣では発行されず、
紙幣のバリエーションから消えた。

コスタリカ、1,000・10,000コロン新紙幣発行
ポリマー紙幣への切り替え完了

今回発表された1,000コロン、10,000コロン紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏)
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アラブ首長国連邦、ポリマー紙幣発行
建国50年を記念して

　西アジアのアラブ首長国連邦は12月7日、同国初となる
ポリマー紙幣として50ディルハム券を発行した。

　これは同国建国50周年を記念したもので、おもて面には
建国時のアブダビ、ドバイ、シャールジャ、アジュマーン、
ウンム・アル=カイワイン、フジャイラ、ラアス・アル=ハイマの
首長と国旗を、裏面には初代大統領であるザーイド・ビン=
スルターン・アール=ナヒヤーンが連邦創設時に協定に署名
するシーンとエティハド博物館などが描かれた。

今回発行された50ディハルム紙幣
(左:おもて、右:裏)

フィリピン、ポリマー紙幣発行へ
最高額面1,000ペソ紙幣を発行

　東南アジアのフィリピンは12月11日、公衆衛生の促進と
偽造対策、耐久性向上のため1,000ペソ紙幣を2022年
4月からポリマー紙幣として発行すると発表した。

　これは1,000ペソ紙幣が紙幣流通の中で多く使われている
こと、偽造が最も多い対象であることから。

欧州中央銀行、ユーロ紙幣をリニューアル検討へ
2024年までを目指して

　ヨーロッパで地域共通通貨ユーロを発行する欧州中央銀行は
12月6日、現在発行しているイウロパシリーズの次世代版と
なる新シリーズ紙幣のデザイン検討をはじめた。

　ユーロ紙幣はおおむね10年ごとにリニューアルされており、
現在発行されているイウロパシリーズで最初に発行された
5ユーロ紙幣は2013年に発行された。

ポーランド、記念紙幣を発行
「ポーランドの価値がある」

　東ヨーロッパのポーランドは11月8日、レフ・カチンスキ
元大統領のポーランドへの功績をたたえ20ズウォティ記念
紙幣を発行した。

　おもて面にはレフ・カチンスキ元大統領の肖像と白鷲勲章、
大統領官邸を、裏面にはワルシャワ蜂起と1980年代の
グダニスクの風景、カティンの戦争墓地などが描かれた。

　この紙幣は収集家向けにポーランド銀行から額面以上で
販売される。

今回発行された20ズウォティ紙幣
(左:おもて、右:裏)

ジブラルタル、新紙幣発行
イギリス本土と紙幣の大きさを同一化

　南ヨーロッパのジブラルタルは12月1日、新デザインとなる
5ポンド紙幣を発行した。

　すでにイギリス本土で2016年から発行されている5ポンド
紙幣と大きさを同一化し、鮮やかな緑色の紙幣となり、偽造対策
技術も向上した。

　これまで発行されていた5ポンド紙幣は2022年1月末で
失効し、一定期間指定箇所で引き換えができるという。

メキシコ、新50ペソ紙幣を発行
古代メキシコの歴史と文化がモチーフ

　北アメリカのメキシコは10月28日、50ペソの新紙幣を
発行した。

　この紙幣は2018年から発行を進めている新しい紙幣
ファミリーの一つで、9月24日に発行した記念２0ペソ紙幣と
合わせると全ての額面において新しい紙幣ファミリーの紙幣が
揃ったこととなる。

　50ペソ紙幣では2020年11月に発行した100ペソ紙幣同様
縦型デザインのポリマー紙幣となり、おもて面に聖戦の
テオカリと古代メキシコの風景、裏面にはメキシコ
サンショウウオと川と湖の生態系が描かれた。

今回発行された50ペソ紙幣
(左:おもて、右:裏)

カナダ、10セント貨幣をカラーに
ブルーノーズ100周年を記念して

　北アメリカのカナダは10月22日、10セント貨幣に描かれて
いる船「ブルーノーズ」100周年を記念して通常貨幣としては
初となるカラーコイン加工を施した10セント貨幣を発行した。

　この10セント貨幣は従来の10セント貨幣と比較して裏面に
刻印される「1921-2021」の数字の大きさが大きくなっている
ほか、ブルーノーズがよりダイナミックに描かれている。

　このカラーコイン加工された１0セント貨幣とともに、
同デザインでカラーコイン加工していない10セント貨幣も
同時に発行された。

　また、カナダの造幣局にあたるロイヤルミントから収集家
向けにコインセットなども販売されている。

今回発行された10セント貨幣カラーコイン
(左:おもて、右:裏)



発行:文鉄・お札とコインの資料館　© 2001-2021 Wada Akina. All rights reserved.この資料館通信24号は12月15日時点のデータをもとに作成しました。次号は2022年3月下旬発行予定です。

Buntetsu Museum of Bank notes and Coins.
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SN S 発信
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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
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中国銀行(香港)、北京冬季五輪大会記念紙幣発行
チャリティー活動へ向けて全て額面以上での販売

　東アジアの香港にある発券銀行の一つ中国銀行(香港)は
12月13日、2022年冬季オリンピック北京大会の開催を
記念して記念紙幣の販売を発表した。

　この紙幣は収集型紙幣として販売され、裏面は冬季
スポーツと万里の長城を唐詩「天涯共此時」(世界のどこに
いてもこの瞬間を共有する)をテーマに描かれている。

　購入は抽選制で中国銀行(香港）のウェブサイトから
2022年1月10日まで申し込みができる。

今回発表されたオリンピック記念紙幣
(左:おもて、右:裏面)

今回発表されたオリンピック記念紙幣
(左:おもて、右:裏面)

中国銀行(マカオ)、北京冬季五輪大会記念紙幣発行
事前にオンライン登録を行い引き換え

　東アジアのマカオにある発券
銀行の一つ中国銀行(マカオ)は
12月1日、2022年冬季オリン
ピック北京大会の開催を記念して
記念紙幣の発行を発表した。

　この紙幣は事前に専用サイトで
登録を行いマカオの住民1人に
つき2枚まで等価で引き換えが
でき、専用サイトでの登録は12月23日に終了し、2022年1月
10日から指定銀行で引き換えが開始される。

中国、北京冬季五輪大会記念貨幣と紙幣を発行
複数の紙幣と貨幣を発行

　東アジアの中国は10月26日から2022年冬季オリンピック
北京大会の開催を記念して複数の記念貨幣と紙幣を発行した。

　記念貨幣は10月26日から順次12種類が発行され、記念
紙幣は12月21日から2種類発行された。発行された記念貨幣は
金貨4種類、銀貨6種類、そのほか2種類となり金貨・銀貨に
ついては額面以上で販売された。

　また、11月24日には2022年冬季パラリンピック北京大会の
開催を記念して記念貨幣が発行された。この記念貨幣は金貨
1種類、銀貨1種類からなり、いずれも額面以上で販売された。

今回発表・発行されたオリンピック記念貨幣
(各貨幣の左上:おもて、それ以外:裏面)

今回発表・発行された
オリンピック記念紙幣
(上:おもて、下:裏面)

今回発表・発行された
パラリンピック記念紙幣

(上:おもて、下:裏面)

今回発表・発行された
オリンピック記念紙幣
(上:おもて、下:裏面)


