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　文鉄・お札とコインの資料館では3月21日から6月21日まで
企画展「女王陛下の肖像」を実施中。

　イギリス以外の国々や地域でもエリザベス女王の肖像が
描かれた紙幣や貨幣が発行されていたり、国や地域に
よっては発行された時期により肖像が異なっていることは
知っていますか?

　ご在位70周年を迎えられたエリザベス女王の足跡を、お金
からたどってみよう。

企画展「女王陛下の肖像」実施中
エリザベス女王の足跡をたどる旅 - プラチナ・ジュビリー ジャーニー

　文鉄・お札とコインの資料館は3月21日から27日まで経済
協力開発機構により実施される「Global Money Week」に
賛同し、今年も参加しています。

　今年のテーマは「Build your future, be smart about 
money.(未来をつくる、お金に強くなる。)」です。資料館では
企画展の実施やWeb上のコンテンツを通じて、青少年のお金に
関する知的好奇心の刺激に貢献しています。

Global Money Week!
未来をつくる、お金に強くなる。

資料館トピックス

復帰50年
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レソト、紙幣を小変化
偽造対策とアクセシビリティを両立

　アフリカ南部のレソトは、2021年12月23日、現在
発行しているロチ紙幣5額面を改訂した。

　デザインには大きな変化はないものの、深凹版印刷による
識別マークを新たに設け、従来のものよりサイズが小さくなり、
3Dセキュリティーリボンや光学式変化インクなど偽造
対策も向上した。

　東ヨーロッパのウクライナは2021年12月22日、ソビエト
連邦からの独立30周年を記念して50フリヴニャ紙幣と
1,000フリヴニャ紙幣を発行した。

　いずれも通常デザイン紙幣に30周年記念ロゴが加刷
されているもので、2021年8月20日の100フリヴニャ紙幣と
500フリヴニャ紙幣により開始された独立30周年記念紙幣発行
プログラムは全額面が発行されたこととなる。

ウクライナ、独立30周年記念紙幣2額面発行
全額面が出揃う

今回発行された50フリヴニャ紙幣と1,000フリヴニャ紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏)

アルバニア、新紙幣2額面を発行
全額面新シリーズ紙幣に切り替わる

　東ヨーロッパのアルバニアは1月17日、新500レク紙幣と
新2,000レク紙幣を発行した。

　アルバニアでは2019年より新紙幣の切り替えを進めており、
今回の2額面新紙幣発行で6額面全ての新紙幣がお目見した
ことになる。

　アルバニア銀行は従来の紙幣も現在のところ引き続き有効と
している。

今回発行された500レク紙幣と2,000レク紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏)

ユーロ、20周年
2021年の偽造通貨は過去最低水準に

　ヨーロッパの地域共通通貨を発行している欧州中央銀行は
1月28日、2021年中に発見された偽造紙幣の枚数が発行以来
最低であったと発表した。

　発見された偽造紙幣は約347,000枚で、その多くが日本円
では中額紙幣である2,000円紙幣や5,000円紙幣に相当する
20ユーロ紙幣や50ユーロ紙幣であった。

　また1月には共通通貨ユーロの利用開始から20年を迎えた。
導入当初は加盟国12ケ国の通貨であったものの、徐々に
導入する国や地域が広がり、現在ユーロは加盟国19各国の
通貨として用いられ、世界第2位の通貨として成長した。

　導入以前は国や地域ごとに異なっていた通貨を一つに
まとめたことにより為替レートに影響を受けず、　国境を
跨いだビジネスや旅行などをより簡単なものとした。

　今後はクロアチアやブルガリア、ルーマニアなどに拡大
予定で共通通貨圏はさらに拡大する。

導入当初に発行された20ユーロ紙幣と現在発行されている20ユーロ紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏)

グアテマラ、新200ケツァル紙幣発行
デザインの多くはそのままに、より信頼性高く

　中央アメリカのグアテマラは2021年12月13日、新しい
200ケツァル紙幣を発行した。

　デザインには大きな変化はないものの、深凹版印刷による
識別マークを紙幣右上にも追加し、3Dセキュリティーリボンや
光学式変化インクなど偽造対策が向上した。

今回発行された20ケツァル紙幣
(左:おもて、右:裏面)

　中央アジアのウズベキスタンは2021年12月22日、現在
進めている紙幣「大シルクロードシリーズ」への刷新として
50,000ソム紙幣と100,000ソム紙幣を発行した。

　 5 0 , 0 0 0 ソム紙幣はおもて面にアル =ハキーム・
アッ=テルミズィー・モスクとその附属施設を、裏面に
ソポリテパ遺跡を描いており、100,000ソム紙幣はおもて面に
イチャン・カラを、裏面には古代ホラズムの遺跡群を描いて
いる。

　大シルクロードシリーズの紙幣はこれで6額面が発行され、
今後はさらなる高額面紙幣や、貨幣も発行される予定だ。

ウズベキスタン、新紙幣を発行
大シルクロードシリーズ

今回発行された50,000ソム、100,000ソム紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏)
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　東南アジアのタイは1月20日、最低額面である20バーツ
紙幣をポリマー紙幣に切り替えると発表した。

　このポリマー製新紙幣は3月24日より発行され、従来の
紙製紙幣と併用される。タイでは過去にも記念紙幣を除けば
50バーツ紙幣でポリマー紙幣が用いられていたことが
あったが、50バーツ紙幣が発行された1997年当時は
ポリマー紙幣の技術が発展途上であり、さまざまな課題があり、
一時期発行されたのみで通常の紙製紙幣に切り替わって
いる。

　再度ポリマー紙幣が導入された背景にはSOGs(持続可能な
開発目標)が念頭にあると見られ、紙製紙幣よりも高寿命な
ポリマー紙幣を導入することにより、環境負荷を削減する
ねらいがあると見られる。

　タイ銀行では、この20バーツポリマー紙幣の流通状況により
他の額面紙幣のポリマー化を行うかどうか検討するとして
いる。

タイ、低額紙幣をポリマー化
より高寿命、より高耐久へ

今回発表された20バーツ紙幣
(左:おもて、右:裏)

シエラレオネ、デノミネーション実施へ
新通貨は「ニューレオネ」

　西アフリカのシエラレオネは2月10日、現在流通している通
貨である「レオネ」について数ヶ月内にデノミネーションを行う
と発表した。

　シエラレオネでは過去内戦やエボラ出血熱の大流行などによ
りインフレーションが発生しており、現在では最高額面10,000
レオネ紙幣が発行されていた。

　このデノミネーションでは現在の1,000レオネが新1ニュー
レオネとなり、新たに20ニューレオネ紙幣が発行される。

今回発表されたニューレオネ新紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏面)

アゼルバイジャン、新20マナト紙幣発行
アゼルバイジャンの独立がテーマ

　西アジアのアゼルバイジャンは2月10日、新20マナト
紙幣を発行した。

　デザインは従来の紙幣を踏襲し、「カラバフ」をテーマ
とし、アゼルバイジャンのちからと平和の象徴が描かれた。

　新シリーズの紙幣への切り替えは2020年より開始され、
残りの3額面もいずれ更新される見込み。

今回発行された20マナト紙幣
(左:おもて、右:裏面)

クロアチア、通貨をユーロへ切り替え
2022年が通貨クーナの最終年

　東ヨーロッパのクロアチアはクロアチアは2023年より
ヨーロッパの地域共通通貨であるユーロを導入し、現在の
クーナは役目を終えることになる。

　秋頃には市中での価格表示がクーナとユーロ双方で
表記される見込みだ。

ガイアナ、独立55周年記念紙幣を発行
COVID-19のため紙幣発行を延期していた

　南アメリカのガイアナは2月14日、独立55周年記念
2,000ドル紙幣を発行した。

　この紙幣は2021年7月に発行された独立55周年記念
100ドル貨幣および記念10,000ドル貨幣のシリーズの一つで
あるが、COVID-19パンデミックの影響で発行が延期と
なっていた。

　この紙幣はポリマー製で豊富な天然資源とガイアナを
構成する6つの民族の子どもたちが描かれた。

今回発行された2,000ドル記念紙幣
(左:おもて、右:裏)

マラウイ、最高額面紙幣を発行
2,000クワチャ紙幣も偽造対策強化

　アフリカ東部のマラウイは2月24日、新しい最高額面である
5,000クワチャ紙幣と、これまで最高額面であった2,000
クワチャ紙幣の偽造対策強化版を発行した。

　マラウイでは10年前50クワチャで購入できた清涼飲料水が
現 在 で は 3 0 0 ク ワ チ ャ ほ ど の 価 格 に な る な ど 、
インフレーションが進行している。
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日本、沖縄復帰50周年記念貨幣発行
いずれも収集型貨幣として額面以上で販売

　日本の財務省は3月8日、沖縄の日本復帰50周年を記念して
10,000円金貨と1,000円銀貨を発行すると発表した。

　10,000円金貨のおもて面には首里城正殿と琉球舞踊を、
1 ,000円銀貨のおもて面には首里城正殿と県鳥である
ノグチゲラと県花であるデイゴをカラーで描き、それぞれの
裏面には伝統工芸である紅型と「沖縄復帰五十年」の文字が
刻印された。

　これらの貨幣はいずれも額面以上で造幣局より販売され、
5月より受付が開始される予定だ。

今回発表された記念紙幣
(上から順に10,000円金貨、1,000円銀貨)

(それぞれ左:おもて、右:裏面)

北アイルランド、新紙幣デザイン発表
アルスター銀行から今夏発行

　北ヨーロッパのイギリスを構成する地域の一部である
北アイルランドは3月8日、新50ポンド紙幣のデザインを
公表した。

　この紙幣はアルスター銀行より夏頃に発行される予定で
北アイルランド出身の天文学者ジョスリン・ベル・バーネルと
天文学、物理学を描き、裏面には北アイルランド固有の動植物を
描いている。

今回発表された50ポンド紙幣
(左:おもて、右:裏面)

チェコ、記念100コルナ紙幣を発行
チェコスロバキアコルナ誕生200周年記念

　中央ヨーロッパのチェコは、チェコスロバキアコルナ
誕生100周年を記念して、3月30日に記念100コルナ紙幣を
発行する。

　この記念紙幣にはチェコスロバキアで財務大臣をつとめ、

国立銀行総裁でもあったカレル・エングリシュが肖像として
描かれ、裏面にはクラムガラス宮殿が描かれた。

今回発表された100コルナ紙幣
(左:おもて、右:裏)

ジャマイカ、紙幣刷新
より高効率に、より便利に。

　中央アメリカのジャマイカは3月10日、今年秋から冬を
めどに全額面の紙幣を刷新すると発表した。

　新しい紙幣では、2009年にこれまでの1,000ドル紙幣に
代わり、5,000ドル紙幣が最高額面として導入されたものの、
1,000ドル紙幣の流通量があまりにも多いため中額面となる
2,000ドル紙幣が新たに導入される。

　また、500ドル紙幣と5,000ドル紙幣の色彩を明確にし
区別を明瞭にした。

　新紙幣は裏面こそ2,000ドル紙幣を除いて現在の紙幣と
同じモチーフが用いられるが、おもて面には国民的英雄と
故人となった首相が描かれる。2,000ドルの裏面には、かつて
2ドル紙幣の裏面に描かれていた中央小学校の子ども達が
描かれた。

今回発表された新紙幣全額面
(それぞれ左:おもて、右:裏)


