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資料館トピックス

新世代

　文鉄・お札とコインの資料館で3月21日から6月21日まで
実施していた企画展「女王陛下の肖像」は終了しました。

　国際的な金融教育イベント「Global Money Week」に
協賛し行ったこの企画展は会期中期間中のべ5,056回の
アクセスをいただき、3,875名さまにご覧いただきました。

　まだご覧になられていない方には「アーカイブ」として
公開しておりますので、ぜひご覧ください。

企画展「女王陛下の肖像」終了しました
お楽しみいただけましたか

　文鉄、文鉄ロゴ、文鉄・お札とコインの資料館ロゴは7月6日、
特許庁の審査の結果、特定の分野において商標登録（登録商標
6583462号、登録商標6583463号、登録商標6583464号）が
認められました。

商標登録されました
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

　文鉄・お札とコインの資料館では6月15日
から紙幣画像に試験的にルーラーを追加
しました。

　オンライン上のコンテンツでは実際に
建物がある博物館などと違い、環境によって
表示される大きさが変わってしまう上、
これまで文鉄・お札とコインの資料館では全
ての紙幣を同じ横幅で表示させていました。

　今回のルーラー追加によって直感的に
身 の 回 り の も の と 大 き さ の 比 較 が
できるようになり、表示中の紙幣の実物の大きさを
想像しやすくなります。

紙幣画像にルーラーをつけました
直感的に紙幣の大きさが分かりやすくなります

上:従来の紙幣画像
下:ルーラーを付加した

紙幣画像

　文鉄・お札とコインの資料館は7月25日から企画展
「戦時中のお金」を開催します。

　これは2020年に発生したCOVID-19パンデミックにより
博物館や資料館へのアクセスが難しくなった子どもたちの
ために北海道博物館が提唱した自宅にいながら子どもたちが
退屈せず学ぶことができることを目指すコンテンツ「おうち
ミュージアム」の一環で、昨今の世界情勢からいま一度平和に
ついて考えてみようという企画になります。
　
　戦前から、戦争が進むにつれて変わっていったお札や
コインの図柄や品質、戦後のデザイン変化を探ってみよう。

おうち平和ミュージアムに参加します
企画展「戦時中のお金」を開催します

エジプト、ポリマー紙幣を発行 　   4面へ
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　北アフリカのチュニジアは4月28日、5ディナール紙幣と
50ディナール紙幣の新紙幣を発行した。

　5ディナール紙幣には農業技術者であるスラヘディーン・
エル・アマミを、10ディナール紙幣には政治家であるヘディ・
ヌイラを描いた。

　それぞれの紙幣は2017年に発行された20ディナール券の
様式が用いられ偽造対策が向上した。

チュニジア、2額面の新紙幣を発行
よりモダンなデザインへ

今回発行された5ディハルム紙幣と10ディハルム紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏)

スコットランド銀行、新100ポンド紙幣発行
ポリマーとしては初の100ポンド

　西ヨーロッパのイギリスを構成する連合王国の一つである
スコットランドで紙幣を発行する銀行の一つである
スコットランド銀行は5月9日、現在進めているポリマー
紙幣化の最後の額面となる10０ポンド紙幣を発行した。

　今回発行された紙幣は裏面に医師であるフローラ・
マレーを描いている。

　スコットランドで紙幣を発行している銀行は他にも、
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド、クライズデール
銀行があるが、いずれの銀行も100ポンド紙幣を現在のところ
ポリマー紙幣では発行しておらず、スコットランド銀行が
一足早く切り替えを終えた格好だ。

今回発行された新100ポンド紙幣
(左:おもて、右:裏)

　西アジアのアラブ首長国連邦は4月、5ディルハム紙幣と
1 0 ディルハム紙幣の新紙幣を 2 0 1 9 年に発行した
50ディルハム紙幣と同様の様式となるポリマー紙幣として
発行した。

　新紙幣のうち5ディルハム紙幣はおもての図柄が従来の
アラブタガーからアジマンフォートに変更され4月26日に、
10ディハルム紙幣はおもての図柄が従来のシャージャ
中央市場からシェイク・ザーイド グランドモスクに変更され
4月21日にそれぞれ発行された。

●アラブ首長国連邦、2額面の新紙幣を発行
2019年発行の50券と同様式へ

今回発行された5ディハルム紙幣と10ディハルム紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏)

●ジンバブエ、100ドル紙幣を発行
依然インフレーションが進行中

　アフリカ南部のジンバブエは4月6日、最高額面となる
100ドル紙幣を発行した。

　昨年夏には50ドル紙幣を発行しており、当初アメリカドルと
兌換と謳っていたRTGSドルも2019年には計画倒れのように
兌換性を取りやめ、独自通貨に変わっている。

　2021年時点でのインフレーション率は98%と全世界でも
インフレーション率3位と極めて高い状態で、予断を許さない。

今回発行された100ドル紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏)

●フィジー、記念7ドル紙幣発行
2020東京オリンピックラグビー代表チームのメダル獲得を祝して

　オセアニアのフィジーは3月28日、2020年東京オリンピック
競技大会でのラグビー代表チームメダル獲得を記念して
7ドル紙幣を発行した。

　おもて面には銅メダル獲得チーム、裏面には金メダルを
獲得したチームの主将と表彰式、監督を描いている。

今回発行された7ドル紙幣
(左:おもて、右:裏)

　オセアニアのオーストラリアは3月24日、2020年から
続くCOVID-19パンデミックの際にオーストラリアの人々を
支えたエッセンシャルワーカーを称えた2ドル貨幣を発行した。

　裏面はカラーとなり、円の周りに医療関係者や小売業従業員、
教師などのエッセンシャルワーカーが描かれている。

　この記念2ドル貨幣は流通貨幣として発行され、通常
貨幣と同様に全土に流通する。

オーストラリア、記念2ドル貨幣発行
COVID-19パンデミック下でのエッセンシャルワーカーを称えて

今回発行された記念2ドル貨幣
(左:おもて、右:裏)
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アルゼンチン、新紙幣ファミリーを発表
アルゼンチンの歴史のヒーローとヒロインを描いて

　南アメリカのアルゼンチンは5月23日、今後新に発行する
新紙幣ファミリーの肖像と図柄、テーマを発表した。

　アルゼンチンでは2016年から現在の動植物がテーマと
なった紙幣ファミリーを発行しているが、それ以前の
ファミリーのように人物がテーマとなった紙幣に戻る。

今回発表された新紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏)

イギリス、旧20ポンド・50ポンド紙幣を失効へ
ポリマー紙幣のみの流通で信頼性の向上が狙い

　西ヨーロッパのイギリスと構成する連合王国は6月23日、
現在発行しているポリマー紙幣の1世代前となる紙製の
20ポンド紙幣、50ポンド紙幣を9月30日限りで失効させると
発表した。

　イギリスではポリマー製20ポンド紙幣を2020年2月20日
から、ポリマー製50ポンド紙幣を2021年6月23日から発行
しており、市中に十分に出回ったと判断した。

　旧紙幣は失効とはいえ、金融機関への預け入れや新紙幣への
両替は引き続き行うことができる。

　今回の措置により50ポンドまでの額面の紙幣はロイヤル
バンク・オブ・スコットランド発行1ポンド紙幣を除きポリマー
紙幣のみとなる。

今回失効と発表された紙幣(一例)
(それぞれ上:おもて、下:裏)

バルバドス、新紙幣ファミリーを発表
全額面ポリマー紙幣に切り替わる

　北アメリカのバルバドスは5月4日、12月5日に全額面の紙幣
を刷新すると発表した。

　新紙幣は全てポリマー紙幣として発行され、縦型の
デザインとなるものの、基本的な肖像や図柄は大型化され、
さらにポリマー素材であることを活かした透明窓が
用いられるほか、ホログラムの大型化も施され偽造対策と
同時に耐久性も大きく向上する。

今回発表された新紙幣
(それぞれ左:おもて、右:裏)
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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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貨幣製造枚数、過去最低に
10円貨幣の製造枚数は大きく下方修正

　日本の財務省は7月15日、2022年度の貨幣製造枚数を
下方修正したと発表した。

　その中でも特に10円貨幣は変更前は1億200万枚造幣の
計画が6100万枚の造幣計画と大きく下方修正。背景には金属
価格高騰や銀行の現金取扱手数料新設などがあるとみられる。

スリランカ、経済危機
通貨ルピーは急落、国家は破産を宣言

　南アジアのスリランカは7月5日、議会にて首相が国家の
破産を宣言した。

　スリランカではCOVID-19による外国人旅行者の減少や、
大統領のよる農業施策などの影響でGDPが急激に低下、
対外債務に苦しむ状況となっていた。

　スリランカでは現在インフレーションが極めて早いペースで
進行しており、市民生活は混乱を極めている。

ロシア、新100ルーブル紙幣を発行
洗練されたデザインへ

　東ヨーロッパのロシアは6月30日、新100ルーブル紙幣を
発行した。

　この新100ルーブル紙幣は2017年に発行した200ルーブル
紙幣、2 0 0 0ルーブル紙幣の様式となり、1 9 9 8年の
デノミネーション時から発行されていたデザインが大きく
改められた。

　おもて面にはモスクワの赤い広場にあるスパスカヤ塔が、
裏面にはルジェフにあるソビエト時代兵士の記念碑が描かれて
いる。

　今後ロシアは2023年に1000ルーブル紙幣と5000ルーブル
紙幣の新紙幣を導入する予定だ。

今回発行された新100ルーブル紙幣
(左:おもて、右:裏)

●エジプト、新10ポンド紙幣を発行
エジプトでは初のポリマー紙幣

　北アフリカのエジプトは7月4日、エジプトでは初となる
ポリマー紙幣となった新10ポンド紙幣を発行した。

　エジプトポンド紙幣のポリマー紙幣への移行は2019年に
10ポンド紙幣と20ポンド紙幣を2020年中に発行すると
アナウンスされていたものの、COVID-19パンデミックの
発生により延期され、今回１0ポンド紙幣のみ発行された。

　おもて面にはアル・ファッタ アル・アリム モスクを、裏面には
ハトシェプストの像が描かれている。

　エジプト中央銀行は新20ポンド紙幣の発行時期は明らかに
していないものの、本年中には発行される見通し。

今回発行された新10ポンド紙幣
(左:おもて、右:裏)

●アゼルバイジャン、新10マナト紙幣を発行
テーマはアゼルバイジャンの「歴史」

　西アジアのアゼルバイジャンは6月22日、新10マナト紙幣を
発行した。

　現在アゼルバイジャンでは紙幣の偽造対策強化を進めて
おり、2021年から発行されている1マナト紙幣などと同様の
シリーズとなる。

　アゼルバイジャンの歴史をテーマにしたこの新紙幣は従来の
紙幣と大きな変化はないものの、3Dホルグラムの採用などで
偽造対策は大きく向上している。

今回発行された10マナト紙幣
(左:おもて、右:裏)

インド、特定額面の偽造紙幣が急増
いきなり前年度の約2倍へ

　南アジアのインドの中央銀行であるインド準備銀行は
5月27日、年次レポートを発行し、2021年度の偽造紙幣発見
枚数のうち500ルピー紙幣が前年度と比較して2倍以上で
あることを明らかにした。なお、前々年度と前年度の比較では
1.3倍となっており、発見枚数に有意な差はなかった。

　500ルピー紙幣は流通高が枚数ベースでインドルピー紙幣
9額面の中でも約35%を占め、偽造対策が急務となっており、
インド準備銀行も年次レポートの中で紙幣に新しい偽造対策の
導入を積極的に行うとしている。

現在発行されている500ルピー紙幣
(左:おもて、右:裏)


