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現在発行されている日本の通貨の中で唯一” 2” の単位である 2000円券の発行開始から今月で16年となる。
しかし、同時期に発行された 500 円ニッケル黄銅貨や 2004 年にリニューアルされた他 3 券種の日本銀行券と比べ
ると、いまいち流通が低迷している。
一番誤ってはいけないのは 2000 円券は記念紙幣ではなく通常紙幣であり、現在もなお、日本銀行から発行
されていることである。
日本における通貨の流通に占める各額面の割合
( 日本銀行 2016 年 4 月 28 日発表の統計による )
2000 円 券 が 発 行 さ れ た 当 初、新 額 面 と い う こ と、
デザインが当時発行されていた他の D 号券と比べ斬新で
あるということ、新たな偽造防止対策が施されていること
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利用ができず、不便だというイメージが先行してしまった。
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1円
10.4%
ように利用可能になっているが、当時のイメージが強く、
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16 年経った今日でも流通量が低迷している。
右のグラフは現在の日本における通貨の流通に占める各
額面の割合を表したものであるが、その中で 2000 円券は、
0.1% と他の額面と比較しても非常に少ないものとなって
いる。
コラム「私と2000円札」2面に続く
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私と 2000 円札

コラム「2000 円札、君が好きだ」から一部引用

早速であるが、私は 2000 円札が大好きである。いつも財布には 2000 円札を入れているし、
買い物などでも普通に使っている。むしろ 2000 円札、いや 2000 円という単位が一番便利な貨幣
単位だと思っている。銀行でお金を引き出す時にわざわざ窓口へ行って全部 2000 円札で
もらってくるほどだ。
2000 円札が発行された当時は私は中学生で、大人のようにお金に自由はなく、またお小遣い制
ではなかった。これは高校生になっても続き、お年玉や進級祝い、誕生日などでお金を親や親戚
からいただくことはあれど、とてもではないが 5000 円札なんて持ち歩けなかった。落とした時
こわかったのである。しかし 1000 円札ばかり持ち歩いていたのでは財布がかさばってしまう。
そこで目をつけたのが 2000 円札であった。2000 円札に両替して持ち歩くようにしたのである。
高校の修学旅行は北海道であった。その時ばかりは小遣いとして 3 万円を頂いたが、すぐに銀行で
全部 2000 円札に両替した。その 15 枚の 2000 円札とともに修学旅行に出かけた。旅先で食事を
したり、お土産を購入するときに、大体 1000 円を超えていたため貨幣や紙幣を足したり、
釣り札を多く受け取る必要もない、2000 円札での買い物が非常に便利であり、その頃から私の中で「2000 円札は何気に便利」
という概念が生まれていた。
私が自分のお金を持ち始めた頃にちょうど 2000 円札があり、小遣い制でなかったという事情から高額券を持たず、必然的に事実上
の最高額紙幣として 2000 円札を長く使っていた。そのため、オーストラリアやアメリカなどの国民が 100 ドルや 50 ドルよりも
20 ドル紙幣を広く親しみ使用しているのと同じように 2000 円札を好むようになった。
余談ではあるが、オーストラリアに旅行した際、私自身は 2000 円札と同じ感覚で 20 ドル札に大量に両替して持参したが、
オーストラリアでは国民が普通に商店で 20 ドル札で買い物していたり、小売店側も釣り札として渡していたりしているシーンをみて、
非常に居心地がよかったと同時に日本でも 2000 円札がこのようになればいいなと感じた。

50 ユーロ紙幣の新紙幣デザインが発表

記念貨幣の発行日が決定

2017 年４月からお目見え。”イウロパシリーズ”

地方自治法施行記念 500 円貨はいよいよフィナーレ。

ユーロ紙幣を発行している欧州中央銀行は、
7月5日に現在切り替えを進めている新紙幣
イウロパシリーズの来年から発行される
50 ユーロ紙幣のデザインを公開した。
デザインコンセプトは現在の紙幣と
変わらないが、先に発行されている 20 ユーロまでのイウロパ
シリーズ同様、光学式変化インクなど偽造対策を強化した。

財務省は地方自治法施行 60 周年記念 500 円バイカラー・クラッド貨の
最後の”東京都”、”福島県”の金融機関での引き換えを 7月 20 日
から行うと発表した。これにより、2008 年から発行されて
きたこの記念貨幣はフィナーレとなる。

イギリスの 5 ポンド新紙幣の発行日決定

100 クワチャ、200 クワチャの様式変更紙幣が発行され 6 月
下旬より流通を開始した。細かな様式変更が行われており、従来は
右下に小さく視覚障碍者向け識別マークが印刷されていたが、
様式変更されたものは左下に識別マークが移動し ( ただし、20
クワチャ、50 クワチャのみ右側上下中央 )、大型化した。

欧州中央銀行発表の新 50 ユーロ紙幣

イギリス初のポリマー紙幣導入

イギリスのイングランド銀行は同国初となるポリマー紙幣の5 ポンドの
発行日を９月13日と発表した。肖像画はチャーチル元首相。

マラウイの紙幣に細かな変化
全紙幣に識別マーク

フロリダ銃乱射事件で亡くなった方々へ心から哀悼の意を表します。私たちは自由です。
6 月度アクセス数

2016 年 6 月の文鉄・お札とコインの資料館の、のべアクセス数は、
251,013 件、ページアクセス数 30,319 件、アクセス人数 15,302 名
さまでした。
5 月期とくらべ 1 名さまあたりのページアクセス数は 261 件増加し、
アクセス人数は 4,711 名さま増加しています。

運営支援金を募集します

運営支援

この度、諸般の事情により文鉄・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 ) を募ることになりました。
個人が運営している当資料館のコンテンツは原則すべて無料ですが、貨幣
というテーマ上、リファレンスの作成及び運営には多くの資金が必要となる
のも事実です。そこで、このウェブサイトをご覧いただき、お気に召してい
ただけましたら、運営を支援していただけると幸いです。
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