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［図3］近代的な印刷局の製造設備　明治35（1902）年ごろ
偽造防止のため、細かく精巧な模様を金属版に彫刻して、それを
印刷します。
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［図4］近代的な印刷局の製造設備　明治35（1902）年ごろ
お札を大量に印刷するためには、金属版をたくさん複製しなけ
ればなりません。
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　私たちは外国のお札を見ても、
それが「お札」だと、だいたい分かり
ます。現代のお札は、世界中どこで
も似た様式になっているのです。
まず、大きさと形は、おさいふに入る
くらいの、長方形をしています。
そして、図柄で目立つのは、肖像
（人の顔）です。肖像が描いてある
と、お札という感じがします。また、

お札全体を囲む枠模様が、植物の葉などで描いてあることもあります。次に、お札全体に、カラフルで
複雑な模様が描かれています。こうしたお札に特有の複雑な模様は、細かく精巧に印刷されていて、
偽造を防止するためのものです。そして、必ず、金額の数字が書いてあります。さらに、発行元の名前
が書いてあり、例えば、日本のお札には「日本銀行」と書いてあります（図1）。日本銀行は普通の銀行
とは違う、特殊な銀行です。
　しかし、お札は、むかしから、こうした形や模様をしていたわけではありません。こうした近代的な
お札の様式が登場したのは、今から170年ほど前、19世紀のことでした。それ以前のお札は、現在と
ずいぶん見た目が違いました。現在と
違うだけでなく、地域や発行の仕方
によって、見た目がばらばらでした。
共通しているのは、現在のお札に
くらべて印刷技術が未発達で、絵柄
は少なく、文字が中心だったという
ことです。こうした初期のお札に
大きな変化をもたらしたのは、「産業
革命」という歴史的な出来事でした。
これによって、今日、私たちが見慣れ
たお札の様式がアメリカとヨーロッパ

見

本

に生まれ、世界中に広まったのです（図2）。
　産業革命とは、それまで手で作ってい
たものが、機械で作られるようになる、
製造技術の大きな変革です。これによって、
人間が作り出すことができるものの量が
急激に増え、ものの売り買いが活発に
なって、人々がお札を使う機会が増えま
した。その結果、お札の偽造防止を強化
しなければならなくなったのです。それ
まで、お札は一般の本などと変わらない
技術で印刷されていましたが、産業革命
によって、お札を印刷するための特殊な

技術が登場します。細かく、精巧で、複雑な図柄の版面をつくり、それを大量に印刷する技術です
（図3、4）。お札の発行制度も、それまでは一つの国の中でも発行元や発行の仕方はばらばらでし
たが、お札は国ごとに統一され、その国の中央銀行（日本の場合は「日本銀行」）が発行するように
なります。そして、お札が国ごとに統一され
ると、お札には、その国を代表する人物や
風景などが描かれるようになりました。
　では、世界のお札の形や模様がどのよう
に変化してきたのか、実際に見ていきま
しょう。まず、地域や発行の仕方によって
様式がばらばらだった、初期のお札です。
様式は違っても、お札のデザインの機能と
して欠かせないのは、それがお札であるこ
とを伝え、金額を伝え、そして、偽造を防止
をすることです。お札に描かれた複雑な絵
柄は、偽造防止技術でもあるのです。
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［図2］日本　5円　明治15（1882）年　84×146 mm
日本のお札をつくっている印刷局では、ヨーロッパから技術者を雇い、
この近代的なお札のデザインをつくりました。

［図1］日本　1000円　平成16（2004）年　76×150 mm
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 がら　　　　　　ぎ　  ぞう　ぼう　 し　　ぎ　じゅつ

［図2］日本　5円　明治15（1882）年　84×146 mm
日本のお札をつくっている印刷局では、ヨーロッパから技術者を雇い、
この近代的なお札のデザインをつくりました。

［図1］日本　1000円　平成16（2004）年　76×150 mm
ず　　　　 　　に　   ほん　　　　　　　　　　　　  えん　　　　    へい　 せい　　　　　　　　　　　　　　　    ねん

　　　ず　　　　　    に　　ほん　　　　　　  えん　　　　  めい　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　ねん

　 に　    ほん　　　　　　　   さつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   いん     さつ　きょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ　 じゅつ　しゃ　　　　   やと

　　　　　　　  きん　  だい　 てき　　　　　　　   さつ
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　世界で最初にお札を使ったのは、中国でした。中国では銅などのコインを使っていましたが、10世紀
末、商人たちがコインの支払いを約束した証明書が、お金の代わりに使われたのが始まりです。これは、
日本やヨーロッパにお札が登場する600年も前のことでした。お札は紙に印刷されますが、紙も印刷も
中国で発明されたもので、ヨーロッパにはまだ紙をつくる技術も印刷する技術もありませんでした。

　その後、お札は政府が発行するように
なり、中国全土で使われるようになりま
した。中国で発達したお札は、縦長で、
とても大きいのが特徴です。姫楮という
木や桑の皮を原料にした厚い紙に、銅の
版面を使って、凸版印刷という方式で
印刷されています。図5は、標準的な
お札の様式です。上部には、お札の名前
（「大明通行寶鈔」＝「明（当時の中国）
全土を流通するお札」という意味）、中央
上部には、金額（「壹貫」＝コイン1000
枚）、その下には、コイン100枚の束を10個
並べた絵が描いてあります。全体を囲ん
でいる模様は、植物と、中国皇帝のシン
ボルである竜の絵です。下半分の文章
は、発行元（「戸部」という官庁）、ニセ札
をつくったときの刑罰（死刑）、犯人を
通報したときの賞金、発行年月日が書い
てあります。
　中国では15世紀から400年ほどお札
が使われなくなりますが、19世紀に再び
大型のお札が発行され、20世紀初め
まで使われていました。

1. 大型のお札―中国独自の様式1. 大型のお札―中国独自の様式
　　　　　　　おお　　　がた　　　　　　　　　　　　さつ　　　　　　　 ちゅう　　 ごく　　　どく　　　じ　　　　　　　　よう　　  しき　　　　　　　おお　　　がた　　　　　　　　　　　　さつ　　　　　　　 ちゅう　　 ごく　　　どく　　　じ　　　　　　　　よう　　  しき

Large Style―Chinese Paper MoneyLarge Style―Chinese Paper Money

近代より前　The Premodern Period近代より前　The Premodern Period
  きん   だい　 　　　　 まえ  きん   だい　 　　　　 まえ

2. 短冊型のお札―日本独自の様式2. 短冊型のお札―日本独自の様式
　　　　　　　たん　　　ざく　　　がた　　　　　　　　　　　　さつ　　　　　　　   に　　　ほん　　　どく　　　じ　　　　　　　　よう　　  しき　　　　　　　たん　　　ざく　　　がた　　　　　　　　　　　　さつ　　　　　　　   に　　　ほん　　　どく　　　じ　　　　　　　　よう　　  しき

Elongated Style―Japanese Paper MoneyElongated Style―Japanese Paper Money

近代より前　The Premodern Period近代より前　The Premodern Period
  きん   だい　 　　　　 まえ  きん   だい　 　　　　 まえ

［図5］大明通行宝鈔　1貫　1375年　明代　338×220 mm
上下に2つ政府の大きな印が朱色で押されています。

　日本でお札が使われるようになったのは、江戸時代が始まるころ（1600年
ごろ）です。これは、ヨーロッパでお札が使われるようになるより少し早く、
日本のお札は中国に次いで世界で2番目に古いことになります。やはり、
商人たちが発行した銀貨の交換券が、お金の代わりに使われ、お札になりま
した。その後、各地の大名の領地である藩もお札を発行するようになります。
藩札といい、藩内だけで使えたお札で、全国に250
ほどあった藩のほとんどが、江戸時代をとおして
それぞれ違うお札を発行しました。
　一般的な江戸時代のお札の様式は、縦に細
長い短冊型をしています。この様式は日本独自の
ユニークなものです。楮、雁皮、三椏という木の皮
を原料にした厚い紙に、図柄が木版印刷されて
います。さらに、文字が墨で手書きされていたり、
朱色の印が押してあったりします。発行元によって
様々ですが、多くは3～4段に分かれていて、一番
上には七福神、鶴と亀など、めでたい絵が描かれ
ています。そして、中段に金額、下段には、お札を
発行する仕事を担当した商人や役所の名前が
書いてあります。形は中国のお札とだいぶ違いま
すが、いくつかの段に分けられ、こうした文字や
絵が割り振られているデザイン様式は、少し似てい
ます。
　短冊形のお札は、明治時代の初めまで使われ
ました。
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［図7］
肥前（現・長崎県）
島原藩札
銀5匁　安永5（1776）年
132×49 mm
上段には、七福神の大黒
天と恵比寿、その下には、
金額の「5」を表わす5つの
宝袋が描かれています。

　　    ず

　 ひ　   ぜん　 　   げん　　　 なが　 さき　 けん

   しま　  ばら　 はん　さつ　

   ぎん　　  もんめ　　　　 あん　 えい　　　　　　　　　　　　　   ねん

 じょう   だん　　　　　　　　　   しち　  ふく　 じん　　　　　 だい　 こく

  てん　　　　   え　　  び　　  す　　　　　　　　　 した

  きん　  がく　　　　　　　　　　　　 あらわ

たから  ぶくろ　　　　  えが

［図6］
伊予（現・愛媛県）
大洲藩札
銀3匁　延享3（1746）年
164×43 mm
上段には、七福神の寿老
人と鹿の絵。また、この
藩札には、偽造防止のた
め、青く色をつけた紙が
使われています。

　　    ず

　 い　     よ　　　   げん　　　  え　　ひめ　 けん

   おお　　ず　   はん　さつ

   ぎん　　  もんめ　　　　 えん　きょう　　　　　　　　　　　　   ねん

 じょう   だん　　　　　　　　　  しち　  ふく　 じん　　　　　じゅ　  ろう

   じん　　　　   しか　　　　　  え　

  はん　さつ　　　　　　　　　　 ぎ　　ぞう　  ぼう　   し

　　　　　　 あお　　　    いろ　　　　　　　　　　　　　　  かみ

  つか
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　世界で最初にお札を使ったのは、中国でした。中国では銅などのコインを使っていましたが、10世紀
末、商人たちがコインの支払いを約束した証明書が、お金の代わりに使われたのが始まりです。これは、
日本やヨーロッパにお札が登場する600年も前のことでした。お札は紙に印刷されますが、紙も印刷も
中国で発明されたもので、ヨーロッパにはまだ紙をつくる技術も印刷する技術もありませんでした。

　その後、お札は政府が発行するように
なり、中国全土で使われるようになりま
した。中国で発達したお札は、縦長で、
とても大きいのが特徴です。姫楮という
木や桑の皮を原料にした厚い紙に、銅の
版面を使って、凸版印刷という方式で
印刷されています。図5は、標準的な
お札の様式です。上部には、お札の名前
（「大明通行寶鈔」＝「明（当時の中国）
全土を流通するお札」という意味）、中央
上部には、金額（「壹貫」＝コイン1000
枚）、その下には、コイン100枚の束を10個
並べた絵が描いてあります。全体を囲ん
でいる模様は、植物と、中国皇帝のシン
ボルである竜の絵です。下半分の文章
は、発行元（「戸部」という官庁）、ニセ札
をつくったときの刑罰（死刑）、犯人を
通報したときの賞金、発行年月日が書い
てあります。
　中国では15世紀から400年ほどお札
が使われなくなりますが、19世紀に再び
大型のお札が発行され、20世紀初め
まで使われていました。

1. 大型のお札―中国独自の様式1. 大型のお札―中国独自の様式
　　　　　　　おお　　　がた　　　　　　　　　　　　さつ　　　　　　　 ちゅう　　 ごく　　　どく　　　じ　　　　　　　　よう　　  しき　　　　　　　おお　　　がた　　　　　　　　　　　　さつ　　　　　　　 ちゅう　　 ごく　　　どく　　　じ　　　　　　　　よう　　  しき

Large Style―Chinese Paper MoneyLarge Style―Chinese Paper Money

近代より前　The Premodern Period近代より前　The Premodern Period
  きん   だい　 　　　　 まえ  きん   だい　 　　　　 まえ

2. 短冊型のお札―日本独自の様式2. 短冊型のお札―日本独自の様式
　　　　　　　たん　　　ざく　　　がた　　　　　　　　　　　　さつ　　　　　　　   に　　　ほん　　　どく　　　じ　　　　　　　　よう　　  しき　　　　　　　たん　　　ざく　　　がた　　　　　　　　　　　　さつ　　　　　　　   に　　　ほん　　　どく　　　じ　　　　　　　　よう　　  しき

Elongated Style―Japanese Paper MoneyElongated Style―Japanese Paper Money

近代より前　The Premodern Period近代より前　The Premodern Period
  きん   だい　 　　　　 まえ  きん   だい　 　　　　 まえ

［図5］大明通行宝鈔　1貫　1375年　明代　338×220 mm
上下に2つ政府の大きな印が朱色で押されています。

　日本でお札が使われるようになったのは、江戸時代が始まるころ（1600年
ごろ）です。これは、ヨーロッパでお札が使われるようになるより少し早く、
日本のお札は中国に次いで世界で2番目に古いことになります。やはり、
商人たちが発行した銀貨の交換券が、お金の代わりに使われ、お札になりま
した。その後、各地の大名の領地である藩もお札を発行するようになります。
藩札といい、藩内だけで使えたお札で、全国に250
ほどあった藩のほとんどが、江戸時代をとおして
それぞれ違うお札を発行しました。
　一般的な江戸時代のお札の様式は、縦に細
長い短冊型をしています。この様式は日本独自の
ユニークなものです。楮、雁皮、三椏という木の皮
を原料にした厚い紙に、図柄が木版印刷されて
います。さらに、文字が墨で手書きされていたり、
朱色の印が押してあったりします。発行元によって
様々ですが、多くは3～4段に分かれていて、一番
上には七福神、鶴と亀など、めでたい絵が描かれ
ています。そして、中段に金額、下段には、お札を
発行する仕事を担当した商人や役所の名前が
書いてあります。形は中国のお札とだいぶ違いま
すが、いくつかの段に分けられ、こうした文字や
絵が割り振られているデザイン様式は、少し似てい
ます。
　短冊形のお札は、明治時代の初めまで使われ
ました。
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 　　　　　　　　　　　　　　  りゅう　　　    え　　　　　　　　    した　はん　ぶん　　  　 ぶん   しょう

 　　　　　はっ    こう  もと　　　    こ　   ぶ　　　　　　　　　　     かん  ちょう　　 　　　　　      さつ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けい　 ばつ　　　 し　  けい　　　　  はん   にん

  つう   ほう　　　　　　　　　　　　　　 しょう きん　　　はっ　 こう　ねん   がっ   ぴ　　　　　か

 　　　ちゅう  ごく　　　　　　　　　　せい　  き　　　　　　　　　　　　　ねん　　　　　　　　　  さつ

  　　  つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せい　き　　　　 ふたた

  おお　 がた　　　　　　　 さつ　　　　  はっ　 こう　　　　　　　　　　　　　  せい　  き　　はじ

 　　　　　　つか

 　　　   に　 ほん　　　　　　 さつ　　　   つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 え　   ど　　じ　 だい　　　  はじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ねん

 　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    さつ　　　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    すこ　　　  はや

   に　 ほん　　　　　　　 さつ　　　  ちゅう  ごく　　　　 つ　　　　　　　　 せ　 かい　　　　 　　ばん　 め　　　　 ふる

 しょう にん　　　　　　　　　　はっ　こう　　　　　　 ぎん　　か　　　　 こう　かん　けん　　　　　　　　 かね　　　　 か　　　　　　　　　  つか　　　　　　　　　　　 さつ

 　　　　　　　　　　　　　  ご　　　かく　 ち　　　　 だい  みょう　　　りょう　 ち　　　　　　　　　  はん　　　　　　  さつ　　　　はっ　こう

  はん  さつ　　　　　　　　　　　  はん　ない　　　　　　　　　 つか　　　　　　　　　 さつ　　　　　ぜん　こく

 　　　　　　　　　　　　　　  はん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 え　　ど　　じ　  だい

 　　　　　　　　　　　  ちが　　　　　　さつ　　　　はっ　こう

 　　　 いっ    ぱん   てき　　　　　え　　ど　　 じ　  だい　　　　　　　 さつ　　　　  よう　 しき　　　　　    たて　　　　 ほそ

  なが　　　　 たん　ざく　がた　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よう   しき　　　　 に　  ほん　 どく　  じ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   こうぞ　　がん　  ぴ　　　みつ　また　　　　　　　　　　き　　　　 かわ

 　　　  げん りょう　　　　　　　　　  あつ　　　　 かみ　　　　　　 ず　  がら　　　　 もく　 はん   いん   さつ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  も　　じ　　　　  すみ　　　　て　　が

  しゅ   いろ　　　   いん　　　　  お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はっ　こう　もと

  さま   ざま　　　　　　　　　   　 おお　　　　　　　　　　　　　　だん　　　　 わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　いち   ばん

  うえ　　　　　　  しち　 ふく　 じん　　 つる　　　　かめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  え　　　　  えが

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちゅう  だん　　　　 きん　がく　　 　 げ　  だん　　　　　　　　　　     さつ

  はっ こう　　　　　　　   し　  ごと　　　　  たん    とう　　　　　　  しょう  にん　　　　やく　 しょ　　　　   な　  まえ　　

   か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かたち　　　ちゅう ごく　　　　　　　さつ　　　　　　　　　　　　　 ちが

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 だん　　　　  わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 も　　 じ

   え　　　　　  わ　　　　 ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よう   しき　　　　　  すこ　　　   に
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　　    ず　　　　　  だい　 みん　 つう　 こう,　ほう　しょう　　　　　　かん　　　　　　　　　　　　ねん　　　　  みん　  だい

 じょう　  げ　　　　　　　　　　 せい　　ふ　　　　　おお　　　　　　　　いん　　　　   しゅ　  いろ　　　　　お

［図7］
肥前（現・長崎県）
島原藩札
銀5匁　安永5（1776）年
132×49 mm
上段には、七福神の大黒
天と恵比寿、その下には、
金額の「5」を表わす5つの
宝袋が描かれています。

　　    ず

　 ひ　   ぜん　 　   げん　　　 なが　 さき　 けん

   しま　  ばら　 はん　さつ　

   ぎん　　  もんめ　　　　 あん　 えい　　　　　　　　　　　　　   ねん

 じょう   だん　　　　　　　　　   しち　  ふく　 じん　　　　　 だい　 こく

  てん　　　　   え　　  び　　  す　　　　　　　　　 した

  きん　  がく　　　　　　　　　　　　 あらわ

たから  ぶくろ　　　　  えが

［図6］
伊予（現・愛媛県）
大洲藩札
銀3匁　延享3（1746）年
164×43 mm
上段には、七福神の寿老
人と鹿の絵。また、この
藩札には、偽造防止のた
め、青く色をつけた紙が
使われています。

　　    ず

　 い　     よ　　　   げん　　　  え　　ひめ　 けん

   おお　　ず　   はん　さつ

   ぎん　　  もんめ　　　　 えん　きょう　　　　　　　　　　　　   ねん

 じょう   だん　　　　　　　　　  しち　  ふく　 じん　　　　　じゅ　  ろう

   じん　　　　   しか　　　　　  え　

  はん　さつ　　　　　　　　　　 ぎ　　ぞう　  ぼう　   し

　　　　　　 あお　　　    いろ　　　　　　　　　　　　　　  かみ

  つか
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［図14］アメリカ　100ドル　1996年　66×156 mm
アメリカ建国の父の一人、ベンジャミン・フランクリンの肖像。

［図13］アメリカ　銀証券　1ドル　1899年　79×189 mm
中央にアメリカの国鳥であるハクトウワシ、その下に大統領のリンカーンとグラントの肖像。

　　    ず　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　    ぎん   しょう   けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ねん
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　　    ず　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おう　 こく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　 ねん

  はっ　 こう　 もと　　　　　　　　　　　　　　　　ぎん　 こう　　　    あらわ　　　　じょ　 せい　　 ひだり　　　　　　　　　　　　　　　　しん　  わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  みぎ

　　　　  え　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　じ　    もん　　　　   いん　さつ

　　    ず　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　   ねん

　　　　　　　　　　　　　　　　　  が　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう   ぞう

  わく　　 も　   よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かろ

［図15］ドイツ　ザクセン王国　100マルク　1911年　102×159 mm
発行元のザクセン銀行を表す女性（左）と、ローマ神話のマーキュリー（右）
の絵。カラフルな地紋が印刷されています。

［図16］ベルギー　100フラン　1994年　76×139 mm
ベルギーの画家、ジェームズ・アンソールの肖像。
枠模様がなく、のびのびして軽やかなデザインです。

　見た目がばらばらだった産業革命以前と違い、近代のお札は、ほぼ世界共通の製造技術を使い、
世界共通の様式になりました。その特徴の一つは、凹版印刷という方式で肖像などの図柄を印刷する
ことです。凹版印刷は、細かい線で彫刻した図柄を一色で印刷するもので、インキが盛り上がってざら
ざらするという特徴があり、偽造防止に適しています。また、「彩紋」といわれる複雑な模様も導入
されました。図13の、左右上部の金額「1」を囲んでいる模様が彩紋です。彩紋は、偽造防止技術と
して世界中のお札に使われるようになり、近代的なお札を特徴づけるデザイン要素になりました。
　こうした様式は、19世紀初頭にアメリカで登場し、すぐにヨーロッパに伝わりました。そして、世界に
広まった近代的なお札の様式を細かく見ると、アメリカ系とヨーロッパ系の2つの流れがあります。
アメリカ国内のお札の特徴は、凹版印刷のみを使い、肖像、彩紋、そして枠模様を組み合わせた重々しい

デザインになっていること
です。こうした様式は、アメ
リカだけでなく、他国に
製造技術が伝わったり、
アメリカで他国のお札を
つくることで、南北アメリカ
大陸の国々や、20世紀初頭
の中国などに広がりまし
た。アメリカの影響を受
けた他国では、カラフルな
印刷と組み合わせること
もありましたが、やはり
凹版印刷による重々し
いデザインになっている
のが特徴です。

　ヨーロッパの中でも、ドイツ、ロシア、ハンガリー、フランスなどの国々は、それぞれ特徴的な様式
を発達させましたが、共通しているのは、アメリカ系にくらべてカラフルなことです。これは、凹版印刷
による肖像などの図柄の他に、地紋といって、お札全体にさまざまな色の模様が印刷されているため
です。こうしたヨーロッパの地紋印刷も、見た目がきれいなだけでなく、19世紀に発明された写真（当時
は白黒）を使った偽造に対抗する技術でした。

　また、アメリカ系のようなガッチリ
して重々しい枠模様が少なく、のび
のびして軽やかなデザインが多く
なっています。こうした製造技術と
デザイン様式は、ヨーロッパのお札
の製造会社がアフリカ諸国などの
お札をつくることで、他国にも広ま
りました。日本のお札も、明治時代
の初めにヨーロッパ系の技術を導入
したため、カラフルなデザインになっ
ています（図2）。
　アメリカ系とヨーロッパ系は、お札
の形も少し違います。アメリカ系は
ヨーロッパ系よりも横長で、金額が
違っても、すべて同じ大きさですが、
ヨーロッパ系は、金額が高くなる
と、少しずつ大きくなります。なお、
20世紀半ば以降、アメリカ系とヨー
ロッパ系ともにお札が小さくなり、
逆に、肖像は大きく描かれるように
なっています。

　　　　み　　　　　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さん  ぎょう  かく   めい　  い　 ぜん　　　　ちが　　　　　  きん　だい　　　　　　　さつ　　　　　　　　　　　　 せ　 かい　きょう  つう　　　　せい　 ぞう　 ぎ　じゅつ　　　  つか

　せ　 かい  きょう  つう　　　　よう　 しき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とく  ちょう　　　  ひと　　　　　　　　おう　 はん   いん   さつ　　　　　　　　　ほう   しき　        しょう ぞう　　　　　　　　　　ず　 がら　　　　いん　さつ

　　　　　　　　　　　　　  おう　はん   いん  さつ　　　　　 こま　　  　　　　せん　　　 ちょう  こく　　　　　　　ず     がら　　　　いっ しょく　　　 いん　さつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  も

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　とく  ちょう　　　　　　　　　　　  ぎ　  ぞう　ぼう　  し　　　　  てき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   さい　もん　　　　　　　　　　　　　　　　　  ふく　ざつ　　　 　 も　  よう 　　　  どう  にゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　   ず　　　　　　　　　　 さ　  ゆう  じょう   ぶ　　　　  きん   がく　　　　　　　　　  かこ　　　　　　　　　　　　　 も　 よう　　　　 さい　もん　　　　　　　　  さい　もん　　　　　　  ぎ　   ぞう　ぼう　  し　　ぎ　じゅつ

　　　　　    せ　 かい じゅう　　 　　　　さつ　　　 つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きん　だい  てき　　　　　　  さつ　　　　とく  ちょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よう　 そ

　　　　　　　　　　　　　　 よう   しき　　　　　　　　　せい　 き　 しょ　とう　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　じょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せ　  かい

 ひろ　　　　　　　　　　きん　だい　てき　　　　　　　さつ　　　　よう　しき　 　　　こま　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けい　　　　　　　　　　　　　　　　　　けい　　　　　　　　　　　　なが

　　　　　　　　　　　こく　ない　　　　　　  さつ　　　　とく  ちょう　　　　  おう　はん　いん  さつ　　　　　　　　　  つか　　　　　しょう ぞう　   さい   もん　　　　　　　　　　 わく　  も　 よう　　　　く　　　　  あ　　　　　　　　　　おも　おも

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よう　しき

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  た　  こく

  せい　 ぞう　　ぎ　 じゅつ　　　　 つた

 　　　　　　　　　　　　　　　  た　　こく　　　　　　   さつ

 　　　　　　　　　　　　　　　　      なん  ぼく

   たい  りく　　　  くに　ぐに　　　　　　　 　 せい　 き　 しょ   とう

 　　　 ちゅう   ごく　　　　　　　　　　 ひろ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   えい   きょう　　　　   う

 　　　　　　    た    こく

   いん　さつ　　　　  く　　　　　あ

   おう　  はん　いん　 さつ　　　　　　　　　　　 おも　 おも

 

 　　　　　　 とく  ちょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くに　ぐに　　　　　　　　　　　　　　　　　とく  ちょう  てき　　　　よう　しき

　　　 はっ    たつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  きょう  つう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おう　 はん　いん　さつ

　　　　　　　　  しょう  ぞう　　　　　　　　　　ず　  がら　　　　ほか　　　　　　じ　  もん　　　　　　　　　　　　　　　　さつ　ぜん　たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いろ　　　　 も　 よう　　　　いん　さつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　 もん　いん　さつ　　　　　　み　　　　　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せい　 き　　　　はつ　めい　　　　　　　　　 しゃ　しん　　 とう　  じ

　    　しろ　くろ　　　　　  つか　　　　　　　ぎ　 ぞう　　　  たい　こう　　　　　　　 ぎ　じゅつ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けい

 　　　　　　 おも　おも　　　　　　  わく　  も 　 よう　　　   すく

 　　　　　　　　　　　　  かろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おお

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せい　 ぞう　 ぎ　 じゅつ

 　　　　　　　　　　　   よう　しき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さつ

 　　　  せい　 ぞう　がい　 しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　しょ　 こく

 　　　 さつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  た　 こく　　　　　　　ひろ

 　　　　　　　　　　　　　　 に　　ほん　　　　　　　 さつ　　　　　　めい　  じ　　じ　 だい

   　　　はじ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　   けい　　　　 ぎ　じゅつ　　　 どう にゅう

 　　　　　　　　　　　　　　ず

 　　　　　　　　　　　　　　けい　　　　　　　　　　　　　　　　　 けい　　　　　　　　さつ

 　　　かたち　　　  すこ　　　　ちが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けい

 　　　　　　　　　　　　　　　けい　　　　　　　　　　よこ　なが　　　　　  きん　 がく

   ちが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おな　　　  おお

 　　　　　　　　　　　　　　　　けい　　　　　　 きん　 がく　　　　　たか

 　　　　　 すこ　　　　　　　　　 おお

 　　　　 せい　 き　　なか　　　　 い　 こう　　　　　　　　　　　　　 けい

 　　　　　　　　　 けい　　　　　　　　　　　　　さつ　　　　ちい

  ぎゃく　　　　　しょう ぞう　　　　おお　　　　　　　えがＳＰＥＣＩＭＥＮ
ＳＰＥＣＩＭＥＮ
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発行元のザクセン銀行を表す女性（左）と、ローマ神話のマーキュリー（右）
の絵。カラフルな地紋が印刷されています。
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ベルギーの画家、ジェームズ・アンソールの肖像。
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　見た目がばらばらだった産業革命以前と違い、近代のお札は、ほぼ世界共通の製造技術を使い、
世界共通の様式になりました。その特徴の一つは、凹版印刷という方式で肖像などの図柄を印刷する
ことです。凹版印刷は、細かい線で彫刻した図柄を一色で印刷するもので、インキが盛り上がってざら
ざらするという特徴があり、偽造防止に適しています。また、「彩紋」といわれる複雑な模様も導入
されました。図13の、左右上部の金額「1」を囲んでいる模様が彩紋です。彩紋は、偽造防止技術と
して世界中のお札に使われるようになり、近代的なお札を特徴づけるデザイン要素になりました。
　こうした様式は、19世紀初頭にアメリカで登場し、すぐにヨーロッパに伝わりました。そして、世界に
広まった近代的なお札の様式を細かく見ると、アメリカ系とヨーロッパ系の2つの流れがあります。
アメリカ国内のお札の特徴は、凹版印刷のみを使い、肖像、彩紋、そして枠模様を組み合わせた重々しい

デザインになっていること
です。こうした様式は、アメ
リカだけでなく、他国に
製造技術が伝わったり、
アメリカで他国のお札を
つくることで、南北アメリカ
大陸の国々や、20世紀初頭
の中国などに広がりまし
た。アメリカの影響を受
けた他国では、カラフルな
印刷と組み合わせること
もありましたが、やはり
凹版印刷による重々し
いデザインになっている
のが特徴です。

　ヨーロッパの中でも、ドイツ、ロシア、ハンガリー、フランスなどの国々は、それぞれ特徴的な様式
を発達させましたが、共通しているのは、アメリカ系にくらべてカラフルなことです。これは、凹版印刷
による肖像などの図柄の他に、地紋といって、お札全体にさまざまな色の模様が印刷されているため
です。こうしたヨーロッパの地紋印刷も、見た目がきれいなだけでなく、19世紀に発明された写真（当時
は白黒）を使った偽造に対抗する技術でした。

　また、アメリカ系のようなガッチリ
して重々しい枠模様が少なく、のび
のびして軽やかなデザインが多く
なっています。こうした製造技術と
デザイン様式は、ヨーロッパのお札
の製造会社がアフリカ諸国などの
お札をつくることで、他国にも広ま
りました。日本のお札も、明治時代
の初めにヨーロッパ系の技術を導入
したため、カラフルなデザインになっ
ています（図2）。
　アメリカ系とヨーロッパ系は、お札
の形も少し違います。アメリカ系は
ヨーロッパ系よりも横長で、金額が
違っても、すべて同じ大きさですが、
ヨーロッパ系は、金額が高くなる
と、少しずつ大きくなります。なお、
20世紀半ば以降、アメリカ系とヨー
ロッパ系ともにお札が小さくなり、
逆に、肖像は大きく描かれるように
なっています。
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［図18］カナダ　10ドル　2013年　69×152 mm
カナダの初代首相、ジョン・A・マクドナルドの肖像。このお札は、紙では
なく、ポリマーでできています。右側には帯状の透明部分があり、キラキラ
光る肖像も入っています。

［図17］タンザニア　10000シリング　2011年　75×150 mm
アフリカゾウの絵。お札の右側に、キラキラ光る帯状のホログラムが使
われています。

　近代的なお札の様式が登場して
から、ここ100年以上の間に、お札の
印刷技術は大きく進歩しました。偽造
を防ぐための模様は、さらに細かく
精巧になり、印刷の色数は格段に増え
て、さらにカラフルになり、お札のデザ
インは非常に複雑になっています。
しかし、おさいふに入るくらいの大きさ
の紙に凹版印刷による肖像などの
図柄と、カラフルな地紋印刷を組み合

わせる基本は変わっておらず、現代のお札は、19世紀に生まれた近代的なデザイン様式の延長上に
あるといえます。カラフルな地紋印刷が特徴のヨーロッパ系のデザインは、現代の主流です。
　しかし、近年起こっている特徴的な変化もあります。カラーコピー機や、スキャナーなどのデジタル
機器がだれでも簡単に使えるようになったため、これらを使ったニセ札が多く出回るようになりました。
これを防ぐために世界的に導入されているのが、ホログラムに代表される、キラキラ光るタイプの偽造
防止技術です。ホログラムは、傾けると図柄が変わります。他にも、傾けると色が変わる、キラキラ
したインキや、傾けるとプラスチックでできた部分の図柄が動くものもあります。紙ではなくツルツルした
ポリマー（プラスチックのフィルム）
でできたお札も新しいタイプの偽造
防止技術です。こうした技術は、コピー
機やスキャナーなどでは複製できま
せん。現代のお札のデザイン様式は、
こうした新たな技術が組み込まれる
ことで、少しずつ変化してきています。

　お札が登場して以来、お札のデザインは、お札を発行する制度の発達、製造技術の進歩、そして人々
の好みの変化によって移り変わってきました。
　お札に描かれる人物も人々の好みを反映して変化しています。最初は神話的な人物像（図15）や
政治家（図13）が多かったのが、20世紀の後半ごろから、芸術家や科学者などの文化人が多く描かれ
るようになりました。これと並行して、お札全体のデザインも、重々しい雰囲気から、より軽やかで
ユニークなものが多くなっています（図19）。ただし、お札らしさを伝えるために、安っぽかったり、
あまりにも風変わりだったりする図柄はさけられています。
　現代は、お札の様式が世界共通になり、見た目でお札だと分かりますが、自国の文化をアピール

するため、絵柄はかつてなくさまざまなものが描かれるようになってい
ます。アフリカの国では動物を描いたり（図19）、イスラム教の国では
イスラム文化特有の飾り模様だけでデザインしたお札もあります。
なかでも、オランダのお札のデザインは先進的で、1990年に具体的な
絵柄のない模様だけのお札を発行しました（図20）。このお札は、偽造
防止効果のある複雑な模様を使いながら、お札としての使いやすさを
優先して、金額を中心に大きく表示し、金額の違うお札はまったく違う
色になっています。そして、オランダのお札であることが分かるように、
発行元であるオランダ銀行の名前が一番上に書いてあります。

執筆　川仁央（お札と切手の博物館　学芸員）
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［図１9］スイス　1000フラン
1998年　182×73 mm
スイスの美術史家、ヤーコプ・ブル
クハルトの肖像。縦長で、現代的な
デザイン。

［図20］オランダ　25ギルダー　1990年　76×142 mm
現在オランダは、ユーロ券（現在ヨーロッパの24か国で使われている
お札）を使うようになっています。ユーロ券も肖像のないお札です。

7. 現代のお札―キラキラ・デザイン7. 現代のお札―キラキラ・デザイン
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近代・現代　The Modern and Contemporary Period近代・現代　The Modern and Contemporary Period
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［図18］カナダ　10ドル　2013年　69×152 mm
カナダの初代首相、ジョン・A・マクドナルドの肖像。このお札は、紙では
なく、ポリマーでできています。右側には帯状の透明部分があり、キラキラ
光る肖像も入っています。

［図17］タンザニア　10000シリング　2011年　75×150 mm
アフリカゾウの絵。お札の右側に、キラキラ光る帯状のホログラムが使
われています。

　近代的なお札の様式が登場して
から、ここ100年以上の間に、お札の
印刷技術は大きく進歩しました。偽造
を防ぐための模様は、さらに細かく
精巧になり、印刷の色数は格段に増え
て、さらにカラフルになり、お札のデザ
インは非常に複雑になっています。
しかし、おさいふに入るくらいの大きさ
の紙に凹版印刷による肖像などの
図柄と、カラフルな地紋印刷を組み合

わせる基本は変わっておらず、現代のお札は、19世紀に生まれた近代的なデザイン様式の延長上に
あるといえます。カラフルな地紋印刷が特徴のヨーロッパ系のデザインは、現代の主流です。
　しかし、近年起こっている特徴的な変化もあります。カラーコピー機や、スキャナーなどのデジタル
機器がだれでも簡単に使えるようになったため、これらを使ったニセ札が多く出回るようになりました。
これを防ぐために世界的に導入されているのが、ホログラムに代表される、キラキラ光るタイプの偽造
防止技術です。ホログラムは、傾けると図柄が変わります。他にも、傾けると色が変わる、キラキラ
したインキや、傾けるとプラスチックでできた部分の図柄が動くものもあります。紙ではなくツルツルした
ポリマー（プラスチックのフィルム）
でできたお札も新しいタイプの偽造
防止技術です。こうした技術は、コピー
機やスキャナーなどでは複製できま
せん。現代のお札のデザイン様式は、
こうした新たな技術が組み込まれる
ことで、少しずつ変化してきています。

　お札が登場して以来、お札のデザインは、お札を発行する制度の発達、製造技術の進歩、そして人々
の好みの変化によって移り変わってきました。
　お札に描かれる人物も人々の好みを反映して変化しています。最初は神話的な人物像（図15）や
政治家（図13）が多かったのが、20世紀の後半ごろから、芸術家や科学者などの文化人が多く描かれ
るようになりました。これと並行して、お札全体のデザインも、重々しい雰囲気から、より軽やかで
ユニークなものが多くなっています（図19）。ただし、お札らしさを伝えるために、安っぽかったり、
あまりにも風変わりだったりする図柄はさけられています。
　現代は、お札の様式が世界共通になり、見た目でお札だと分かりますが、自国の文化をアピール

するため、絵柄はかつてなくさまざまなものが描かれるようになってい
ます。アフリカの国では動物を描いたり（図19）、イスラム教の国では
イスラム文化特有の飾り模様だけでデザインしたお札もあります。
なかでも、オランダのお札のデザインは先進的で、1990年に具体的な
絵柄のない模様だけのお札を発行しました（図20）。このお札は、偽造
防止効果のある複雑な模様を使いながら、お札としての使いやすさを
優先して、金額を中心に大きく表示し、金額の違うお札はまったく違う
色になっています。そして、オランダのお札であることが分かるように、
発行元であるオランダ銀行の名前が一番上に書いてあります。

執筆　川仁央（お札と切手の博物館　学芸員）
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［図１9］スイス　1000フラン
1998年　182×73 mm
スイスの美術史家、ヤーコプ・ブル
クハルトの肖像。縦長で、現代的な
デザイン。

［図20］オランダ　25ギルダー　1990年　76×142 mm
現在オランダは、ユーロ券（現在ヨーロッパの24か国で使われている
お札）を使うようになっています。ユーロ券も肖像のないお札です。
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