
 「日本近代銀貨蒐集の魅力」の発刊にあたって

　令和時代になって初めての春を迎えています。30 余年続いた平成時代も終わりを告げ、昭和時代が懐か
しく感じる今日この頃です。今年は 3 月 14 日に桜の開花宣言が気象庁から発表され、統計を取り始めてか
ら観測史上最速の開花日となりました。桜も令和になって初めて春を待ちきれなかった様子です。

　平成 10 年頃からスタートとした日本近代銭の収集も 20 年が過ぎ、当初の目標に達した感があります。
明治は遥か彼方へ遠ざかってしまいましたが、その明治の新時代に製造された近代銀貨に魅せられて、平成・
令和と時代を重ねて日本近代銀貨収集の日々を飽きることなく続けています。

　思い起こせば近代銭、特に円銀・貿易銀蒐集の起点と原動力になったのは、それは紛れもなく貿易銀「大
桐」との出会いでした。この「大桐」との出会いがなければ、現在の集大成は無かったものと思料してい
ます。ちょっとした小さな一つ出来事が起爆剤となり、円銀・貿易銀を中心とした近代銀貨収集に嵌まり、
延々と 20 余年も永く続く結果となりました。

　私の実家の近くには縄文時代の集落遺跡などがあり、小学生から中学生の頃は日曜日になると畑を無心
に歩き、「矢じり」拾いに明け暮れたこともありました。また、近くに古墳群がありＳ 41 年に発掘調査が
行われた時は発掘を興味深く見ていたこともありました。子供の頃から歴史のある古い物などに興味を示
していたのも事実です。結果的にその本性が日本近代銀貨の蒐集に繋がったのかも知れません。

　中学 2 年生の時にクラスメイトが、教室に明治の 50 銭銀貨と終戦前後に発行された紙幣を持ってきたの
を見せてもらったことが、日本の古い貨幣に興味を持った直接のきっかけとなりました。その時の出会い
がずっと心底に残っていたことが、近代銀貨収集に目覚めてのめり込んだ一因となっています。

　今振り返ると、20 余年の間には様々な思い出の詰まった近代銭との素晴らしい出会いと感動が数多くあ
りました。その都度認めていた手記を、今回入手経緯としてご参考までに掲載させて頂きました。

　造幣局の草創期に於いて、世界屈指の彫金家加納夏雄が中心となって活躍した時代は、まさに歴史的近
代貨幣製造の黄金期と言えるでしょう。何故かこの時代の円銀・貿易銀には強く惹かれるものがあります。

　私もその銀貨の魅力と魔力に取りつかれ、強い拘りと執念を持って収集活動に勤しんだ結果、大きな目標
に辿りついたコレクターの一人です。人間、努力すれば必ず報われるという事を身を持って実感しています。

　「日本近代銀貨蒐集の魅力」は、一人でも多くの方々に収集品をご覧頂き、さらにその出会いとの感動と
喜びに共感してくださり、その魅力を感じて頂ければ、それは蒐集家冥利に尽きるものでもあります。

　20 余年における近代銀貨収集の足跡を振り返り、その集大成として記念誌を発刊できたことは、日本近
代銀貨の蒐集家として、この上ない悦びと達成感に満たされ、まさしく感無量の境地です。

　最後に記念誌の発刊にあたり、はじめに素晴らしい日本近代銀貨の蒐集にお力添えを頂いた多くの関係
者各位、そして書信館出版株式会社主幹後藤雅和氏とコレクションの写真撮影にご協力を頂いた株式会社
銀座コイン会長竹内俊夫氏、株式会社フォト・バス代表取締役石川文　氏に、この書面をお借りしまして
心より厚く御礼申し上げます。   　   

　令和弐年　弥生 記
東京都下住　健武 耕治
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〔新１円銀貨 明治７年銘 中期多脈〕



〔旧１円銀貨　明治３年銘　無輪〕
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〔旧１円銀貨　明治３年銘　有輪　プルーフ〕

〔旧１円銀貨　明治３年銘　有輪〕



No.１　円銀プルーフ貨 ３種

　旧１円銀貨は、有輪と無輪の２種類を確認しております。古くは平成６（1994）年６月の
日本コインオークションLot№770に無輪のプルーフ貨が出品されています。当時はプルー
フ貨に対する一般認識は低かったと思いますが、当時としてはかなりの高額で落札されて
います。その後、平成13（2001）年銀座コインオークションLot№720に有輪が出品され高額
で落札されています。当品は平成14年銀座コイン名貨カレンダーにも写真が掲載されてい
ます。銀座コインオークションには、昨年までに有輪３枚・無輪１枚の計４枚が出品されて
おり、現存確認枚数は別表資料①②の通り、７枚（有輪５枚・無輪２枚）で無輪の方が少なく
なっています。
　旧１円銀貨プルーフの特徴は菊紋側に顕著に表れています。①リムの表面が平らで
シャープ（通常貨は一部がつぶれている場合が多く、バリなどが多く見られます）。②馬の
歯が１個々独立して整然と並んでいる（通常貨では潰れた馬の歯が所々見られます）。③リ
ボン房の線模様が両方とも綺麗に出ている。④旭日は縦線が鮮明で潰れていない。⑤エッ
ヂが深く切り立っているなどが上げられます。
　竜図側は①リムの表面が平らである。②文字が細くシャープなどです。
　他にはギザが鮮明で整然と並んでいるなどです。打刻を複数回行っているため、全体的
に通常貨より両面が固く引き締まった印象があります。両面とも鏡面仕上げになっている
のは勿論のことです。

　円銀のプルーフ貨は、旧１円銀貨 明治３年銘、新１円銀貨 明治７年銘、同 明治13年銘の
３種が知られています。なお、掲載の画像はすべて原寸の約1.4倍に拡大しています。

〔旧１円銀貨 明治３年銘〕
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※ 資料の中には月刊『収集』名貨シリーズに掲載されたものと重複しているものもあります。
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オークション別　圓銀・貿易銀稀少年号 タイプ別出品状況一覧

枚 H30.12.31現在

種類 日本コイン ワールドコイン 江戸コイン 銀座コイン 入札誌銀座 特記事項 合  計

年号 1989～1995 1991～1995 1990～2014 1989～ 1999～ ㊧㊨銀打・他 上段<>内未使用以上枚数

旧一圓 明治３年 <2> <19> <2> <23>

欠貝圓 1 1 3 53 29 87

新一圓 明治７年 <1> 銀座CA・入札誌  ←大鱗同一品     <1>

前期 曲脈 1 20 10 大鱗　 1枚 31
<1> <1>

多脈 1 2 1 9 5 18

中期 離明1※ <1> 離明1※<1> 離明　 2枚 ※未2枚同品 <1>

曲脈 1 8 5 接明  11枚 14
<1> 離明　 9枚 <1>

多脈 1 14 6 接明　 9枚 21

後期 H28.H30同一品 <0>

浅彫 曲脈 1 7 2 10
㊧ 1      <4> <1> ㊧ 1 <5>

多脈 2 4 4 35 13 58
密枝脈1 密枝脈3　  <1> 密枝脈1 内 <1>

少脈 2 10 3 密枝脈 5枚 15
㊨ 1 ☆ <11> <1> ㊨ 1 内PF 1枚 <10>

深彫 多脈 1 2 44 16 粗広脈 0枚 63

明治８年 ※ ※H02年№638 <0>

前期浅彫 少脈 3 H29年№530 同品 H21年№747 同品 3
粗広脈2　 <0>

後期深彫 多脈 2 2 5 41 3 粗広脈 2枚 53
※ ※H13年№729 <0>

後期深彫 正八Ⅰﾀｲﾌﾟ 1 H29年№531 同品 H22年№641 同品 1

貿易銀 明治８年 <0>

最前期 大桐 1 1

明治９年 <0>

大桐 1 1

貿易銀 明治９年 ㊧ 1 ㊧ 1 <0>

短支脈 10 6 16

明治９年 <0>

対称脈 2 5 3 10

明治11年 <1> ☆<5> ㊧1 ㊧1 <4>

前期深彫 多脈 2 22 6 粗広脈 0枚 30

明治12年 ※<1> →銀座ＣＡ再出品 ㊧ 9 ㊨5 <6> ㊧ 3　    <1> ㊧10  ㊨ 4  <7>

2 3 7 55 15 ※㊧銀打３枚同品 82

明治14年 ㊨1　 　　<3> ㊧ 2 ㊨1 　㊧ 2 <3>

降四 1 11 7 19

明治19年 ㊧ 1      <6> <1> ㊧ 1 <7>

後期 小型 1 1 29 12 43
☆M 7年深彫<未>：H11年№712・H13年№727・H25年№424　 3枚同一品

☆M11年深彫<未>：H11年№718・H13年№732・H25年№435　3枚同一品

〔貿易銀支脈別出品数明細〕 ＰＦ（ﾌﾟﾙｰﾌ枚数） 枚  ※除 修正品・荘印打

貿易銀 М８ М９ М１０ 合　計 　オークション明細 開催数 期　間

短支脈 PF①  93 16 108 日本コインオークション 7 1989～1995

長支脈 122 PF① 230 62 414 ワールドコインオークション 8 1991～1995

対称脈 10 PF⑤  71 81 江戸コインオークション 27 1990～2014

(内PF) PF① PF① PF⑤ PF⑦ 銀座コインオークション 30 1989～

合計 214 256 133 603 入札誌 「銀座」 90 1999～

年号別割合% 35.5 42.4 22.1 100.0

５.　オークション別　円銀・貿易銀稀少年号 タイプ別出品状況一覧


