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希少性(出現頻度)解説

★★★★★：1年に1回以下

★★★★：1年に2-3回

★★★：1年に5-10回

★★：1年に10-20回

★：1年に20-50回

☆：1年に51回以上



戦地に赴いては先頭で軍を指揮した勇敢な王
英国 1740/39年 ジェームズ2世 2ギニー金貨 XF45 
【発行枚数】不明【サイズ】32.00mm/16.70ｇ
【グレード】XF45【希少性】 ★★★★
【ご案内価格】1,350,000円（税込）

ジョージ2世（George II）

在位：1727年6月22日 - 1760年10月25日
生没：1683年11月9日 - 1760年10月25日（76歳没）

ドイツ北部ハノーファー出身のジョージ2世。

1743年にデッティンゲンの戦い（VSフランス、英国の
歴史上国王が自ら参戦した戦争はこれが最後となった）
には息子のカンバーランドと共に軍服を着用し、後方で
はなく部隊の最前線で戦いを繰り広げた。（右写真）

1735年に設立されたアメリカ大陸13番目の植民地
「ジョージア州」は彼の名から来ている。

戦争においては力ずくの戦略（上記デッティンゲンの戦
いにおいては、当時最先端の作戦であった「相手の補給
線を切断する」というフランス軍に対し、正面突破で叩
きのめすという作戦を取った）も見られるものの、
英国の歴史においてジョージ2世の外交政策と軍内部の
規律の正しさは高く評価されている。

表面：ジョージ2世の肖像
GEORGE・II・DEI・GRATIA・（神の恩寵によるジョージ2世）
首元にE.I.C.（East India Company、イギリス東インド会社）

裏面：ジョージ2世が使用していた紋章（右下図参照）と上部に冠
M・B・F・ET・H・REX・F・D・B・ET・L・D・S・R・I・A・T・ET・E
（英国、フランス、アイルランドの王にして信仰の擁護者、神聖ローマ帝国選帝侯、第一財務卿、ブランズウィック侯爵にして
リューネブルク侯爵）

鑑定枚数表

イギリス東インド会社（East India Company＝EIC）
1600年、イギリスの商人によって設立されたアジア貿易を独占的
に行った会社。
元々は国営企業ではなく商人の組織であり、後年になり王室の許し
を得て奴隷、スパイス、紅茶などの独占貿易を行う事となる。
1621年には英国初の株式会社（世界初は1602年のオランダ東イン
ド会社）となった。
ここでいう「インド」とは現在のインドに限定されず、日本や清等
の南アフリカ共和国の喜望峰から西の地域も含まれた。

大企業という意味合いで言えば現在のGAFAといった所だが、南ア
ジア全域とアフリカを制覇し、独占的に商売をしていた事は
GoogleやApple以上の企業とも言える。



オークション落札実績
（落札価格/日本円落札価格+手数料+輸入消費税）
2013.1 アメリカ＠$17,000/3,020,000円（AU55）
鑑定枚数表

チャールズ1世（Charles I）

在位：1625年3月27日- 1649年1月30日
生没：1600年11月19日- 1649年1月30日（48歳没）

父王ジェームズ1世の思想「王権神授説（王の権力は神に授かったのだから、
何者も王＝神に逆らう事は出来ないという思想）」を引き継ぎいだ王。

1628年、スペインとの戦争の為に課税を試みるも「権利の請願（国王であ
ろうとも議会の同意無しに逮捕や課税はできないといった内容）」を提出して
きた議会と対立、怒ったチャールズ1世はなんと11年に及び議会を開かず、政
治を2人の側近（2人の名前を取ってロード・ストラスフォード体制という）に
のみ任せたという。

1640年に11年振りに議会を開催するも再び課税に反対されたチャールズ1
世は僅か3週で議会を散会させた。
しかしながら王の側近であった2人の逮捕・処刑や3年に1度は議会を開催す
る事等が盛り込まれた改革が行われていくことになる。

イギリスの歴史上悪役として描かれる事が多かった人物だが、1990年代以
降の研究により彼のイメージは「優秀な宗教学者」として描かれる事が多くなっ
た。

当該コインが鋳造された頃のチャールズ1世
（45歳頃）

ジャン・ボダン
（1530-1596）

王権神授説を世に広めたのは16世紀のフラン
ス、政治学者のジャン・ボダンだと言われてい
る。
ボダンの著書「国家論」の中に近代主権論の一
つとして発表されている。

尚ボダンは王権神授説だけではなく悪魔論（魔
女狩り）を推奨しており、本人も魔女裁判に裁
判官として参加している。

古代エジプトにおける「王＝神（ファラオ）」
という思想と一致しているように見えるが、
◎王権神授説＝王の権利は神と同等
◎古代エジプト＝王そのものが神
という事になり内容は全く違うので注意が必要
である。

その証拠に王権神授説の下では王に反発する臣
民、議会は多かったが古代エジプトにおいては
一般的に王は崇拝の対象であった。

古代エジプトの女王・アルシノエ2世
右記記載の通りエジプトの（女）王は神
と同義語であり、彼女も女神として臣民
から崇拝されていた。
アルシノエ2世は死後も女神としてまつ
られる事となった。

表面：船に乗り正面を向くエドワード3世、手には剣とイングランド王室紋章が刻まれた盾
EDWARD：DEI：GRA：REX：ANGL：FRA：DNS：HYB：Z：AQIT
（神の恩寵によるエドワード3世、英国、フランス王）

裏面：中央のイングランド王国国旗の赤十字とその周りに紋章である4匹の獅子
+ IhC：AVTEM：TRANSIENS：PER：MEDIV：ILLORVM：IBAT（主は正しい道を選ばれた）

王権神授説を提唱した宗教家
英国 1644-45年 チャールズ1世 ユナイト金貨
【発行枚数】不明【サイズ】33.00mm/9.02g
【グレード】MS60 【希少性】★★★★
【鑑定番号】2124442-050 【ご案内価格】 2,420,000円（税込）



エリザベス2世の即位70周年や電話の発明で有名なベルの没後100年など、英国にとって記念すべきイベントが多数あ
る2022年。
発行わずか100セットの金貨は

エリザベス2世在位70周年記念を含んだ2022年記念セット
英国 2022年 記念金貨5枚セット
【発行枚数】100セット【グレード】未鑑定【希少性】★★★★★
【金品位】91.67％（参考金価格：780,000円）
【ご案内価格】2,750,000円（税込）

裏面（5枚共通）：祖母メアリー女王から結婚祝いに贈られたティアラを戴いたエリザ
ベス2世の右肖像
ELIZABETH II・D・G・REG・FID・DEF・5 POUNDS
（神の庇護を受けしエリザベス2世、信仰の擁護者）

①エリザベス2世即位70周年記念 5ポンド金貨
【サイズ】38.61mm/39.94g
【金品位】91.67%

②ヴェラ・リン 生誕105周年 2ポンド金貨
【サイズ】28.40mm/15.97g
【金品位】91.67%

③グラハム・ベル没後100周年 2ポンド金貨
【サイズ】28.40mm/15.97g
【金品位】91.67%

④2022年コモンウェルスゲームズ開催記念 50ペンス金貨
【サイズ】27.30mm/15.50g
【金品位】91.67%

⑤エリザベス2世即位70周年記念 50ペンス金貨
【サイズ】27.30mm/15.50g
【金品位】91.67%



世界一の在位期間を持つ最も人気の女王陛下
オーストラリア 2022年 エリザベス2世即位70周年記念 200ドル（2oz）金貨
【発行枚数】200枚【サイズ】40.90mm/62.213ｇ
【金品位】99.99％（参考金価格：約530,000円）【グレード】PF70UCAM 【希少性】★★★★★
【ご案内価格】1,180,000円（税込）

エリザベス2世（Queen Elizabeth II）

在位：1952年2月6日-現在
出生：1926年4月21日

「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」を含む
16か国の君主にして、存命する在位中の君主の中で世界最
高齢の女王。

1947年11月にデンマーク王族のエディンバラ公と結婚。
1952年ケニアで父ジョージ6世の急死した為急遽帰国し、
2日後に王位継承を宣言しイギリス女王となった。

以後イギリス国王としての多忙な政務のかたわら，諸外国
への公式訪問を数多く行なっている。（日本には1975年5
月に訪問）

この間 1960年2月19日二男アンドリューと1964年3月10
日三男エドワードが誕生し、3男1女の母親となった他、
1977年11月アンの男児誕生によって初孫を得た。
チャールズとダイアナの離婚後、特にダイアナが死亡した
1997年以降は王室に対する国民感情が悪化したことをう
け、今日の開かれた君主制を提示しようと試みた。

即位70周年という前人未到の記録を更新したエリザベス2
世。
2002年に発行され、大人気となった「即位50周年（通称
馬上の女王、写真右）」と同じデザインを採用し、人気・
希少性ともに抜群の1枚。

表面：エリザベス2世の紋章
H.M. QUEEN ELIZABETH II（エリザベス2世女王陛下）
P(パース造幣局)

裏面：即位当時（1953年、27歳）のエリザベス2世と現在の女王の肖像
ELIZABETH II AUSTRALIA 2oz 9999 Au 2022 200 DOLLARS

1953年の戴冠式でもインペリアル・クラウンは使用された



表面：王冠を被り、セプター（杖）とオーブを持ったジェームズ1世
IACOBVS・D：MAG：BRIT：FRAN：ET：HIB：REX
（神の恩寵によるジェームズ1世、英国、フランス、アイルランドの王)

裏面：エリザベス女王の肖像
ELIZABETH II・D・G・REG・F・D・200POUNDS（神の庇護を受けしエリザベス2世、信仰の擁護者）
首元にJC（デザイナー Jody Clarkのイニシャル）

王権神授説を唱えた英国王/英国王復刻シリーズ第2弾
英国 2022年 ジェームズ1世 200ポンド（2oz）金貨
【発行枚数】150枚（最大発行枚数166枚）【サイズ】40.00mm/62.42ｇ
【グレード】未鑑定【金品位】99.99％ （参考金価格：約530,000円） 【希少性】★★★★★
【ご案内価格】 1,450,000円（税込）

ジェームズ1世（James I）
在位：1567年7月24日 - 1625年3月27日
生没：1566年6月19日 - 1625年3月27日
（58歳没）

イングランド王とスコットランド王を同時に努めた
歴史上初めての人物であり、周辺各国と協調し「平
和王」と呼ばれた。現在も使用されているユニオン
ジャックを発案したのも彼である。

一方で王権神授説（王の権利は神から授与された物
であり、王は神に対してのみ責任を負う、という思
想）の基礎を作り上げた。
また自身は魔女狩り（魔女＝女性だけでなく男性も
いた）を決行し、魔女裁判にも度々参加した。
「悪魔論」という著書も発表し、「魔術を禁止する
法律」を議会に提出、実際にイングランド国内で発
布されている。

当該コインの元となった1618年 ジェームズ1世 ユナイト金貨
状態が良い物はほとんど現存していない。

19歳の頃のジェームズ1世



表面：王冠を被り、セプター（杖）とオーブを持ったジェームズ1世
IACOBVS・D：MAG：BRIT：FRAN：ET：HIB：REX
（神の恩寵によるジェームズ1世、英国、フランス、アイルランドの王)

裏面：エリザベス女王の肖像
ELIZABETH II・D・G・REG・F・D・100POUNDS（神の庇護を受けしエリザベス2世、信仰の擁護者）
首元にJC（デザイナー Jody Clarkのイニシャル）

王権神授説を唱えた英国王/英国王復刻シリーズ第2弾
英国 2022年 ジェームズ1世 100ポンド（1oz）金貨
【発行枚数】100枚（最大発行枚数610枚）【サイズ】32.69.00mm/31.21ｇ
【グレード】未鑑定【金品位】99.99％ （参考金価格：約280,000円） 【希少性】★★★★★
【ご案内価格】 990,000円（税込）

ジェームズ1世（James I）
在位：1567年7月24日 - 1625年3月27日
生没：1566年6月19日 - 1625年3月27日
（58歳没）

イングランド王とスコットランド王を同時に努めた
歴史上初めての人物であり、周辺各国と協調し「平
和王」と呼ばれた。現在も使用されているユニオン
ジャックを発案したのも彼である。

一方で王権神授説（王の権利は神から授与された物
であり、王は神に対してのみ責任を負う、という思
想）の基礎を作り上げた。
また自身は魔女狩り（魔女＝女性だけでなく男性も
いた）を決行し、魔女裁判にも度々参加した。
「悪魔論」という著書も発表し、「魔術を禁止する
法律」を議会に提出、実際にイングランド国内で発
布されている。

当該コインの元となった1618年 ジェームズ1世 ユナイト金貨
状態が良い物はほとんど現存していない。

19歳の頃のジェームズ1世



フランツ2世と4番目の妻・カロリーネ

フランツ1世（Franz I）
在位：1792年7月7日 – 1806年8月6日
生没：1768年2月12日 - 1835年3月2日（67歳没）

父王レオポルト2世の死に伴い神聖ローマ帝国皇帝に即位。
時はフランス革命真っ最中であり、フランス皇帝ナポレオンは
オーストリアに宣戦布告しフランス革命戦争が勃発。
その後勢いに乗るナポレオンに叩きのめされたフランツ2世は皇帝
の称号を放棄、神聖ローマ帝国は消滅した。

その後オーストリアとハンガリーを中心としたオーストリア帝国
を形成（1804年）。
すなわち「神聖ローマ帝国皇帝・フランツ2世」から「オースト
リア皇帝・フランツ1世」となったのである。

この人物の名前と国名の変化が非常にややこしいが簡単にまとめ
ると
①1792年：神聖ローマ帝国皇帝にフランツ2世として即位
②1805年：ナポレオン戦争に敗戦、神聖ローマ帝国は崩壊。皇帝
の座を自ら破棄。（ナポレオンに取られる前に自分から捨てた）
③1806年：オーストリア皇帝にフランツ1世として即位（オース
トリア帝国としては建国して最初の皇帝なので1世）
という事である。

オークション落札実績（落札価格/日本円落札価格+手数料）
2018.5 オーストリア＠EUR5,000/900,000円（未鑑定、状態悪し）
鑑定枚数表

779年に建立された聖エメラム修道院はレーゲンスブルクだけ
でなくドイツを代表する歴史的建造物である。

神聖ローマ帝国最後の皇帝
オーストリア 1824年 フランツ1世 ジョセフィナム軍事アカデミー 金メダル
【発行枚数】不明【サイズ】34.00mm/29.95g
【グレード】 未鑑定【希少性】★★★★
【ご案内価格】 2,250,000円（税込）

表面：皇帝フランツ1世と息子・ヨーゼフ2世の肖像
FRANCISCVS I・AVGVSTVS IOSEPHVS II・ AVGVSTVS（皇帝たるフランツ1世、ヨーゼフ2世）
裏面：パテラ（神にそそぐ酒）を持った調和の女神ハルモニア

フランツ1世によって設立された軍
事医学アカデミー開校40周年の記
念金メダル。
2018年に同じメダル（傷の具合か
ら当該金メダルと推測）が
EUR5,000で落札されている以外
は市場出現実績は無い。



「世界で一番美しい銀貨」の復刻版
英国 2021年 エリザベス2世 ゴチッククラウン（Quartered Arms） 2000ポンド（2kg）銀貨
【発行枚数】50枚【サイズ】150.00mm/2010.00ｇ
【銀品位】99.99％ （参考銀価格：204,000円） 【グレード】未鑑定【希少性】★★★★
【ご案内価格】2,500,000円（税込）

表面：スリーライオン（イングランドの象徴）、レッドライオン（スコットランドの象徴）、ハープ（アイルランドの象徴）が描か
れた盾とバラとアザミ、クローバーの刻印（1847年発行ゴチッククラウン銀貨の裏面）
tueatur unita deus （神よ連合王国を守り給え）

裏面：現在のエリザベス女王の肖像
ELIZABETH II・D・G・REG・F・D・5POUNDS 2021
（神の庇護を受けしエリザベス2世、信仰の擁護者）首元にJC（デザイナー Jody Clarkのイニシャル）

ゴチッククラウン銀貨

1847年、英国にてヴィクトリア女王の即位10周年を記念
し鋳造された銀貨。

デザインはかのウィリアム・ワイオンによるもので、肖像
画周囲の文字がゴチック体で刻印されている事から「ゴ
チッククラウン銀貨」と名が付き世界で最も美しい銀貨と
して君臨している。（デザインは次項参照）

高鑑定にもなると500~800万円での相場価格となり、市
場に出る度にコレクター、富裕層からの注目を集めている。

ヴィクトリア女王
在位：1837年6月20日 –
1901年1月2日
生没：1819年5月24日 –
1901年1月22日（81歳没）

大英帝国発展の象徴とも言える「帝国の
母」。
最盛期には世界の20%を国土にし、「英
国は女王の時代に発展する」と言わしめ
た・

アンティークコイン業界においては彼女の肖
像は最も人気のあるデザインの1つでもある。

ウィリアム・ワイオンが手掛けた主な作品

1839年 ヴィクトリア女王 5ポンド金貨（ウナとライオン）

1826年 ジョージ4世 5ポンド金貨

1817年 ジョージ3世 クラウン金貨（スリーグレイシス）



2021年復刻版

1847年発行オリジナル
（2019年当社販売分、PR65+）



走れメロスの舞台にもなった、地中海文化の中心として君臨した港湾都市の古代貨幣
古代シラクサ 317-289BC アガトクレス テトラドラクマ銀貨
【発行枚数】不明【サイズ】26.00mm/17.13g
【グレード】 Ch AU Strike: 5/5 Surface: 4/5 Fine Style 【希少性】★★★★
【ご案内価格】1,950,000円（税込）

表面：アレトゥサ（ギリシャ神話に登場する妖精）と周りにイルカ
裏面：クアドリガを操る御者【ぎょしゃ】と12時位置にシチリアのシンボル「トリナクリア」（右下図参照）
ΣYPAKOΣIΩN（シラクサ発行）、下部にはレースの勝者に送られる盾

アレトゥサ
ギリシャ神話に登場する精霊。
誰もが羨む美貌を持っていたが本人は興味
が無く、純潔を守る為に自らの姿を泉に変
えた。

クアドリガ（Quadriga）

古代ローマ帝国における戦闘用の馬車。4匹の馬が原動力となり古
代オリンピックで戦車競走として人気の競技であった。（ピガエと
いう2頭立ての戦車も存在したが、クアドリガの方が人気があった
という）

戦車を運転する御者（アウリガエ）は一般的に奴隷階級であった。
この競技で優勝すれば賞金と自由を与えられたが、レース中に事故
死する事も珍しくなかった。
（故意に他の戦車にぶつかり殺す事はルール違反ではあったが事実
上認められていた）
ローマ帝国5代目皇帝ネロは自らがアウリガエとなり、優勝を重ね
たという。

表題の通り太宰治の小説「走れメロス」の舞台となった海洋都市シ
ラクサを支配していたアガトクレスという王に捧げられた銀貨と推
測される。

トリナクリア
三本の脚とメデューサの顔が特
徴的なトリナクリアと呼ばれる
旗は紀元前4世紀からシチリア
の象徴として使われてきた。

トリナクリアという言葉は三角
を意味し、シチリア島の愛称と
して知られている。

かつてイタリアで使用され
ていた紙幣にもアレトゥサ
とイルカのデザインは採用
されていた。オークション落札実績（落札価格/日本円落札価格+手数料）

2019.1 アメリカ＠$20,000/3,647,000円（未鑑定、XFクラス）
2022.2 アメリカ＠$19,000/3,460,000円（Ch AU★）
表鑑定枚数表（現代コインの鑑定基準）



女神によって創造された北アフリカ最大の海洋国家
古代カルタゴ 350-320BC ゾイジターナ スターテル金貨
【発行枚数】不明【サイズ】19.00mm/9.28g 
【グレード】Ch AU Strike: 4/5 Surface: 5/5【希少性】★★★★
【ご案内価格】2,640,000 円（税込）

表面：穀物の髪飾りを付けた豊穣の女神タニト神
裏面：馬（国の強さを図る指標として使用されていた）

カルタゴ（Carthage）

イタリア半島のつま先の反対に位置するチュニジア共和国に存在した古代
都市国家。
現在は歴史的な遺跡のある観光地となっている。
ゾイジターナとはカルタゴ内部の「アフリカ属州」と呼ばれる地域の一つ。
漁業、農業、金銀の産出、象牙の貿易等で北アフリカで最も栄えた都市と
して知られた。
広大なチュニス湾を背にした事から軍事的に非常に有利な地形を持ち、周
辺国家を支配。
制海権を巡り海の向こうローマ帝国と戦ったポエニ戦争は3回も勃発した。
将軍ハンニバル（上画像）により善戦するもローマの名称スキピオによっ
て陥落し、カルタゴは徹底的に破壊された。
紀元前29年にはローマ属州アフリカとして復興し、かつての賑わいを取り
戻したという。

貨幣鋳造が始まってから100年程経ってから鋳造されたこのスターテル金
貨は、馬の機動力が国の運命を左右していた時代（＝戦争で使用される騎
馬技術、すなわち戦闘用馬車チャリオットの力）において、対外に自分達
がどれだけ力を持っていたか示す重要な意味を持っていた。

女神タニト
彼女の祈りによって砂漠に雨が
降ったという。

オークション落札実績（落札価格/日本円落札価格+手数料）
2017.12 スイス＠EUR33,000/4,755,300円（状態良し）
2019.5 イギリス＠GBP12,000/2,471,040円（状態悪し）
表鑑定枚数表（現代コインの鑑定基準）

チャリオット（戦闘馬車）
戦車を操る御者（ぎょしゃ＝アウリガエ）は一般的に奴隷階級である事が
多く、戦争だけでなく古代オリンピックの人気競技でも活躍した。
レースの勝者は賞金と自由を手にする事が出来たが、レース中の死亡事故
も多かったという。（相手にぶつかる攻囲は禁止であったが事実上認めら
ていた為）
ローマ帝国5代目皇帝ネロは自らがアウリガエとなり勝利を重ねた。

女神ディド
干からびた北アフリカの荒野に
カルタゴを創造した女神ディド。
存在自体が伝説であるが、今で
もチュニジアでは若く聡明な女
性をディドと言いその名は現代
にも残っている。

ハンニバル



女神によって創造された北アフリカ最大の海洋国家
古代カルタゴ 264-241BC ゾイジターナ トリヘミシェケル金貨
【発行枚数】不明【サイズ】23.00mm/10.47g 
【グレード】 AU Strike: 4/5 Surface: 2/5 brushed （洗浄痕有）【希少性】★★★★
【ご案内価格】 950,000 円（税込）

表面：穀物の髪飾りを付けた豊穣の女神タニト神
裏面：馬（国の強さを図る指標として使用されていた）、上部にはウラエウス（コブラが立ち上がった姿、王が神であ
るという事を表す）

カルタゴ（Carthage）

イタリア半島のつま先の反対に位置するチュニジア共和国に存在した古代
都市国家。
現在は歴史的な遺跡のある観光地となっている。
ゾイジターナとはカルタゴ内部の「アフリカ属州」と呼ばれる地域の一つ。
漁業、農業、金銀の産出、象牙の貿易等で北アフリカで最も栄えた都市と
して知られた。
広大なチュニス湾を背にした事から軍事的に非常に有利な地形を持ち、周
辺国家を支配。
制海権を巡り海の向こうローマ帝国と戦ったポエニ戦争は3回も勃発した。
将軍ハンニバル（上画像）により善戦するもローマの名称スキピオによっ
て陥落し、カルタゴは徹底的に破壊された。
紀元前29年にはローマ属州アフリカとして復興し、かつての賑わいを取
り戻したという。

貨幣鋳造が始まってから100年程経ってから鋳造されたこのスターテル金
貨は、馬の機動力が国の運命を左右していた時代（＝戦争で使用される騎
馬技術、すなわち戦闘用馬車チャリオットの力）において、対外に自分達
がどれだけ力を持っていたか示す重要な意味を持っていた。
上記ポエニ戦争の最中に鋳造された1枚。
ちなみにトリヘミ＝1.5、シェケル＝約7gなので1.5シェケルという意味
である。

女神タニト
彼女の祈りによって砂漠に雨が
降ったという。

オークション落札実績（落札価格/日本円落札価格+手数料）
2018.8 アメリカ＠$11,000/2,000,000円（AUクラス）
表鑑定枚数表（現代コインの鑑定基準）

チャリオット（戦闘馬車）
戦車を操る御者（ぎょしゃ＝アウリガエ）は一般的に奴隷階級である事が
多く、戦争だけでなく古代オリンピックの人気競技でも活躍した。
レースの勝者は賞金と自由を手にする事が出来たが、レース中の死亡事故
も多かったという。（相手にぶつかる攻囲は禁止であったが事実上認めら
ていた為）
ローマ帝国5代目皇帝ネロは自らがアウリガエとなり勝利を重ねた。

ウラエウス
コブラはエジプト神話で最も古い女神
ウアジェトの化身である。
死後も神である事を表す為にミイラの
マスクの額に付けられる事もあった。ハンニバル



アントニヌス・ピウス（Antoninus Pius）

在位：138年7月11日 – 161年3月7日
生没：86年9月19日 ｰ 161年3月7日（74歳没）

ローマ帝国の名門貴族の出身。
前皇帝ハドリアヌスに世継ぎがいなかった為次期皇帝に
指名される。
23年の長い治世は比較的平和であった事、人格者であっ
た事から「ピウス（慈悲深き者）」の名を付けて呼ばれ
る事となった。

外国に攻め込み領土を広げる事よりも、自国の領土を守
る事に徹した。
水道、道の整備、橋の建設、被災地の住人の税金免除等
政治的な評価も高く、現代にも続く「推定無罪」（判決
が出るまでは被告は犯人ではない）という考えも生み出
した。

映画「テルマエ・ロマエ」においても登場し、宍戸開氏
がアントニウス・ピウス役を演じている。

オークション落札実績（落札価格/日本円落札価格+手数料）
2010.11 スイス＠CHF55,000/9,500,000円
（未鑑定）
鑑定枚数表（現代コインの鑑定基準）
向きが違うコイン、裏面のデザインが異なるコイン等数種類の
鑑定結果が一つに公表されているが、当該コインの存在はごく僅かと見られる（当社調べ）

表面：月桂冠を被ったアントニウス・ピウスの肖像
ANTONINVS AVG-PIVS P P TR P XXII（国の父たる皇帝・アントニウス・ピウス）

裏面：パテラと呼ばれる神に献上する酒（ワイン？）を持ち、アイギス（下記参照）を装備したアントニウス・ピウス
VOTA SVSCE-PTA DEC III（元老院によって選出された皇帝）

「慈悲深き者」という名を授かった五賢帝の1人
古代ローマ帝国 138ｰ161AD アントニウス・ピウス アウレウス金貨
【発行枚数】不明【サイズ】27.00mm/7.19g
【グレード】 Ch XF Strike: 5/5 Surface: 4/5 edge scuff（エッジに擦り傷有）
【希少性】★★★★★
【ご案内価格】 1,000,000円（税込）

アントニウス・ピウスの彫刻
（バチカン美術館）

映画「テルマエ・ロマエ」より

アイギス
ギリシャ神話に登場する鎧。
絶対神ゼウスが娘のアテナ神に授
けた鎧で、全ての災いを払うとさ
れている。

ポンペイで発掘されたアレキサン
ダー大王のモザイク画にも描かれ
ており、古来から権力者の持ち物
として描かれている。

ギリシャ語読みでは「イージス」
となり、ミサイル防衛システムを
搭載した艦隊「イージス艦」とな
りその名を現代に残している。



【古代コインスラブ】
グレード+打刻と傷を5段階で採点
さらに状態の良い物はFine Style、★等を追加

【現代コインスラブ】
グレード+数字+輝きの度合いによってCAMEOを
付けて採点。さらに状態の良い物は+、★等を追加

現代コイン（0～70）の内どれに相当するか正式名称

古代コイングレード
この等級の後にStrikeと
Surfaceを5点満点で表記

コインの鑑定（グレード）は0～70の数字でランク付けされますが、NGCにおいて古代コインの鑑定は
PR～Gem MSまでの等級とその後のStrike（打刻、傷の状態）とSurface（摩耗の状態、コインの人生
とも）を5段階で採点します。

低グレード

高グレード

古代コイン鑑定




