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試験発行の開始にあたり

私が子供の頃「日本フィラテリー」という雑誌が発行されていました。
大判でカラーも多く、クラシックからモダンまでを網羅したその紙面は、外国切手の情報が少ないという課
題はあれど楽しい紙面でした。
残念ながら、経営の観点からは思った通りのものとはならず、数年で発行が終了してしまいましたが、毎号ワ
クワクしながら購読していた事を思い出します。

フィラテリー振興の為に何ができるかを考える中で、日本フィラテリーの様なクラシックからモダンまでを取
り扱い、ジュニアからベテランまでが楽しめる紙面を、低廉なコストで作れないものかと考えています。

幸い記事や収集品の提供を通じて創刊号から多くの方のご協力をいただく事ができました。これをより広げ、
充実させて行く事ができれば、そのような紙面は十分提供可能だと考えています。

一方、経営的な課題をクリアできるかどうかは現時点ではわかりませんので「創刊」という形ではなく「試
験発行」という形をとりました。
切手雑誌の発行の大変さは私も十分わかっているつもりですので、一年間試験発行を行う中で課題をクリア
し、一年後も発行ができるようになればよいな、と考えています。
なお、その時の購読料のイメージは現時点では、年間2,000円（100ページを年間４回発行、PDFの場合）と
考えています。



郵趣界重大ニュース2013

１ オーストラリア国際展で、佐藤浩一氏がグラン
プリ・ド・ヌールを獲得！
5月にメルボルンで開催された同展覧会のチャン
ピ オ ン シ ップク ラス に 「 T a s m a n i a : 
Imperforated Stamps from Courier to 
Chalon head」を出品した佐藤浩一氏は、グラン
プリ・ド・ヌールに輝きました。（写真）

日本で開催される国際展のナショナル部門（日
本）を除けば、日本人がグランプリに輝く事は滅
多にありません。

２ ブラジル国際展で大沼幸雄氏が日本人初とな
るテーマディク部門での大金賞を受賞！
11月にリオデジャネイロで開催された同展覧会の
テーマティク部門に「L. v. Beethoven - His Life 
in a Historical Context and His Legacy」を出
品した大沼幸雄氏は95点を獲得し、大金賞を受
賞しました。

これは、日本人がFIP競争展・テーマティク部門
で獲得した初の大金賞となりました。（関連記事　
58ページ）

３ JAPEXグランプリに1950-60年代の切手が
選出
11月に開催された国内競争展JAPEX2013に
「ワイルディングシリーズ グラビア切手 
1952-1967」を出品した佐藤明夫さんは91点を
獲得し、唯一の大金賞となり、グランプリに選出
されました。JAPEXのグランプリに1950-60年
代の切手が選出されたのは初めてと思います。
（関連記事 63ページ）

４ Stampedia Philatelic Journal 日本の雑誌
として初めて国際展 大金銀賞を受賞 
スタンペディアプロジェクトが発行する、同雑誌
が5月にメルボルンで開催されたオーストラリア
国際展での大金銀賞の受賞を皮切りに、三度の国
際展すべてで大金銀賞を
獲得しました。

国際展の文献部門の定期
刊行物ジャンルで大金銀
賞は滅多に出ない賞です
がこれに満足せずより上
位に行けるようがんばり
ます。
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昔の郵趣雑誌で流行っていた重大ニュースをまとめてみる事にしました。

重大ニュースの選定については、25点程のニュース原案を、約30名ほどの郵趣家の友人に送り、漏れ
がないか補足をお願いしました。その結果、約半数の方よりご指摘やコメントをいただき、それを補
充した内容でご紹介したいと思います。なお順番はランダムであり、重要度順ではありません。

重大ニュースを選んだ人の偏りがあった方が面白いから、まずはやってみたら？というアドバイスも
頂きました。国内外問わず広い視野でこの企画はやって行きたいと考えていますので、口出ししたい
方は是非、重大ニュースアドバイザーにご応募ください。（yoshida@kitte.com宛てにメールでご連
絡ください。）



5 二大競争展が共に開催され、意欲的な運営がさ
れる。
全日本切手展、JAPEXの二大切手展は、今年もす
ばらしい運営がされました。

全日展は今回より展示リーフ画像掲載カタログを
発行し参観者の利便性が飛躍的に向上しました。
また、JAPEXは出品作品が昨年に比べて大幅に増
加しました。（関連記事60ページ）

６ 日本不参加でイスラエルのマルチ国内展開催。
手彫切手の大金賞コレクションを持つイーガル・
ナタニエル氏が運営メンバーに入るイスラエルの
マルチ国内展が5月にテルアビブで開催されまし
た。運営側(写真)は日本にも参加を呼びかけてい
ましたが、連合問題や地理的問題もあり日本は参
加せず先方にとっては期待はずれな結果となりま
した。

7 切手をテーマにするコミック「キッテデカ」が
単行本として発売される。
「ミスター味っ子」を代表作に持つ漫画家寺沢大
介氏が、2011年から
翌年にかけて描いた
「キッテデカ」が３月
に単行本として発売さ
れました。

定常変種やサドル便、
第三種郵便等が事件の
鍵を解くキーとなるシ
ナリオライティング
は、過去の切手を題材

とした漫画と一線を画し、ベテラン収集家もうな
らせるできとなっています。

この漫画は、ジュニアや初心者に対して、郵趣の
楽しみを訴える上で、この上ないすばらしい書籍
になっていると思います。

ご覧になっていない方には是非ご一読をお勧めし
ます。

8 ジュニア向けの郵趣雑誌 stamp clubが創刊
もう一つジュニア振興のお話です。

スタンペディアプロジェクトが4月に発行した
stamp club 2013は、フリーペーパーの形態で
収集家を増加させる試みで、印刷した合計一万部
が、日本郵趣協会、逓信総合博物館や各地の郵趣
界のご協力の元、配布されました。

パケットやテーマ
ティクを活用した
お金をかけない収
集法や、切手漫画
「マドレーヌ消印
は殺しのサイン」
（班田 万 氏）は、
海外でも評価を受けています。（図は試験中の英
語版）

一年に一度刊行の同誌は2014年も発行予定で
す。（関連記事86ページ）

9 切手市場100回を達成
東京で切手のフリーマーケットを毎月開催してい
る「切手市場」は、7月６日に第百回の開催とな
りました。オープンな切手のフリーマーケットで
ここまで回を重ねたイベントは他になく、首都圏
の郵趣家にとって、今や基盤となっています。
（関連記事12, 72ページ）
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10 日本郵趣協会、郵趣モノグラフを20巻迄発行
5月に日本郵趣協会が郵趣
モノグラフの20巻目とし
て「わたくしの収集遍歴 
外信用はがき収集60年」
（天野安治著）を発行。

1997年から発行が始まっ
た、各号で掘り下げた研究
が展開されている郵趣モノ
グラフシリーズが20号を
迎えた事は日本の郵趣界全体をとってみても意義
のあることです。

郵趣協会がもっと自己PRしてもよい、すばらしい
出版だと僕は思います。

11 郵趣雑誌の復刊相次ぐ
4月に東海郵趣、8月
に全日本郵趣、12月
にいずみ（15日発行
なので現時点で未確
認）といった、往年
の名誌が復刊しまし
た。

中でも僕が喜んでい
るのは「いずみ」の
復活です。

練馬区民だった僕は実は中学二年生の時に一度
「いずみ」の例会に出席しているのです。当時の
会長は北上健さん。正直いずみ切手研究会は今で
もレベルが高い会だと聞いていますし、当時も子
供を受け入れるような雰囲気ではなかったので、
余り印象に残っていません。

ですが北上さんがそんな僕を察していろいろと声
をかけてくださったり、中学生にでも買えるよう
な物を見せてくれたり、と決して居心地の悪い時
間ではなく、一度しか参加しなかったものの、い
つか大人になったらまた来ようと思っていた会で
した。

しかし四半世紀後に収集を再会した時には既に北
上さんは他界されていらっしゃいました。そんな
悲しみもあり「いずみ切手研究会」にだけは未だ
に参加できていません。

大阪、名古屋や広島にも行くのに、どうして実家
のある練馬区に行けないのか？僕も不思議です。
お誘いも受けているので来年には是非デビューし
たいと思います。

12 逓信総合博物館が閉館
1964年に開館した同館は、
８月31日に49年の歴史を終
え、閉館しました。

13 ＪＰタワー開業。ＫＩＴＴＥオープン
昨年開業した東京中央郵便局に引き続き、JPタワ
ーのその他施設が4月1日にKITTEという名称でオ
ープンしました。なお店子に切手商や郵便関係の
ショップが入居したという情報は今の所聞いてい
ません。

14 翌朝十時郵便の廃止と配達時間帯指定郵便の
開始
差し出し日の翌日朝10時までに届けるという画
期的な郵便制度だった翌朝十時郵便は9月30日に
廃止されました。後継の配達時間帯指定郵便は、
必ずしも前サービスを包含するものではないので
すが、翌10月１日より開始されました。なお配
達時間帯指定郵便は早くも来年4月1日に料金変更
されます。
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15 20年ぶりの主要郵便料金の変更が発表
1994年より続いた現行郵便料金（第一種定形 80
円、第二種 50円）が消費税率の変更に伴い、来
年4月1日より値上げされる事が発表されました。
（関連記事9ページ）

16 国際文通週間が4種に増加、70円額面が登場
2012年まで毎年3額面三種の切手が発行されてい
た国際文通週間が一額
面増えて、70 , 9 0 , 
110, 130円切手の四種
で発行されました。70
円は国際航空葉書料金
に該当します。

17 財団法人 日本郵趣連合が解散するも、有志が
同名の任意団体を立ち上げ。国際郵趣連盟との関
係は問題なく継続される。
長らく日本の郵趣を牽引してきた一方である財団
法人 日本郵趣連合は、財源・基金の問題により2
月28日に解散しました。

一方、有志の郵趣家が任意団体 郵趣連合 の設立
に動き、別団体ながらも同名の組織が立ち上が
り、解散した財団
法人 日本郵趣連
合が担ってきた、
国際郵趣連盟との
やり取りをはじめ
とする国際的な業
務は円滑に行われ
ることになり、三
度の国際切手展へ
の参加も円滑に行
われました。

18 内藤陽介氏、テーマ部門FIP審査資格を取得
国際展審査員を務めるには、国際展審査員として
の資質・知識の問題に加えて、時間的制約・交渉
力（語学含む）等様々な課題があります。

それだけに日本人の国際展審査員を増やす事は、
日本のトップフィラテリストの間で課題とされて
お り ま し た が 、 こ の 度 、 内 藤 陽 介 氏 が
BRASILIANA2013 でのアプレンティス（審査員
見習い）参加を経て、テーマ部門での国際展審査
員資格を獲得されました。

日本のテーマティク郵趣家は、世界の生の審査情
報をより耳にできるようになりますので、同部門
の作品は一層の向上が期待されます。

19 郵趣家続々とメディアに登場
「何でも鑑定団」で切手は常連であり、毎年何人
もの郵趣家が画面に登場しますが、今年は更に郵
趣家のメディア進出が進んだ年と感じました。

「大改造!!劇的ビフォーアフター」（4/28）や
「超潜入!リアルスコープハイパー」（12/14）と
いった特集で大きく取り上げられた他、ニュース
番組やラジオ番組への出演、写真週刊誌への登場
も複数回あったことが分かりました。

昔は同じ程度の趣味人口だったはずなのに、大き
く差を付けられてしまった、鉄道趣味に比べると
まだまだ露出は少ないのですが、郵趣の深味も見
せる切り口での露出の増加は決して悪い事ではな
い吉報だと思います。

20 第一次昭和切手 30銭厳島神社 無目打10枚ブ
ロックが460万円で落札！
落札者は長崎の伊藤純英さん。当紙では伊藤さん
に喜びのコメントをお願いしました。以下原文の
まま掲載いたします。

伊藤純英氏コメント「伝説の珍品を入手できた喜
びでいっぱいです。北海道に残された最大かつ最
珍品の銘版付10枚ブロックは以前郵趣誌でも紹
介されたこともあり，機会があればと思い続けて
きました。最初の所有者である檀上勲（だんじょ
うつとむ）氏愛蔵の品でした。
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この10枚ブロックを除けば，これまで切手展やオ
ークションカタログその他の文献上で発表された
ペアや田型は全て，大川如水が昭和21年夏に入手
し北海道から本州へ渡った30枚前後の左上のブロ
ックに由来します。
（最も信頼できる山下精一氏の報告によれば
大川系「pos.1～34の第１角16枚ブロック，41
～52の田型，7～18の上耳付き田型」，「46～
47のペア：このペアのみ山下氏分譲」，計26
枚）

その中でもpos.1~2のペアが白眉で，故市田左右
一博士愛蔵のもの。こちらは大学時代に入手し，
爾来三十数年所有し続けてきました。

さて，この切手が春のＪＰＳオークションに出る
という話を関係者から聞いたのが3月24日（日）
の澤先生を偲ぶパーティでの席上。前日のＴＶ東
京の「なんでも鑑定団」の収録で上京中だったの
です。

それ以来約１か月間，金策といくらまで頑張るか
の想定でした。一つの目途は10円の日泰航空カバ

ーの落札値400万円でしたが，それを上回るだろ
うとは思っていました。後日カタログをみると私
の家の住所の地番が書かれてあるではありません
か！これで477番地に来る予感がしました。

世界の珍品の常として次回数十年後にの売り立て
ではこの２倍の価格で落札されるでしょうし、そ
の次はまたその倍というようになると想像してい
ます。

後年，今年の記録を見て「460万で落札とは，昔
は安かったんだねぇ」と言われることでしょう。
この切手の落札によってこのエラー切手はいっそ
う価値が高まったのではないかと思います。所有
している方は喜んでいいでしょうし，昭和切手を
収集している方で未入手の方は入手には覚悟され
た方がいいでしょう。ペア100万以下は全て買い
です。」

21　和欧文機械印続々廃止へ
1968年12月に使用が開始された和欧文機械印
は、機械の耐用年数を越えて使用している事もあ
り、故障と同時に使用中止になる局も増えている
模様です。研究家の藤田俊則さんの調査による
と、12月9日現在の使用局は119局しかなく、今
後も減るスピードが高まると予想されています。
関連記事（32ページ）

22　スイスのオークションハウス・デイビッド・
フェルドマンが国際展でジュエル オブ フィラテ
リーを今後開催していくことを表明
スイスのオークションハウス・ デイビッド・フェ
ルドマンの創業者デイビッド・フェルドマン氏
は、5月に開催された、オーストラリア2013よ
り、今後の国際展で「ジュエル オブ フィラテリ
ー」というタイトルで、珍品切手を展示する事を
表明しました。

コートオブオナーともまたひと味違う珍品の展示
は、国際展を訪れる楽しみの一つになると思いま
す。
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23 Philanippon2011に来場したSKE48メンバ
ーが、AKB総選挙で当選
皆さん、フィラニッポン2011の五日目に、
SKE48の手紙トークショーがあったのを覚えてい
ますでしょうか？

広告代理店としては、日本郵便への報告の手前、
どんな事をしてでも入場者数を増やさなければな
らないのはよくわかります。実際、彼女達だけを
目当てに来場した観客がいたのは事実で、それに
より数百人単位での入場者は増えたと思います。

しかし、AKB48ではなくて、SKE48でしかも全
国区でないメンバーなのだなぁと思っていたので
すが、この内の一人・金子栞さんが今年のAKBグ
ループの総選挙で63位にランクインしていたので
した。お見それいたしました。

24 金賞に輝く日本切手に「震災切手」が遂に加
わる！
日本の通常切手ではこれまでに手彫、小判、菊が
金賞を獲得していますが、タイ国際展では、遂に
大正切手である震災切手が金賞を獲得しました。
鎌 倉 達 敏 さ ん が 出 品 し た 「 震 災 切 手 
1923-1924」がその作品で、版欠点を奇麗に図
示するリーフ作りは、同じく伝統郵趣をしている
私にとって、たいへん勉強になる作品でした。

25 ドイツのオークションハウス・クリストフガ
ートナーが２５回記念オークションを開催
今や一大オークションハウスに成長したドイツの
クリストフ・ガートナー社（日本ではゲルトナー
と呼ばれる事が多い）ですが、オークションハウ
スとしての歴史は2006年からと決して古くはあ
りません。

その同社が6/3-7に遂に25回オークションを迎
え、記念オークションが開催されました。

この７年間、クリストフが馬車馬のように働いて
今日の地位を築いたわけで、私たち日本人からみ
ても仕事中毒なくらいです。

伝統のあるオークションハウスが確立している中
で、同社の成功はすばらしい事だと思いますし、
切手商は国際的にやらないと大きなビジネスには
ならない事も感じさせられた出来事でした。

26 26通目の公用村送り切手カバー登場
1月20日のタカハシ・スタンプ・オークションに
出品された、公用村送り切手貼りカバーは、研究
者未確認の新たなカバーで、26通目の存在になっ
た事が、たんぶるぽすと３月号で、香宗我部秀雄
氏により報告されました。

現在の村送り切手の残存数を150前後と推測する
等、同記事はたいへん興味深く拝見させていただ
きました。

27　 サウジアラビア・アジア国際切手展がドタ
バタの末、開催されず。
アジア国際郵趣連盟が公認している、サウジアラ
ビア・アジア国際切手展は、年末に開催の告知を
出した後、2014年3月に延期された上で、無期延
期されることになりました。

その運営は
大変稚拙で、
メールに返答
すらしない
為、コミッ
ショナーも
出品者も振
り回されま
したが、未
だにホームペ
ージは来年3
月開催をう
たったまま
更新されてい
ません。

以上27件でした。皆さんの今年の郵趣重大事件
は何でしたか？
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競争切手展
3月頃 KOREA2014 展示作品決定
3月頃スタンプショウ 出品受付
3月予定のSaudiアジア国際展は延期されました

一般切手展
※会場は特記なければ切手の博物館（目白）
1/12 東海郵趣連盟切手展（名古屋）
1/17-19 第５回テーマティク出品者の会切手展
1/25-26 第９回中国郵票展
2/21-23 パソコン郵趣部会展2014
3/7-9 第５回世界の郵趣展
3/14-16 第6回聴覚障害者切手クラブ切手展
3/22-23 第16回ドイツ切手展 Germania2014

切手のフリーマーケット、即売会
12/21-22 (土日) 名古屋バザール
　桜華会館３階（浅草）11:00-
12/27-30 (金月) 世界の切手コイン即売会
　大丸・梅田店15階
1/4 (土) 第106回 切手市場
　台東区民会館９階ホール（浅草）11:00-
1/11-12 (土日) 第64回 切手バザール
　切手の博物館（目白）
2/1(土) 第107回 切手市場
　台東区民会館９階ホール（浅草）11:00-
2/21-23 (金-日) 第36回おおさか大収集まつり
　御堂筋ビル9F（心斎橋駅7番出口）
2/22-23 (土日) 大阪駅前第三ビルバザール
　大阪駅前第三ビル
2/23 (日) 広島切手のつどい2014
　KKRホテル広島
3/1-2 (土日) 第65回 切手バザール
　切手の博物館（目白）
3/1 (土) 第108回 切手市場
　台東区民会館９階ホール（浅草）11:00-
3/20-23(木-日) 第26回JSDA切手まつり
　東京交通会館12Fダイヤモンドホール(有楽町)
3/22-23 (土日) 関西スタンプショウ2014

国内のフロアオークション
1/18 第４９０回 JPSオークション
1/19 タカハシ・スタンプ・オークション
2/16 タカハシ・スタンプ・オークション
2/22-23 第81回ジャパンスタンプオークション
3/1 第４９１回 JPSオークション
　※メールオークションのみでフロアなし
3/8 第２６回 スターオークション
3/16 タカハシ・スタンプ・オークション

オススメ海外オークション
2/10-14 第27回 Christoph Gaertner 
Auction（ドイツ）
3/4-8 第148回 Felzmann Auction(ドイツ)
　※日本のお宝切手第二回をセール予定
3/21-24 Corinphila Auction（スイス）
3/25-29 Heinrich Koehler（ドイツ）

博物館
3/1 郵政博物館グランドオープン
　　（東京スカイツリータウン・ソラマチ9階）

出版物予定
12/25 新中国切手カタログ2014 
 B6 フルカラー 2,205円 公）日本郵趣協会
3月頃　金井宏之コレクション「日本手彫切手」
 布張上製本函入 200部限定出版 60,000円
3/25 <JAPEX2013>記念出版『田沢型切手発
行100周年 大正切手』 公）日本郵趣協会

普通切手等の販売の終了
3/31
　70円、80円、90円、110円、130円、160
円、200円、270円、300円、350円、420円、 
慶事50円、慶事80円、慶事90円、弔事50円、
60円郵便書簡、50円葉書
※プレスリリースでは、額面とあわせて意匠も発表されてい
ますが、まだ時間がありますので、次号（2014年3月15日
発行予定）で再度詳細を報告します。

これからの3ヶ月間の郵趣カレンダー
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切手団体の会合は除いています。予定の変更、記載のミスはあり
ますので、実際には、ネット等で確認の上お出かけください。



新しい日本切手の発行
1/16(木) 春のグリーティング（シール式）
　５０円＊１０、８０円＊１０
2/6(木)日本スイス国交樹立１５０周年
　８０円＊１０
※消費税対応に伴う郵便料金変更に伴い、3月迄の記念、ふ
るさと切手の発行が例年に比べて少なくなっております。
3/3(月)通常切手、ステーショナリー
　2円、52円、82円、92円、205円、280円、
310円、慶事52円、慶事82円、慶事92円、弔事
52円、62円郵便書簡、葉書8種類
3/24(月)ステーショナリー
　360円レターパックライト
　510円レターパックプラス
※但し、旧料金のレターパックライト、レターパックプラス
の各局の在庫が無くなってから販売するとされている。

2014/4/1に内国郵便料金が変更されます。

 新特急郵便料 720=>740, 現金書留損害要償額
@10=>@10,  一般書留損害要償額@20=>@21
 配達日指定(平日) 30=>31, ポスパケット 350=>360

ゆうメール料金

ゆうパック運賃
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[特集] 2014年3月3日 発行の普通切手
2014年4月1日の郵便料金値
上げに先んじて、前月の3月3
日より、新料金で必要となる
額面の切手11種類が発行され
ます。（右の表参照）

この内、2円と310円を除く9
種の切手は、すべて日本切手
史上初めて登場する額面の切
手となります。

グラビア印刷で、慶事用82円切手を除いてすべて
百面シートで製造されます。
ちなみに、慶事用82円切手だけは10面シート
（縦2枚x横5枚）で製造されます。

11種類の通常切手とは別にステーショナリーも同
日から先行販売されます。
郵便書簡1種（額面62円）と、葉書8種類（額面
52円）の合計9種類です。

ステーショナリーはすべてオフセット印刷で製造
され、右は、フジを描く郵便書
簡です。

葉書が８種類もあるのは、基本
的な葉書に加えて、インクジェ
ット印刷用の葉書、四面印刷や
盲人用のくぼみ入り葉書がある
上に、料額印面部分を胡蝶蘭に変えた別バージョ
ンも発行する為です。これらに加えて往復葉書も

発行され、往信（青）と返信（緑）で料額印面の
色が変わります。このページ最下段が８種類の葉
書に使用される6種類の料額印面になります。

なお往復葉書は、折り無しのみが発行されます。

実は、この中には、広告付き葉書や絵入り葉書の
料額印面は含まれておらず、それも変わります
が、発行日は3月3日ではないので本稿からは割
愛します。

今回の情報はすべて日本郵便のプレスリリースよ
り転載していますが、それによると全ての切手と
一部のステーショナリーは、3月3日より、日本
全国の郵便局で一斉に販売が開始されるとのこと
です。これはすべて新額面であるということと、
2円、310円の旧切手は販売終了している切手で
あるため、旧デザインの完売を待つ必要がない事
とも関係あると考えています。葉書に一部例外が
あるようですのでお気を付け下さい。

額面（円） 発行目的 図案

普通切手

慶事用普通切手

弔事用普通切手

2 加貼り エゾユキウサギ
52 第二種葉書 ソメイヨシノ
82 第一種定型（25gまで） ウメ
92 第一種定型（50gまで） スミレ
205 第一種定型外（150gまで） 縄文杉
280 速達（250gまで） 那智の滝
310 簡易書留 利尻島
52 第二種葉書 扇面に梅文様
82 第一種定型（25gまで） 扇面に竹文様
92 第一種定型（50gまで） 扇面に松文様
52 第二種葉書 花文様

　　単面葉書　　インクジェット葉書　　　単面葉書 インクジェット葉書　往復葉書・往　　往復葉書・復
　　四面連刷　　　　　　　　　　　　　　四面連刷
くぼみ入り ※くぼみ入り葉書と、胡蝶蘭・単面葉書は、発行日の発売局が一部の局に限定されます。
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日本郵便のプレスリリースより転載。解
像度がそもそも低いので、画質が悪くな
っております事、ご了承ください。



切手市場
皆様こんにちは。切手市場をご案内する管理人の
高崎です。GW3連休や年末年始は郵趣イベントは
何もないことが多く、当切手市場では創業当初か
ら第1土曜日を定例にしていることもありまして
来年もお正月期間中の1月4日(土)が2014年のス
タートとなっています。

買い物をしたい方へ
入場無料。どなたでも歓迎します。もちろん見る
だけの方、切手を通した人的交流を求める場にし
ていただいてもかまいません。何を求めるか決ま
っていなくても大丈夫！日本切手・外国切手とも
に10円くらいからの単価で楽しみながら買ったり
眺めたりショップのメンバーとお話できます。わ
からないことは回りの人にどんどん聞いちゃいま
しょう！Stampedia吉田さんのように切手に詳し
い人も沢山います！

処分したい方へ
1テーブル3000円の出店料で余剰品を即売された
り、大手オークションでは処分しずらい
単価の安い物や、整理が利いていないロット物、
文献類、などなど活用いただいています。
廃業切手商の方やコレクションアウトされた方も
数年かがりで楽しみながら即売して下さっている

他、現役切手商の方は商売の来客に結びつく等上
手く使いわけたショップ作りをされています。

毎月1回 第1土曜日に開催の切手市場は
　第106回　1/4(土)
　第107回　2/1(土)
　第108回　3/1(土) 
が近々の開催日です。各回とも台東区民会館（地
図参照）で11:00より開催いたします。(出店準備
が整えば9:30頃より時間前でも入場できます)
なお、4月以降は日本橋富沢町・綿商会館へ会場
を移す予定です。

HP http://kitteichiba.babyblue.jp/　
問い合わせ先 kitteichiba@mail.goo.ne.jp

切手市場管理人：高崎真一
ピックアップイベント

切手市場は、切手のフリーマーケットです。テーブル
に置かれた販売品を見て、安く切手を買いましょう！

注目の出店者
第106回 エージェントスタンプ（渡会氏）/ 今年より復活の
KAZUSHOP（大西氏）/ ヤフオク下見会と融合出店のもも
くろ（久野氏）
第107回 偶数月限定の外国切手1枚売ショップ（渋谷氏）
第108回 浅草会場最終回となります。慎之介ショップをは
じめ各ショップ揃ってのサヨナラセールと毎度お楽しみの慎
之介オークションも大規模に開催します。
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第1回東海凱旋切手展
東海郵趣連盟では、本年の国際展・全日展・ＪＡ
ＰＥＸにおける東海４県の出品作品の選抜凱旋切
手展を日本郵便東海支社、名古屋中郵便局、岐阜
中央郵便局のご協力を得て、下記のように開催し
ます。

日時 平成26年1月12日(日) 午前10時～午後4時
場所 名古屋中郵便局２階「もうやいプラザ」

（名古屋市中区大須3-1-10）

貴重なマテリアルが多数展示されますので、二度
とないこの機会にぜひご参観ください。

当日は、出品者による講演や作品解説も行う予定
です。また、来年度以降も、凱旋切手展（選抜
展）を行う予定であり、あわせて別に、第２回東
海郵趣連盟切手展を来年３月に開催予定です。

展示作品　※かっこ内の数字は展示フレーム数です。

THAILAND2013　大金賞
「日本手彫切手1871-1876」(8)　　愛知 祖父江義信

全日本切手展2013　金賞
「手彫証券印紙1873-1883」(5)　　　愛知 長谷川純

全日本切手展2013　金銀賞
「小判切手の外信印」(5)　　　　　　  岐阜 小寺雅弘

JAPEX2013　金銀賞　ベストワンフレーム賞
「日華連絡船船内郵便局 1937-1943」(1)

三重 小坂彰宏

JAPEX2013　金銀賞 審査員賞詞付き
「支那加刷・田沢・旧大正毛紙6銭・8銭の色調」(1)

静岡 柳川英幸

JAPEX2013　 金銀賞
「フィリピンの航空郵便の発達」(8)　  三重 若園泰三

（他の受賞者にも出品依頼中です）

東海郵趣連盟
ピックアップイベント
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地下鉄名城線「矢場町」から徒歩８分
「上前津」から徒歩10分
地下鉄鶴舞線「大須観音」から徒歩7分



第５回テーマティク出品者の会 切手展
「テーマティク出品者の会」とは？
「テーマティク出品者の会」では、会員同士が切
磋琢磨しながら、国内外の切手展のテーマティク
部門に出品して、より高位の賞を目指していま
す。また、JAPEXや全日展の折には会員間で例会
や作品合評会を行い、国際展では国内外の収集家
との交流を図っています。

「切手展に出品して技量を向上する」という１つ
の目的のもとに集まった団体ですので、会員間の
意見交換や交流も活発です。

「テーマティク出品者の会切手展」とは？
会員が国内外の切手展に出品した作品を展示した
り、今後、切手展に出品する予定の方の作品を展
示したりしています。国際展に行く機会がない方
も、この機会に、国際展出品作品を国内で見るこ
とができます。

また、毎年、テーマを１つ決めて、小型印を作成
し、フレーム切手やそれにちなんだFDC用の封
筒、MC用のはがきの販売をしています。
今年のテーマは、「都市交通」です。

主な展示作品
「都市の公共交通」
　　（＜THAILAND2013＞大金銀賞受賞作品）
「朝鮮戦争」
　　（＜THAILAND2013＞大金銀賞受賞作品）
「ヒトラーとナチス・ドイツの興亡」
（＜JAPEX2013＞金銀賞・小倉謙賞受賞作品)
「The History of Cartography-Mapping the 
World and Regions」
　　（＜Brasiliana 2013＞大金銀賞受賞作品）

切手展での販売物
今年のテーマである「都市交通」にちなみ、都電
をモチーフとしたフレーム切手、FDC用の封筒、
MC用のカードを販売します。都電は、今までも
フレーム切手やフォルムカードの題材として採用
されていますが、今回は、自動車の普及時代に差
し掛かり、短命に終わった珍しい車両形式をモチ
ーフとしています。

イベント
1月18日午後3時から、展示作品の合評会が行わ
れます。会にご興味のある方、これから切手展に
出品したいと思っている方も気軽にご参加くださ
い。
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榎沢祐一

第４回切手展の時のスナップショットより

開催期間：
2014年1月17日(金)～19日(日)
時間：朝10時30分～夕方5時
場所：目白　切手の博物館3階
小型印使用：
2014年1月17日(金)～18日(土)

ピックアップイベント
1/17-19



＜広島切手のつどい＞2014
広島における恒例の冬の切手イベントである、
＜広島切手のつどい＞２０１４が２月２３日
（日）に午前１０時～午後４時まで開催されま
す。会場はこのところおなじみになっている、広
島市中区東白島町１９－６５のＫＫＲホテル広島
(☏082-221-3736)の１階です。

マテリアルを求めている方へ
入場無料。どなたでも大歓迎します。切手のフリ
ーマーケットですから、どんな切手やエンタイヤ
に出会えるかは会場に来てのお楽しみ。

日本切手・外国切手、エンタイヤなど、安い物は
1枚10円位からの単価で、楽しみながら買った
り、眺めたり、出店者との会話を楽しんだりし
て、一日を過ごしませんか。

プロの切手商として、アオヤマスタンプも出店し
て、切手類のほかアルバム類、リーフ、マウント
など郵趣付属品も割引販売のサービスをします。
新発売のタイミングとなる、２０１３年発行の日
本新切手を整理する図入りアルバムリーフ類も入
手できます。

余剰の切手などを処分したい方へ
１テーブル１０００円の出店料で出店できます。
会場の広さから合計２４テーブルまでの出店が可
能です。

希望者は２月１５日までに次の申込先までお申し
込みください。
申込先：渡邊　健　(Tel. 082-251-5874)
734-0005 広島市　南区　翠　５－８－８
※なお、e-mailでの申し込みは大橋武彦までお願
いいたします。( ohashi.t　do.enjoy.ne.jp ）

そのほかのお楽しみイベント
（１）ワンリーフ展
出品希望者は当日受付に１リーフの作品を持参し
てください。出品者には参加賞を差し上げます。
入場者による人気投票をおこない、上位得票者に
は賞品を、一位投票者にも抽選で賞品を進呈しま
す。

（２）切手掘り出し市
紙付き使用済み切手を、来場者お一人様３０枚ま
でよりどりでプレゼントします。切手の山から宝
物を掘り出してください。

（３）お楽しみ抽選会
来場者に受付でお渡しするプログラムに印刷され
た抽選番号で、閉会前に抽選会をおこないます。
最後まで会場におられた方には豪華賞品が当たる
かもしれません。

主催
公益財団法人 日本郵趣協会中国・四国地方本部
日本郵趣協会 広島鯉城支部

渡邊 健
ピックアップイベント
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昨年の会場スナップショット



第6回聴覚障害者切手クラブ切手展

聴覚障害者切手クラブ代表世話人の長谷川則之で
す。切手収集は趣味の王様と呼ばれていますが、
聴覚障害者も楽しめます。ネコなどのかわいい切
手から、国際切手展上位入賞の作品まで巾広い作
品がそろっています。メンバーの力作を是非、ご
覧ください。

【会期】3月14日(金)～16日(日) 10:30～17:00
【主催】聴覚障害者切手クラブ
【会場】切手の博物館3階“スペース1・2”
【備考】入場無料
【問合先】メール deafstamp5960@gmail.com

毎回、「ろうあ界の灯」をはじめとする聴覚障害
関係の展示をしています。新発見の資料（右下の
リーフ）も展示していて、年々進化しています。

色々な販売品を用意しています。指文字シール
(500円)は、財務省印刷局で印刷されたもので、
慶事切手(五次)と同じ目打ちです。また、クラブ
メンバーが色々な重品を売りに出していますの
で、聴覚障害などに関する意外な逸品を入手でき
るかもしれません。

手話の出来る学生などが、手伝い・応援に来てい
ます。手話の出来る方も手伝い・応援に来ていま
す。直接筆談したり、手話の出来る方の通訳で、
会話することが出来ます。

聴覚障害者切手クラブについて
聴覚障害者切手クラブは昭和
63年(1988)12月東京都障害者
福祉会館で4名よりクラブ結成
しました。2013年12月で創立
25年になります。当初の活動
場所は新宿駅南口のルノアール
喫茶店でした。1991年、東京
都で開催された第11回世界ろ
う者会議で、オリジナルカバー
を販売しました。1993年2月
の一泊研修会に日本郵趣協会か

ら石川昭二郎先生を招きました。その時の交流
で、切手に水は禁物なので、喫茶店では活動しず
らい、日本郵趣協会の会議室を使えないかと、石
川先生に相談しました。石川先生の働きかけによ
り、1993年5月26日より新宿・郵趣会館の利用
が出来るようになりました。1996年4月より目
白・切手の博物館に移り、現在に至ります。定例
会は毎月第2金曜日午後6時半からミニ講演や、盆
回し等をしています。日本郵趣協会主催のスタン
プショウやJAPEXにて、ラウンジを開設し、全国
からの収集仲間が上京して切手に関する情報等を
交換や、交流を深めています。切手収集の愉しさ
を、特に聴覚障害者に知って戴ければ、幸甚で
す。

聴覚障害者切手クラブ 代表世話人 長谷川則之
ピックアップイベント
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50音指文字シール：財務省印刷局で製造され、
慶事切手(五次)と同じ目打が使用されている。



The Philatelist Magazine Vol.1 Page.17 [ Dec. 15th, 2013 ]

謎解き郵趣

「謎解き郵趣」は読者参加型の、郵趣解説記事です。
毎回次号で取り上げるカバーをヒントと共にご紹介いたします。
いずれも目立った、もしくは隠れた特徴のあるカバーばかりです。
頭の体操のつもりで、それぞれのカバーの解説を考えて、アンケー
トフォームからご入力ください。
皆さんからの回答の抜粋を正解と共に、次号でご紹介いたします。
なお、創刊号は、皆さんに変わって、吉田が各カバーの解説を書か
せて頂きます。



このカバーは、明治4年3月1日に発行された
わが国最初の郵便切手である竜文切手4種の
うち3種が貼付された豪華なカバーです。

三色の切手が貼られた見た目だけでもきれい
ですが、郵便料金を調べていくと更に深い事
がわかります。

郵便料金は、800文が前納されていますが、
カバーに赤で「書留郵便」と記載されている
ことから、その内訳は下記の通りと分かりま
す。
- 書状料金300文(重量と距離により変動)
- 不便地持込料金 100文
- 書留料金 400文

このカバーにはもう一つ「別段急便」という
赤書きもされています。今日でいうところ速
達のような制度ですが、料金は前納ではなく
実費を受取人から徴収する制度でした。郵便
局が開設されていないような不便地への急速
郵便物は、このような取扱がされました。

このカバーは書留・別段急便としての最古使
用例であり、かつ単なる書留郵便物としてみ
た場合も最古使用例という点でユニークです。

太地駅郵便取扱所の消印は、不統一印の中で
も特徴のある消印の一つであり、その点もカ
バーに華を添えています。
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明治5年4月13日（旧暦）すなわち1872年5月1
日に紀州国（現在の和歌山県）太地駅郵便取扱
所から伊勢国（現在の三重県）若松町あてに差
し立てられました。当時、若松町にはまだ郵便
局が開設されていなかったため、この書状は一
旦、最寄りの伊勢国・白子郵便局に届けられ、
そこから特別に脚夫を仕立てて運ばれ、受取人
が脚夫賃の実費を支払うのと引き換えにこの書
状を受領したものと判断されます。

日本最古の書留・別段急便 池田健三郎氏 収蔵品
謎解き
郵趣



市外便特別割引郵便料金
1853年に切手の発行を開始した英領タスマニア
は世界のフィラテリーでは人気国の一つです。

クラシック時代に切手を発行している国の面白さ
は様々な郵便制度が試行錯誤される事にあります
が、このカバーもその一つです。

一見して分かるのは、英国パーキンス・ベーコン
社製のシャロン・ヘッド 2ペンス緑の単貼りカバ
ーだということです。この切手は、1855年から
発行されており、ギボンズ等ではより細かく分類
されていますが、単貼りカバーが珍しい額面で
す。（現存２点）

というのは当時のタスマニアの郵便料金は、市内
便1ペニーと島内便4ペンスの二つに大きく分かれ
ており、2ペンスという料金はそれらに含まれな
いからです。

このカバーは市内便の重量便でもなければ、過貼
でもありません。とすると一体2ペンスというの
はどんな郵便料金なのでしょう。その謎解きは、
差出局の消印と宛先から導きだす事ができます。

1864年7月7日 ホバート差し出し
Glononchey 宛て
ちなみに、Glononchey は現在はホバート市内に
ありますが、当時は市外でした。

そう、このカバーは、市内便ではありません。
タスマニアの郵便料金に1859年1月に加わった、
珍しい「市内郵便の域を超えるものの配達郵便局
から5マイル以内に宛てられた郵便物への特別割
引郵便料金」に該当する唯一の使用例なのです。

クラシック切手の時代には、郵政当局が切手の発
行額面を決定するに際しては特定の郵便料金に適
用する額面を中心に決定されており、補助額面を
含めて１から１０までの各額面を発行する様にな
るのはかなり後の時代の事です。

従って、伝統郵趣で使用面を展示する時の基本
は、当該切手の適正一枚貼りを揃える事が目標と
なり、その観点から、タスマニアの伝統郵趣コレ
クションで国際展上位を目指す為には欠かす事の
できない唯一のカバーです。
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謎解き
郵趣 佐藤浩一氏 収蔵品



市田左右一氏が契機となった、内閣訓令式導入後のTOKIO印の使用

逓信省は昭和12年12月9日に、翌12月10日より
すべての欧文印の局名綴りをヘボン式から内閣訓
令式に変更する旨の告示を出しました。

TOKIO, MOJI等が該当する郵便局で、それぞれ
TOKYO, MOZI等の消印に切り替わりますが、
TOKYOの欧文機械印は昭和12年内の使用例が見
つかっていないだけでなく、昭和12年12月20日
の変更前のTOKIOの使用例があると、鳴美やJPS
の消印関連の書籍でかねてより報告されてきまし
た。

これについて調べてみたところ、分かったのは、
昭和12年12月20日付けで、市田左右一氏が大量
に、主に米国に対してクリスマスカードと考えら
れる印刷物を発送していたことでした。これまで
に筆者の手元にある4通を含めて6通を確認してお
り、すべて3種4枚の切手がご覧のカバー同様に貼
付されてます。

このカバー以外の昭和12年12月20日使用例は発
見できませんでしたので、恐らくこれまで言及さ
れてきた同日の使用例はすべて市田左右一氏差立
の物と推測しています。

6通の内、5通はTOKIOの欧文機械印で抹消され
ていますが、欧文櫛型印で抹消されている使用例
もあります。ちなみに合計4銭は当時の外国宛て
船便印刷物の基本料金に該当します。

TOKIOの欧文機械印の最終使用例は最近更に更新
されており、昭和13年1月1日の使用例も見つか
っています。（差出人は市田氏とは別の人物＝外
国人でした。）市田氏が大量に国際印刷物を差出
たのを契機に、この消印は年末年始にも使用され
たということです。

以上、この規則外の消印の使用の謎解きをしまし
た。
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謎解き
郵趣 吉田敬氏 収蔵品



唯一知られる原爆投下返戻速達
昭和20年8月11日に京都から広島に速達で差
し出されたカバーで、40銭分の切手が貼付け
られています。（書状料金10銭＋速達料金
30銭）

封筒の端がヨレヨレのカバーですが、最大の
特徴は、差出人の書いた宛名の上から「京
都」「差出人戻」という単語が上書きされて
いることです。

宛先が広島で、終戦直前に差し出され、差出
人戻し。もうお分かりでしょうか？これは、
原爆投下による返戻郵便物なのです。

昭和20年8月6日（1945）の広島への原爆投
下ならびに8月9日の長崎への投下は、両地域
への郵便逓送に甚大な被害を及ぼしました。

市内が壊滅的な状態になった両都市への郵便
物は軒並み郵便逓送不能により返戻郵便物と
されました。「羅災返戻」というはんこの押
されたカバーもありますが、当カバーは筆書
きで処理されています。

原爆投下返戻郵便物は多くは残っていませ
ん。ジャパンスタンプのJAPEXセールにも一
つ出ていましたが、オークションに出ると必
ず競り合うマテリアルです。

そしてこのカバーはその様な郵便物における
唯一の速達便です。

池田健三郎氏収蔵品
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謎解き
郵趣



次号の謎解き候補をご紹介
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「謎解き郵趣」は読者参加型の、郵趣解説記事です。
これから紹介する５点のカバーは、いずれも目立った、もしくは隠れた特徴のあるカバーばか
りです。頭の体操のつもりで、それぞれのカバーの解説を考えてみて、アンケートフォームから
ご入力ください。皆さんからの回答は正解と共に、次号でその抜粋をご紹介いたします。

ポルトガル領インド 1943.10.2 裏面に日本語？（藤井堂太氏収蔵品）

ドイツ発アルゼンチン宛て葉書 表（左）と裏（右）（伊藤文久氏収蔵品）

これは、第二次大戦中に、ポルトガル領インドから投函されたカバーだと思
います。貼付けされている切手は、1938年9月1日に発行されたバスコダガ
マを描く切手で、ポルトガル領内でオムニバスで発行されたものです。帝亜
丸という船から差し出された様です。

「ポルトガル領インド 1943.10.2 裏面に日本語？（藤井堂太氏収蔵品）」
カバーに対して、あなたならどんな解説をつけますか？

こんな風に回答してください

送信
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16円切手の使用例？
（須谷伸宏氏収蔵品）

小判十銭書留便
（水村伸行氏収蔵品） スイス 一番切手 宛先に注目！

（吉田敬氏収蔵品）



鈴木盛雄

木戸裕介

藤田俊則

行徳国宏
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寄稿記事



 現行ローラー印収集の死角
試行ローラー印と同時期に使用された直彫りローラー印
筆者は、現行切手（戦後～平成）に見られる消印
を収集しており、その趣味が高じて、2010年に
は「郵趣」で、「現行消印解体白書」という連載
を書いていた事があります。その時も今も熱中し

ている消印の一つ
がローラー印です。

機械印始め、シャ
ープでクリアな印影
の消印が多い中、
お世辞にも綺麗と
は言えないローラ
ー印は、人気のな
いジャンルです。

それは裏を返せば、研究の余地のあるジャンルと
言うことで、筆者は様々な角度から収集を行って
おり、その一端をここで紹介させて頂きます。

まず、冒頭の切手、皆さん何だか気づきますか？
「1枚1円でも買いたくないよ！（笑）」という声
が聞こえてきそうですが、筆者にとっては、長年
探し求めてきた一品で簡単には入手できません。

なぜか？東海郵政管内ではないから記念紙ではな
いはず。丸亀は試行ローラー印の使用局だけれど
も、その特徴は見えない。そう。これは試行ロー
ラー印が使用された時期に使用された旧型の直彫
りローラー印なのです。（丸亀局,S.52）

では試行ローラー印をまずおさらいしましょう。

ローラー印の年号活字の直彫り・更埴式について
そもそもローラー印は明治43年から使用されてい
るのですが、当初は局名と年号は直彫りし、月日
だけを更埴して使用されていました。

このため、年が改まると、また元号が改まると、
ローラー印は改めて新しい年の印が配備されるこ
とになり、昭和19年から22年の物資欠乏期に
は、新印が配備されなかったために過去の年のロ

ーラー印の年号部分を修正したローラー印すら使
用される始末でした。

戦後になり全国配備になったローラー印は、特定
局を含めて全局で印が毎年更新されるので、その
印影の変化は研究材料となりますが、さすがに資
材とコストの効率化の為、年号を交換できる新型
ローラー印の導入が検討され、昭和50年(1975)
より全国28局で試行されることになります。

試行実験は二回に渡って実施されます。
Ⅰ期　昭和50年4月1日～昭和51年12月31日
Ⅱ期　昭和52年11月1日～昭和53年12月31日

これはⅠ期の試行印に強度と使い勝手の問題があ
り、改良印をⅡ期で試すためだったと言われてい
ます。
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鈴木盛雄

Ⅰ期印影（左）とⅡ期印影（右）
Ⅰ期の特色は、年と月日部分の境界が無いこと。

Ⅱ期は一見通常のローラー印だが、年活字が上よりに
位置していることが、年活字更埴の特徴である。



ところで収集を進めてくる中で改めて認識したの
は、試行実験を行った28局は、実験期間中に、
新型印だけを使用していたわけではなかったとい
うことです。

那覇局は昭和52年に試行実験を行った局の一つ
ではありますが、上記印影は、旧型の年号直彫り
印の特徴を示しています。（Ⅱ期 新型印であれば
年活字は上部に偏る特徴を見せるため）

従って、ローラー印収集というマルコフィリーの
観点からすれば、昭和50年～53年にかけての試
行28局は、各年の試行ローラー印と旧型ローラ
ー印の両方、合計8点を収集すること（できれば
カバーで）が目標となるわけです。

オークションや即売で注目されるようになった、
試行ローラー印に比べて、同時期に使用された旧
型ローラー印の収集は難しいのですが、見つけた
時の嬉しさはこの上ありません。（しかも大抵安
い。）筆者のコレクションより姫路局をご紹介さ
せて頂き、終わりとしたいと思います。

四年にわたる二度の試行実験の結果、使用に足る
と判断された年号を入れ替えるタイプのローラー
印は、昭和56年1月1日より全国的に配備される
ことになり、途中様式の変化はあったものの現在
に至るまで使用されています。

なお、一部例外として昭和56、57年および平成
元年には、旧タイプである年号直彫りのローラー
印も使用されました。

試行期間中の盲点
昭和50年から53年にかけての、新型ローラー印
の試行実験はもちろん郵趣界にも情報が伝わった
上で実施されていましたが、なにぶん人気のない
ローラー印の話なので、記念押印・引受消印問わ
ず、郵趣家によって作られた使用例は、他の消印
に比べてはる
かに少なくし
か残っていま
せん。

このため収集
方法は、キロ
ボックスや使
用済み貼り込
みからのピッ
クアップが主
でした。

値段も高くな
ってきた最近
はオークショ
ンにも出始め
る よ う に な
り、マルコフ
ィリーとして
は必須の収集
形態であるエ
ンタイアもだ
いぶ出てくるよ
うになりまし
た。
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姫路局試行ローラー印第Ⅰ期
亀山大阪間 S50.9.5 =>鉄道郵便

=> 姫路 S50.9.6
封書速達

那覇局旧型ローラー印
那覇 S52.10.3. 

=>本郷 S52.10.4
第一種定形外速達
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姫路局試行ローラー印第Ⅰ期二年目
姫路 S51.7.1 =>調布 S51.7.2

第一種定形外速達

※同印の一年目の使用例を
前ページにて掲載

姫路局試行ローラー印第Ⅱ期二年目
姫路 S53.7.7
第三種

姫路局直彫ローラー印
姫路 S52

姫路局試行ローラー印
第Ⅱ期二年目
姫路 S52.11.1



朝鮮初期櫛型印に関する発見と考察
朝鮮半島の郵便印に関しては、戦前日本切手を収
集している方々なら、みなさん関心のあるテーマ
ではないでしょうか。内地と形式の異なる消印が
押された植民地における使用例は、その歴史的関
心からか、コレクションに深みを与えてくれま
す。

朝鮮における櫛型印は、印影が派手な臨時郵逓所
印などに比べて人気がないためか、これまで十分
に研究されていない分野です。しかし、丸一印以
降の複雑な消印変遷、通信合同による局数の急増
と改廃の頓雑さゆえに、非常に興味深い分野とい
えるでしょう。

日韓通信合同後の混乱も冷めやらぬ中、丸一印廃
止後、朝鮮型とよばれる朝鮮特有の印顆が導入さ
れるまでの約3年間、一般型と呼ばれる一見内地
と同形式の消印が使われました。

この一般型は、その名のとおり、内地と同規格の
櫛型日付印がそれまでに開局していた在韓日本局
において使用されました。図1は、春川局使用の
軍事郵便はがき。朝鮮型に切り替わる前の一般型
後期使用例です。

しかし、一見内地と同型の櫛型印でも、変わった
形式の印顆があるのをご存知でしょうか。

A欄局名の前部に「韓」という文字の入った櫛型
印が多く存在するのです。図2は、北韓地方の雄
基での使用例です。京城郵便局へ宛てた青枠はが
き朝鮮内使用です。

この「韓」字が入った局と、一般的な局名だけの
印との違いはどこにあるのでしょうか。

The Philatelist Magazine Vol.1 Page.28 [ Dec. 15th, 2013 ]

木戸裕介

図1:在韓日本局・一般型櫛型印（後期使用例）
春川局明治41.1.1 軍事郵便はがき

図2:在韓日本局・一般型櫛型印（A欄「韓」入り）
雄基局明治40.1.1 青枠はがき朝鮮内使用



1905年5月18日から7月2日までに行われた、第
二次日韓協約による大韓帝国通信施設の接収にお
いて、臨時郵逓所は343局、形式上日本側に接収
されました。

臨時郵逓所とは、1897年に大韓帝国郵政が万国
郵便連合への加入署名の際、朝鮮全土へ郵便ネッ
トワークを拡大するために設けた簡易取扱所的な
性質の施設です。

形式上と断ったのは、その接収方法が、郵逓司や
電報司などの大局に対する日本側人員の派遣によ
る接収とは異なり、臨時郵逓所という性格から
か、書類提出のみなどの、手続きが簡素化された
ものだったからです。

その後、日本側に接収された臨時郵逓所は、その
重要度により順次、郵便取扱所などに昇格してい
きます。それらの局において「韓」入りの活字が
局名の前に組み込まれた印顆を支給したと推察し
ます。また、接収以前に開局していた在韓日本局
の出張所や受取所でも、このタイプの印顆が使用
されました。図3は、茂山局のA欄「韓」、C欄局
名入の変形櫛型印を押した軍事郵便使用例です。
時刻表示がないため非郵便印の誤用という推論も
立ちますが、A欄「韓・局名」の印影が存在する
局において図3のような印影が併存して確認され
た例がないため、郵便取扱量が少なく、時刻表示
の必要のない局などはこのタイプの印顆を使用し
ていた可能性が高いです。ほかにこのタイプの印
影としては、鬱陵島や絶影島などの使用例が確認
されています。似たような形式で、図4の旧馬山
浦局の印影は、A欄は見えませんが「韓」、E欄
白星です。このようにD欄やE欄に星が入った印影
も小局に複数確認されています。

さて、前置きが長くなりましたが、ここからが本
論です。これら一般型の櫛型印には様々な変則的
なバラエティが存在することは解説しましたが、
一部、D欄の中に「扱」の文字が入っている印影
が確認されています。これは、明らかになんらか
の意図をもって活字が埋め込まれたものでありま
す。日本郵趣協会から刊行された日本郵便印ハン
ドブックによると、このD欄「扱」入りの印影は
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図3:在韓日本局・変形櫛型印(A欄「韓」C欄局名)
茂山局明治40.1.1 軍事郵便はがき

図4:在韓日本局・変形櫛型印(A欄「韓」C欄局名
E欄白星) 旧馬山浦局明治40.7.- 菊3銭



「韓・黄州」、「韓・天山」、「韓・礼山」に確
認されていると記述があります。このうち、天山
は天安の誤りです。図5は、筆者が直近で入手し
た「韓・天安」のD欄「扱」入りのエンタイアで
す。この「扱」入りの印影は非常にわかりにく
く、特に本例のように暗い色調の切手上に押捺さ
れたカバーだと、気づかないケースも多いようで
す。

僅か３箇所にのみ確認されている「扱」入りです
が、この３都市に共通している特徴を調査したと
ころ、以下の２点が挙げられます。

①日韓通信合同時、臨時郵逓所として接収された
こと
②郵便物受取所が設置されていること

先にも述べたように、通信合同時に接収された旧
大韓帝国の臨時郵逓所343箇所は、その重要度に
よって順次「郵便取扱所」に昇格していきまし
た。ということは、ひとつの都市に郵便物受取所
と、郵便取扱所が並立して存在する場合、その区
別が問題になります。

一般型では、受取所、取扱所の区別なくA欄
「韓・局名」を使用しているため、ある都市で２
者が並立存在している時期においては、印影上で
の区別ができません。これらの理由から、臨時郵
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図5:在韓日本局・変形櫛型印(A欄「韓」D欄「扱」入り)
天安局明治40.7.31 菊1銭5厘縦ペア貼り書状と拡大図



逓所から昇格した取扱所の印顆に、「扱」活字を
挿入していたと推察されます。

事実、黄州・天安・禮山(ハンドブック上の礼山)
の３都市には、受取所と取扱所が並列存在してい
る時期があったようです。

筆者は最近新たに「韓・蔚山」のD欄「扱」入り
のカバーを入手しました。（図6）

この局での使用例は今までに発表されていないよ
うです。そして、この蔚山もまた、先に述べた
①、②の特徴と合致します。上記の特徴と合致す
る都市においては、「扱」入りの印影が新たに発
見される可能性も高いです。印影が櫛にまぎれて
非常にわかりづらいので、みなさんの手元にも潜
んでいる可能性も大いにあります。

朝鮮における初期櫛型印に関しては、派手な臨時
郵逓所印に比べていささか地味で魅力に欠けるよ
うですが、その分研究があまり進んでいないため
か、リーズナブルな価格で求めることができま
す。これまで述べたようなさまざまなバラエティ
を織り交ぜつつ、コレクションに取り入れてみて
ください。

図6:在韓日本局・変形櫛型印(A欄「韓」D欄「扱」入り) 
新発見の蔚山局明治40.4.3 菊3銭貼り書状と拡大図
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和欧文機械印 第3期（後期）の使用局一覧
和欧文機械印は郵便物の自動取揃押印機として、
1968年12月1日（昭和43年）より使用が始まり
ました。

日付の表示を和文・欧文併記にしたのは郵便物が
ポストに差し出された後、外国宛の郵便物と国内
宛の郵便物が混ざって機械にかかっても良いよう
にするためでした。

和欧文機械印の三分類
和欧文機械印は大きく三つの期に分類できます。
第1期は国名入り縦波6本（図1左）。第2期は元
号入り縦波6本（図1右）。第3期は元号入り横波
2本となります。

そして第3期は更に前期と後期に分ける事ができ
ます。その境は全国郵便事業会社（支店）が発足
した時であると言えます。

第3期 前期 1990.10.1(H.2)～2007.9.30(H.19)
第3期 後期 2007.10.1(H.19)～

1990.10.1の時点で344ないし345局あった稼働
局も2013年12月9日現在119局と三分の一以下
になり今後も急速に減って行くと考えられます。

第3期 後期の珍品「札幌局」
全国郵便事業会社の発足に伴い使用開始された和
欧文機械印の中には、いくつか珍品があります。

この時期は、第3期 後期に相当しますので、和欧
文機械印の使用局がどんどん減って行く時期だか
らです。その例として「札幌」の和欧文機械印を
御紹介します。（図2）

実は、当該和欧文機械印の使用について、知人が
日本郵便　札幌支店　第一普通郵便課による問い
合わせをした事があります。図３はそれに対する
回答ですが、「10月からすべて自動押印機に切り
替わりました」とあります。

ところが実際には回答とは正反対の運用がされて
おり、2007年10月の使用例が図2及び図4含めて
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藤田俊則

左）第1期の国名入り縦波６本
右）第2期の元号入り縦波６本

図2 札幌 07.10.12.12-1(8)
これまでに4点しか発見されていない和欧文印



今回、私の手持ち切手及び友人からのデータ提供
により、第3期和欧文機械印の使用局一覧を作成
しました。

次ページから4ページに渡り掲載しておりますの
で、是非ご活用ください。

4点確認されていま
す。

図2, 図4のデータは次
の通りです。
07.10.2 18-24
（台切手:ヤマセミ）
07.10.12 12-18
（台切手:新オシドリ）

最後期使用例から少な
くとも10月12日ま
で、札幌局では和欧文
機械印を使用していた
ことがわかります。

第3期 使用局一覧
前述の通り、使用局が
減少し続けている和欧
文機械印は、今が最終
期使用例の収集のチャ
ンスで、その為に、使
用局一覧が必要です。
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図4 札幌 07.10.2 18-24
札幌の和欧文機械印の最後期使用例

図3 平成22年6月25日（2010年）付け
の日本郵便札幌支店の回答書面

データ提供ご協力者：
勝田さん（東京）、蓮田さん（埼玉）、 
玉村さん（埼玉）、大岩さん（千葉）、
江野さん（愛知）、篠沢さん（愛知）、
山鹿さん（三重）、堂本さん（大阪）



管内 郵便局 備考
北海道 札幌北 ～2013.10.27
北海道 札幌白石
北海道 厚別
北海道 札幌南 ～2012.6.30
北海道 手稲
北海道 丘珠
北海道 函館
北海道 小樽
北海道 苫小牧 ～2010.11.-
北海道 札幌 2007.10.1～?
北海道 豊平
北海道 札幌西
北海道 山鼻
北海道 札幌東
北海道 岩見沢
北海道 旭川東
北海道 帯広
北海道 釧路 ～2012.9.30
北海道 釧路中央 2012.10.1～
北海道 北見
東北 青森 ～2012.9.30
東北 青森中央 2012.10.1～2013.8.29
東北 八戸 ～2013.8.21
東北 弘前 ～2010.10.1
東北 青森西 ～2010.8.-
東北 秋田 ～2012.9.30
東北 秋田中央 2012.10.1～
東北 盛岡 ～2012.9.30
東北 盛岡中央 2012.10.1～
東北 盛岡北 ～2013.8.18
東北 山形
東北 山形南
東北 米沢 ～2010.9.-
東北 仙台 ～2012.9.30
東北 仙台中央 2012.10.1～
東北 仙台北
東北 新仙台
東北 仙台東
東北 若林 ～2013.7.25
東北 塩
東北 郡山
東北 会津若松 ～2010.10.-
東北 いわき
関東 土浦
関東 筑波学園
関東 水戸
関東 宇都宮 ～2012.9.30
関東 宇都宮中央 2012.10.1～2012.10.12
関東 宇都宮東 ～2010.7.-
関東 小山

管内 郵便局 備考
関東 高崎
関東 前橋
関東 伊勢崎 ～2010.9.-
関東 太田 ～2013.8.26
関東 さいたま ～2012.9.30
関東 さいたま中央 2012.10.1～6
関東 草加 ～2013.8.6
関東 越谷 ～2013.9.-
関東 春日部 ～2013.8.4
関東 川越 ～2013.2.初
関東 坂戸 ～2013.8.中
関東 川越西 ～2010.5.-
関東 狭山
関東 朝霞 ～2012.9.15
関東 三芳 ～2010.7.-
関東 所沢
関東 所沢西 ～2009.10.-
関東 熊谷
関東 上尾
関東 千葉 ～2012.9.30
関東 千葉中央 2012.10.1～
関東 美浜
関東 松戸北 ～2010.8.-
関東 流山
関東 松戸南 ～2013.7.31
関東 松戸
関東 市川
関東 船橋
関東 船橋東
関東 八千代
関東 柏
関東 浦安
関東 市原 ～2012.10.17
関東 川崎
関東 川崎港 ～2013.5.-
関東 高津 ～2013.8.9
関東 登戸 ～2013.8.5
関東 宮前 ～2013.7.28
関東 横浜
関東 横浜神奈川 ～2013.6.7
関東 港北 ～2013.5.31
関東 青葉
関東 都築 ～2013.5.25
関東 横浜緑 ～2012.9.30
関東 神奈川・緑 2012.10.1～2013.3.-
関東 座間
関東 相模原橋本 ～2012.9.30
関東 神奈川・橋本 2012.10.1～2013.6.7
関東 鶴見 ～2013.7.12
関東 横浜港 ～2013.9.20
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管内 郵便局 備考
関東 横浜南
関東 横浜金沢
関東 横須賀
関東 久里浜
関東 保土ヶ谷
関東 厚木
関東 厚木北 ～2013.8.3
関東 海老名
関東 横浜泉 ～2013.7.20
関東 大船
関東 小田原
関東 平塚 ～2013.7.27
関東 泰野
東京 丸の内 ～2008.5.6
東京 神田
東京 日本橋
東京 銀座
東京 晴海 2010.3.23～
東京 麻布 ～2010.5.5
東京 赤坂
東京 高輪
東京 東京・上野
東京 浅草
東京 小石川
東京 本郷
東京 王子
東京 荒川
東京 足立
東京 足立北
東京 足立南
東京 葛飾
東京 葛飾新宿 ～2010.8.-
東京 本所
東京 向島
東京 江戸川
東京 小岩
東京 新東京
東京 品川
東京 荏原
東京 大森
東京 蒲田
東京 千鳥
東京 渋谷
東京 目黒
東京 世田谷
東京 東京　千歳 ～2012.9.30
東京 東京・千歳 2012.10.1～
東京 成城
東京 玉川
東京 東京・落合 ～2013.7.27

管内 郵便局 備考
東京 牛込
東京 新宿
東京 中野
東京 中野北 ～2013.2.18
東京 杉並 ～2013.7.27
東京 荻窪 ～2013.8.3
東京 杉並南 ～2013.5.-
東京 新宿北 ～2013.5.4
東京 豊島
東京 板橋北
東京 板橋西 ～2013.7.28
東京 練馬
東京 石神井
東京 光ヶ丘
東京 武蔵野
東京 三鷹
東京 調布
東京 西東京 ～2013.2.-
東京 武蔵府中
東京 小金井 ～2013.8.24
東京 国分寺
東京 小平
東京 立川
東京 日野
東京 八王子 ～2013.6.-
東京 八王子南
東京 八王子西 ～2013.5.18
東京 町田
東京 多摩
東京 武蔵村山
甲信越 甲府
甲信越 長野
甲信越 長野中央 (使用していない事を確認)
甲信越 長野東
甲信越 上田 ～2013.6.20
甲信越 松本 ～2009.12.-
甲信越 長岡
甲信越 新潟
北陸 高岡
北陸 富山南
北陸 富山西
北陸 新金沢 ～2013.8.16
北陸 福井南 ～2009.秋頃
東海 沼津
東海 三島
東海 吉原
東海 静岡
東海 静岡南
東海 清水
東海 浜松西
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管内 郵便局 備考
東海 浜松東 ～2010.11.-
東海 豊橋南
東海 岡崎
東海 名古屋 ～2012.9.30
東海 名古屋中央 2012.10.1～
東海 中村
東海 中川
東海 熱田
東海 名古屋南 ～2013.6.中旬
東海 名古屋緑
東海 名古屋東 ～2010.10.-
東海 名古屋北
東海 千種
東海 名東
東海 名古屋港 ～2009.10.20
東海 昭和
東海 愛知・瑞穂
東海 天白
東海 名古屋神宮
東海 豊田 ～2013.5.31
東海 小牧 ～2013.6.19
東海 春日井
東海 岐阜 ～2012.9.30
東海 岐阜中央 2012.10.1～
東海 岐阜北
東海 四日市 ～2010.9.6
東海 四日市西
東海 津 ～2012.9.30
東海 津　中央 2012.10.1～
東海 伊勢 ～2013.6.19
近畿 大津
近畿 彦根
近畿 草津
近畿 京都 ～2012.9.30
近畿 京都中央 2012.10.1～
近畿 西陣
近畿 京都北
近畿 中京
近畿 東山
近畿 左京
近畿 山科
近畿 宇治
近畿 伏見
近畿 右京
近畿 京都西
近畿 向日町
近畿 大阪 ～2012.9.30
近畿 大阪北 2012.10.1～
近畿 淀川
近畿 東淀川

管内 郵便局 備考
近畿 大阪城東
近畿 東成
近畿 大阪東
近畿 大阪南
近畿 天王寺
近畿 生野
近畿 阿倍野
近畿 東住吉
近畿 平野
近畿 大阪西
近畿 大正
近畿 大阪港
近畿 大阪福島
近畿 西淀川
近畿 浪速
近畿 西成
近畿 住吉
近畿 住之江
近畿 豊中
近畿 豊中南
近畿 箕面 ～2010.10.-
近畿 吹田
近畿 吹田千里
近畿 茨木 ～2010.10.-
近畿 高槻
近畿 高槻北
近畿 守口
近畿 門真
近畿 寝屋川
近畿 枚方 ～2010.10.-
近畿 枚方北
近畿 布施
近畿 大阪・河内
近畿 枚岡
近畿 松原 ～2010.10.-
近畿 八尾
近畿 藤井寺
近畿 富田林
近畿 堺
近畿 泉北
近畿 鳳
近畿 岸和田 ～2010.10.-
近畿 堺中
近畿 奈良
近畿 大和高田
近畿 和歌山
近畿 神戸 ～2012.9.30
近畿 神戸中央 2012.10.1～
近畿 兵庫
近畿 長田
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管内 郵便局 備考
近畿 垂水
近畿 芦屋
近畿 尼崎
近畿 尼崎北
近畿 西宮 ～2013.9.27
近畿 西宮東
近畿 伊丹
近畿 宝塚
近畿 姫路
近畿 姫路南
近畿 明石 ～2012.9.上旬
近畿 明石西
中国 鳥取
中国 米子 ～2013.10.7
中国 松江
中国 岡山 ～2012.9.30
中国 岡山中央 2012.10.1～
中国 岡山東 ～2010.10.-
中国 倉敷 ～2010.9.下旬
中国 福山
中国 福山東
中国 尾道 ～2010.6.下旬
中国 広島 ～2012.9.30
中国 広島中央 2012.10.1～
中国 安佐南
中国 広島東
中国 広島西
中国 宇品 ～2013.6.8
中国 呉 ～2012.7.24
中国 岩国
中国 徳山
中国 防府 ～2010.9.-
中国 下関
中国 宇部
四国 高松南 ～2013.6.12
四国 徳島
四国 高知東
九州 北九州 ～2012.9.30
九州 北九州中央 2012.10.1～
九州 八幡西
九州 八幡南
九州 新福岡
九州 筑紫 ～2013.10.25
九州 博多 ～2012.9.30
九州 博多北 2012.10.1～
九州 城南
九州 福岡南
九州 飯塚
九州 武雄 ～2012.9.29
九州 久留米東

管内 郵便局 備考
九州 佐賀北
九州 長崎
九州 長崎北
九州 佐世保
九州 熊本 ～2010.1.-
九州 熊本東
九州 熊本北
九州 大分 ～2012.9.30
九州 大分中央 2012.10.1～2013.8.中
九州 大分東
九州 宮崎 ～2012.9.30
九州 宮崎中央 2012.10.1～
九州 延岡 ～2010.10.-
九州 都城 ～2012.9.24
九州 鹿児島 ～2012.9.30
九州 鹿児島中央 2012.10.1～
九州 鹿児島東
沖縄 那覇 ～2012.9.30
沖縄 那覇中央 2012.10.1～2013.9.7
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印刷すれば和欧文機械印の貼込帳になる、藤田氏
のコレクションを付録に収録しました。
ボストークリーフ（三穴）サイズ、全１８ページ。
リーフのサイズがA4ではなく、レターサイズ
（11 : 8.5）になりますので、その点だけご留意く
ださい。



額面70円記念切手を集める
まえがき－70円記念切手の発売
昭和54年頃から一つのテーマを題材にした○○シ
リーズ記念切手が相次いで発行され始めた。この
シリーズ記念切手の発行がピークに達していた
頃、昭和が終わり平成に改元された（平成元年・
1989年）。

郵便料金に消費税が加算されることが決まり、国
内郵便料金が平成元（1989）年4月1日に改正さ
れ た 。 外 国 郵 便 料 金 の 方 は 前 年 の 昭 和
63（1988）年4月1日に改正されていた。そして
国内及び外国郵便料金は平成6（1994）年1月24
日改正までの約4年10ヶ月間及び5年10ヶ月間続
いた。

外国郵便料金は消費税対応の料金ではなかった
が、国内郵便料金では消費税が加算された端数料
金となり、端数額面の記念切手が発行された。こ
の国内郵便料金期間中に主題の額面70円記念切手
が6種類発行された。

額面70円記念切手が発行された記念目的を見てみ
ると、なぜ70円記念切手なのか疑問が出てくる発
行記念行事もあるが、それはともかく、主題の6
種類の記念切手を、同時期の多くの記念切手の中
から選出してサイド・コレクションとして集めて
みたらどうだろうかと考えて実践してみた。

以下、各70円切手を発行順に沿って郵便エンアイ
アで収集した結果を開示してみたい。

1 郵便日付印
主題の70円記念切手を各図案ごとに展開するが、
そのためにはまずそれらが使用された郵便日付印
と国内・外国郵便料金とを明確しておかなければ
ならない。

主題の記念切手が使用された時期の以下の日付印
については、『郵便消印百科事典』（株式会社鳴
美、2007年の該当ページを参照いただきたい。
注1）

（1）丸型印
櫛型印に代って昭和61年4月1日から使用開始さ
れた日付印で、平成元年以降ではほとんどの局で
使用された。平成3（1991）年4月20日から印色
が錆桔梗色に一斉に
改められた。

（2）櫛型印
丸型印に切替えられ
たので、平成時代の
櫛型印使用局を探す
のは難しい。主題の
記念切手に限定する
なら、使用局の入手
は考えなくてもよい
だろう。図1は平成
5年6月引受の麹町
局の例である。

（3）ナンバーリング（文字輪式）和文印(注1)
「東京及び関東郵政局管内の特定無集配局10局
でナンバーリング（文字輪式）和文印が使用され
た。配備されたのは平成3年6月1日で、使用期間
は3ヶ月間の予定であったが、平成5年7月に回収
指示があるまで試用
局のほとんどで試用
された」。

主題の記念切手に限
定すると未入手。あ
まり見かけない消印
の一つであるから消
印部を開示する（図
2）。

（4）和文機械印
従来通りの縦波・唐草印で使用されていたが、平
成2（1990）年10月1日から横波・唐草なしのタ
イプに改正使用されることになった。インクは黒
色であった。平成3（1991）年4月20日から印色
が錆桔梗色に改められてた。標語部は省かれてい
る。
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行徳国宏
サイド・コレク
ションの薦め(1)

図1

図2



されて配給されていた。欧文ローラー印使用局を
増やすに際し、年号を更植式にすることが検討さ
れ、昭和63（1988）年5月1日から試験的に更植
式の欧文ローラー印が59局で使用された」。

斜線型欧文ローラー印が、郵便番号入りで平成
2（1990）年11月30日から一部の局で、また郵
便番号なしタイプが平成3（1991）年1月1日か
ら順次使用されることになった」。

「直線型から斜線型への移行は、集配特定局は平
成3（1991）年1月1日から、無集配特定局は平
成4（1992）年2月3日からだが、それ以降も多
くの局に直線型が配備されている」。

2 国内・外国郵便料金
国内及び外国宛航空・船便料金は以下の通り。

国内郵便料金（平成元（1989）年4月1日改正）

外国郵便・航空（昭和63(1988)年4月1日改正）

〃・船便 括弧内はアジアオセアニア郵便連合加盟国宛料金

（5）和欧文機械印
平成2（1990）年10月1日から横波型に改められ
た。平成3（1991）年4月20日から印色が錆桔梗
色に改められた。

（6）和文／斜線型ローラー印
年号更植式の和文ローラー印が昭和56年1月から
全国的に配備された。

「平成2（1990）年10月1日から全国の普通局
1291局に斜線型ローラー印が配備された。大き
な局でも配給数は1本だったので、従来の縦型形
式のローラー印を平成3年4月以降も使用した」局
か散見されている。斜線型ローラー印の印色は当
初黒色であったが、平成3（1991）年4月20日か
ら錆桔梗色に改色された。
図3は作
成された
ものを承
知で入手
したもの
で、錆結
梗色の初
日便であ
る。

（7）欧文日付印
「昭和61（1986）年10月1日から従来の欧文三
日月印に代って丸型欧文印が全国の1893局で使
用開始された。国際郵便を取扱う特定無集配局で
使用するためそのD欄部に局の
郵便番号を入れた三日月印が交
付されていた途中に丸型欧文印
が採用されたため、両欧文印が
併用されることになった」。配
備局によって郵便番号3ケタと
5ケタが存在している。収集経
験から言えば後者の方が少ない
ように思えるがどうだろうか
（図4）。

（8）欧文ローラー印
「従来の欧文ローラー印（直線型）は年号の更植
ができないタイプであり、毎年新しいものが彫刻
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定形 25g 62 速達 210
50g 72 書留 360

定形外 50g 120 簡易書留 250
100g 175
250g 250

地帯 第1 第2 第3
書状 10gまで 80 100 120

以上10gごと 60 70 100
葉書 770均一一
航空書簡 880均一一
印刷物 20gまで 70 80 90

以上20gごと 30 40 50

書状 20gまで 80(70)
50gまで 160(120)

葉書 60(50)
第3種印刷物 50g 60(50)

100g 80(70)
250g 130

その他印刷物 20g 70
50g 100
100g 130

図3

図4



(5) “ものは考えよう”＝“集めよう”
では本題の記念切手6種を一纏めにして、どのよ
うに整理したらよいだろうか。

まず各図案切手ごと3リーフ構成を目標にしてみ
たい。各図案切手によってはエンタイアが集まり
にくいものがあろうから、2リーフ構成と3リーフ
構成にして合計16リーフに納まるようにする。こ
うすれば1フレーム展に出品する作品が作れる。

そして最終的には各図案切手ごともう1リーフず
つ増やして合計4リーフに納まるようにしておき
たい。

3 70円記念切手の集め方（筆者流〉
乱発の記念及びシリーズ記念切手の筆者流収集方
法を以下のように提案してみたい。

(1)郵趣便を集める
最初から非郵趣便、一般商用・私用便を対象にし
なければ面白味がないとすると、いくら現行もの
とはいえ、すぐに行き詰まり、収集が進展しな
い。読者諸兄宛の郵便物中に主題の記念切手貼り
の郵便物はあるはずで、まずはこの自分宛のもの
を揃えることから始められたい。その上で、非郵
趣便、一般商用が手に入ったら差し替えればよ
い。指し向き、所属する郵趣会の例会展示や交流
会の展示リーフに、また個人的な収集まとめにし
ておけばよいと思う。

(2)混貼・複数貼使用を集める
6種類のうちどの図案の切手でも1枚貼使用例は外
国郵便航空葉書となるが、それを除くと、国内・
外国郵便とも混貼となってしまう。国内郵便では
端数料金、重量料金用として定形外や特殊郵便
に、他方、外国郵便では航空郵便、船便別及び各
種の郵便への混貼使用、料金加貼使用が当たり前
に存在しているので、どのような使われ方がされ
ていようとも、混貼使用例を当たり前の収集対象
にしなければならない。

(3)発行1年以内の使用例を集める
乱発記念切手としてだらだらと、在庫処理的に使
用されているので、使用時期を設定して収集内容
を少しでも高めておきたい。そのためには、収集
対象を基本的には発行から1年以内の使用例に限
定したい。

(4)1枚貼使用は外国郵便にあり
郵便料金表を見てみるとお分かりのように、外国
郵便に1枚貼使用例が存在する。最も多く集まる
のは航空葉書である。全6種中最初の記念切手に
のみ航空葉書使用例が手に入っていないが、他は
完集済みである紙面の都合もあるので、重ねて掲
載する（図5群） 。
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郵便使用の基本パターンになる。他には定形外郵
便への混貼使用、速達郵便料金210円への3枚加
貼も考えられる。一番集めやすいのは、通常及び
現金書留郵便であろう。

図6は同記念の2額
面切手が2枚貼さ
れ、差額料金をメー
タースタンプで納め
た、ご覧の通りの現
金書留・速達扱いの
郵趣便である。同時
代の通常切手貼なら
いくらでも集まる
が、70円記念切手
貼となると、見つけ
るまでに苦労するの
も、現行記念切手の
特徴であろうか。

外国郵便使用から2通を示す。図7は第2地帯アメ
リカ宛航空
書状100円
料金に使用
されたもの
で、里帰り
しているか
ら多く見か
ける。

図8は第1地帯台湾宛航空害状80円料金への加貼
使用。地帯別で揃ったが、出来れば航空印刷物や
船便使用による郵便の種類別で揃えたいところで
ある。

まず、使用済リーフの作成・構成を考えてみる
が、主題の記念切手に押印された日付印は上述し
た通りで、実際集まるのは丸型印、和文機械印、
和欧文機械印、斜線型ローラー印及び欧文丸型印
の5種類であるが、欧文丸型印はかなり手強い。

それでも消印のバラエティを増やそうとするも、
切手の印面が大きいとはいえ、使用済切手だけを
リーフに貼付するとスペースが空きすぎる。そこ
で、所蔵中の自称“目玉エンタイア”を使用済切手
と一緒にして第1リーフ目に整理してみたらどう
だろうか。

目玉となるエンタイアのサイズが大きくて使用済
切手との同居がしにくい場合もあろう。その時の
こと及び使用済リーフのスペースを考えて、各第1
リーフ目には各図案ごとの葉書使用エンタイア
（国内、外信使用）を共通して入れてみたらどう
だろうか。これなら各リーフの納まりがよさそう
である。

第1リーフ目：使用済と葉書使用エンタイア
第2リーフ目：国内郵便使用（1通又は2通並列〉
第3リーフ目：外国郵便使用（1通又は2通並列〉

4 各論
紙面の都合もあるので、以下6種類の70円記念切
手の使用例をそれぞれ国内郵便使用1通、外国郵
便使用2通掲載する。国内郵便使用では70円+2円
定形重量便は現物掲載を極力省略し、出来るだけ
特殊取扱郵便使用を選び、他方外国郵便使用では
同一の郵便の種類にならないよう、種別を選別す
ることにした。

(1)ユーロバリア日本祭記念
（70円阿国歌舞伎図〉
（平成元（1989）年9月18日発行）
新国内及び外国郵便料金に沿って使用された本記
念切手のエンタイアから本文を始める。

初めて発行された70円記念切手として特に思い入
れをお持ちの方がおありかもしれない。定形重量
便への70円＋2円切手に主題の記念切手貼は国内
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図6 出雲　2. 3. 8.

図7 YOKOHAMASHUCHU 26.VII.90.

図8 SUGINAMIMINAMI 19.XII.89.



(3)第2回郵便切手デザインコンクール
（70円世界平和〉
（平成3（1991）年5月31日発行）
前年に最初のデザインコンクール切手が発行され
た時には、当局はその後同じコンクール切手が発
行されることは予想していなかったようである。

平成3年になって、2回目のコンクール切手4種が
発行されることになった。6種・図案の70円記念
切手が毎年発行された中で、100円切手が発行さ
れたのは唯一の例で
あった。100円切手
の方は速達や書留郵
便への混貼使用も、
また高額料金に達す
る外国郵便への混貼
使用も狙い目にして
いる。

図12は速達郵便272
円（ 210円十62円）
に100円切手2枚貼さ
れた上、同一記念の
70円も貼付されてい
るので、70円切手の
方の使用例に含めて
いる。従来型ローラ
ー印に錆桔梗色が使
用されている。

外国郵便使用から2例、図13は第3地帯宛航空2
倍重量20g（120円＋100円）の書留使用（350
円）である。外国郵便には消費税分が加算されて
いないので350円であった。合計570円の70円分
に当該切手が使用されている。この記念切手の図
案は複雑で、濃い刷色であり、相棒の500円切手

(2)切手デザインコンクール
（70円コミュニケーション）
（平成2（1990）年6月1日発行）
62円と合せて2種頭発行の内の1種・額面切手で
ある。

収集してきた過程で言えることであるが、この70
円記念切手以降、主題の記念切手の国内郵便使用
が多くみられるようになっている。主題の70円＋
2円切手貼の定形重量便
は筆者のところにも何通
も届いているが、定形外
への加貼使用がさらに増
えないでいる。

図9は現金書留郵便422
円（ 360円＋62円）に
6枚貼されている・端数
の付かない額面切手で
あったから、計算しや
すい切手であったと言
える。

外国郵便使用では、第1地帯宛航空書状80円料金
に70円＋10円切手貼、その2倍重量料金140円に
通常切手70円と組合わせ使用されたもの、第2地
帯宛航空害状100円料金に70円十30円切手貼、
その2倍重量20g170円料金に100円＋70円切手
貼が見られる。

図10は第3地帯宛
航空書状20gまで
220円料金に3枚
貼されたものであ
る。

図11は第2地帯宛航空印刷物料金20gまで80円料
金に主題の70円切手が加貼使用されている。

航空地帯別、
郵便の種別で
2通を開示し
た。
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図9 和歌山新中通2.7. 9.

図10 SAGAMIHARA 6.VI.90.

図11 SETAGAYA 28.VII.90.

図12 牧の原団地内　3.6.7.

図13 （?）　17.VI.91



外国郵便は掲載の2通しか集まっていない。図15
は第1地帯シンガポール宛航空書状80円料金に使
用された例である。

図16は第2地帯宛航空書状3倍重量便（100円＋
70円× 2倍）の増料金分に70円切手が2枚貼され
たものである。東京中央郵便局郵趣窓口から差出
されている。この局の窓口から差出されたもの
が、最近里帰りしたようで、何通も見かけた。そ
の中から記念切手貼のものを選んで購入したが、
図16はその中の1通である。

現行の外国郵便使用例は最近多く里帰りしてい
て、都内で毎月開催されている『切手市場』のブ
ースでよく見かけるようになった。通常切手使用
のものはありふれた額面切手貼付の一般使用が多
い。記念切手貼のものは概して敬遠されており、
記念切手大好きの筆者にとっては、ライバル無し
の独壇場を満喫している。

サイドコレクションとして収集を楽しむには、コ
イン1枚で買えるのは有り難い。

も濃い刷色であり、欧文印の印色が錆結梗色のた
め、局名が判読出来ないでいる。

図14は第2地帯ヨロッパ宛SAL印刷物郵便で、重
量600まで560円料金に70円切手が8枚貼されて
いる。D欄に郵便番号336が入った埼玉県庁内局
の引受けである。

(4)第3回郵便切手デザインコンクール
（70円クリスマスの男）
（平成4（1992）年10月9日発行）
この一連の図案シリーズ切手は収集家にとって使
用面から見た場合、消印が切手上に映りにくいた
め、集めたくない切手の一つになったと思う。そ
れでも国内郵便、外国郵便使用とも何通か集まっ
ているが、日付の読めるものがやはり少ない。

国内郵便使用では、これまで掲載したような特殊
取扱い郵便使用が手に入っていない。70円＋1円
切手2枚貼はあるが、自分宛である（掲載省
略）。
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図14 KENCHO／336 3.VI.91.

図15 TENRI 11.XI.92.

図16 TOKYO 1.IV.93.



図18の外国郵便は図16と同じ差出人から差出さ
れてもので、第3地帯東ドイツ宛航空害状2倍重量
20g（120円＋ 100円）の書留郵便350円、合計
料金570円である。ご覧の通りの混貼使用である
が、主題の70円記念切手が使用されている。

これまで外国郵便への1枚貼では、航空葉書以外
は開示できなかったが、図19は第1地帯マレーシ
ア宛航空印刷物20gまで70円のものである。

通常切手（春日山シカ図案）70円の同使用例は
たくさん里帰りしているが、主題の70記念切手貼
を見かける機会は少ない。残念ながら、発行から
3年以上経過した後の使用例であり、収集範略に
は含めにくいが、ともかくコレクションに入れて
おいて、後日使用期間内のものが手に入れば、差
し替えればよい。現行物だから見つかると思って
いる。そんな気持ちでコレクションを進めてい
る。

(5)皇太子（徳仁）御成婚記念
（70円鴛鷺、クチナシ）
（平成5（1993）年6月8日発行）
御成婚を記念して62円切手ペア2種と70円切手1
種が発行された。明るい印色のため消印の写りが
とてもよい。記念切手中の記念切手として郵趣家
以外に多くの方々が使用している。

国内郵便使用の中で全6種の70円記念切手に共通
して、最も希少な使われ方がされたものは、郵趣
家便を除くと見つからない。むしろ郵趣家便でな
いと集まらないものがある。

その例は70円記念切手3枚貼で、速達料金210円
に該当しているものである。70円記念切手3枚を
意識して貼付しない限り、速達郵便使用はとうて
い考えられない。即売会や交換会で郵趣家便を積
極的に入手することが、“サイドコレクション造
り”の秘訣であり、アイディアである。今は郵趣家
便としてコインで、しかも切手の貼付額面程度か
それ以下で買
え る の で あ
る。郵趣家便
への賛歌をあ
まり強調する
とライバルが
増えるかもし
れないので、
この位にして
おきたい。安
価な分野でサ
イドコレクシ
ョンを楽しむ
ためには、本
当は開示した
くないアイデ
ィアなのであ
る。

さて、その70
円記念切手の
速達郵便への
3枚貼使用が
図17である。
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図17 小石川 5. 7.24.

図18 TOKYO 24.VI.93.

図19 KONOSU 6.I.97.



のある図案を選択してサイドコレクションとして
位置付ければ、退屈しないで遊べる。頭の体操に
もなる。

(6)世界人権宣言45年記念
（70円自由の獲得）
（平成5（1993）年12月10日発行）
2額面の内の1額面切手として発行された。

平成6（1994）年1月24日に料金改正されるまで
の44日間での国内及び外国郵便使用例を見つける
という、料金改正前発行切手の料金改正までの短
期間使用例がこの切手にあることになる。この短
期間使用例を見つけるのは、消費税対応料金であ
った国内郵便になろう。そこで、本図案切手の場
合、国内郵便使用2
例と外国郵便から1
例 を 取 上げてみ
る。

図20は官製葉書に
70円記念切手3枚
を貼付した速達郵
便で、筆者の父に
宛てたもの。この
時になって裏面通
信文を見て、当時
の実家の事情を懐
かしく思い出した
次第である。

図21は書留配達証明を速達扱いにしたもので、6
年1月24日の料金改正後に差出されたものであ
る。料金内訳は書状80円、書留420円、配達証明
300円に速達料金270円を加えた1,070円で、そ
の70円分に当該切手が貼付されている。

外国郵便では第3地帯ブラジル宛航空書状20gま
で220円料金に対して当該切手の3枚貼である。
書留と思われるラベルが貼付されている（図
22）。宛先地での何かのラベルであろう。

平成時代になっても相変わらず記念切手の乱発発
行が続いている。その記念切手の収集について行
くだけでも大変なことである。そんな記念切手の
乱発の中で、専門収集以外の分野を開拓して何か
の収集を続けるためには、特定の記念行事や関心
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図21 山形万世 6.2.18.

図22 OKU 24.XII. 93.

図20 鴻巣 6.1.8.



9/18 JR東海 リニアのルート発表

ＪＲ東海は、きょう（18日）、2027年の開業を
目指す東京（品川）＝名古屋間のリニア中央新幹
線の詳細な走行ルートや中間駅の位置を公表しま
した。というわけで、きょうはこの切手です。

これは、1987年４月１日、ＪＲ発足にあわせて
発行された“新鉄道事業体制発足”の記念切手のう
ち、“近未来の乗り物”としてリニアモーターカー
を描いた１枚です。

リニアモーターカーは、車両に電磁石を備え、軌
道側にも電磁石や鉄板などの設備を並べることに
よって、それらの間の反発力と吸引力により進む
仕組みになっています。

1934年にドイツのヘルマン・ケンペルが磁気浮
上鉄道の基本特許を取得し、1960年代以降、各
国で本格的な研究が始まりました。わが国でも、
1963年から鉄道総合技術研究所を中心に研究が
始まり、1972年に国鉄が日本の鉄道100年を記
念して超伝導リニアであるML100の試験走行を
公開しています。

今回ご紹介の切手に取り上げられているのは、当
時、宮崎浮上式鉄道実験センターで製作中だった
M L U 0 0 2型（M Lは磁気浮上を意味する
magnetic Levitationの略、Uは線路に相当する
ガイドウェイの断面がU字型であることを、002
は実用型実験車の２号機を意味する）の完成予想
図です。この形式の車両は、1987年に１両だけ
試作されたもので、両端を流線形状とし、客室ス

ペースも広く取り入れ44人分の座席（実用時には
連結して70－80人乗りとなることを想定）を確
保していました。国鉄時代最後の実験車として貴
重な存在でしたが、1991年10月、実験走行中に
補助車輪のゴムタイヤがパンクし車輪がロックし
たまま走行し、車輪と軌道との摩擦で発火。焼失
してしまったため、現在は残っていません。

なお、今回ご紹介の切手を含む昭和末期の記念特
殊切手については、拙著『昭和終焉の時代』でも
詳しく解説しておりますので、機会がありました
ら、ぜひご覧いただけると幸いです。

2013-09-18投稿「リニア新幹線のルート発表」

内藤陽介の
切手で語る時事ニュース

内藤陽介の切手で語る時事ニュース

郵便学者である内藤氏がほぼ毎日更新している
ブログ http://yosukenaito.blog40.fc2.com/
より、興味深い話題をピックアップし、御紹介
するコーナーです。 

新聞で報じられた記事の理解にあたり、過去に
発行された切手やカバーの解釈を伴うと、より
深く理解する事ができます。特に国際的な記事
については、内藤氏の絶妙な郵趣マテリアルの
選択と、背景にある深い見識の披露により、生
半可な解説記事よりも深く理解する事ができる
と思います。

最新の記事をご覧になりたい方はあわせて内藤
氏のブログをご覧下さい。
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米政府17年ぶりの予算不成立

米国で新年度暫定予算が期限までに成立しなかっ
たために連邦政府の機関が一部閉鎖されている問
題で、ニューヨーク、アリゾナ、コロラド、ユ
タ、サウスダコタの各州政府が世界的に有名な観
光地の当面の運営費を負担することが決まり、自
由の女神やグランドキャニオン、ラシュモア山、
ロッキーマウンテン国立公園などの閉鎖が解除さ
れることになりました。というわけで、きょうは
自由の女神がらみでこんなモノを持ってきまし
た。（画像はクリックで拡大されます）

これは、第一次大戦中にフランスで作られた軍事
郵便用の葉書で、「自由と正義のための団結」と
の文字が書かれた地球と自由の女神像のイラスト
が描かれています。

米国の象徴ともいえるニューヨークの自由の女神
像は、米国の独立100周年を記念してフランスか
ら寄贈され、1886年に完成しました。その返礼
として、パリ在住の米国人がフランス革命100周
年を記念してニューヨークの像のレプリカを寄贈
し、セーヌ川のグルネル橋のたもとに設置しまし
た。こちらの除幕式は1989年に行われました。
なお、ニューヨークの女神像の準備作業のために
作られた像は、1900年にパリのリュクサンブー
ル博物館に寄贈され、1906年にリュクサンブー
ル公園内に設置されています。

このように、自由の女神像はフランスと米国の友
好を象徴するものとして、両国がドイツを筆頭と
する中央同盟諸国を共通の敵として戦った第一次
大戦の軍事郵便はがきのデザインに取り上げられ

ました。ちなみに、葉書の周囲には、同盟諸国と
して、フランス語のアルファベット順に、ベルギ
ー、中国、米国、フランス、英国、イタリア、日
本、リベリア、モンテネグロ、ポルトガル、ルー
マニア、ロシア、セルビア、シャム（タイ）の国
名が列挙されています。

このうち、米国の参戦は1917年４月６日です
が、それ以降、同年７月22日にはタイが、翌８
月４日にはリベリアが、同月14日には中国が参
戦し、葉書にあげられた国が出そろいました。と
ころが、ロシアは、1917年３月に帝政が崩壊し
た後、11月に発足したボリシェヴィキ政府が翌
1918年３月に単独講和に応じて戦線から離脱し
ています。したがって、この葉書が制作されたの
は、1917年秋のことと考えるのが妥当でしょ
う。

そういえば、来年（2014年）は第一次世界大戦
勃発から100周年ですな。この機会を逃さず、
「切手でたどる第一次大戦」といった類の仕事が
できないか、いまから準備しておかないといけま
せんな。

2013-10-13 投稿「自由の女神、閉鎖解除」

内藤陽介の
切手で語る時事ニュース

The Philatelist Magazine Vol.1 Page.47 [ Dec. 15th, 2013 ]



10/13 漫画家やなせたかし氏逝去

「アンパンマン」などで知られる漫画家のやなせ
たかしさん（以下、敬称略）が、おととい（13
日）、心不全のため亡くなっていたことがわかり
ました。享年94。という訳で、きょうはこの切手
です。

これは、1993年の“ふみの日”の62円切手で、図
案の「飛べ手紙」はやなせが原画を担当していま
す。この切手には小型シートもあるのですが、シ
ートの余白には永田萌のデザインによる（当時
の）郵便イメージキャラクターも入っているの
で、今回は、純粋に梁瀬の作品ということで単片
切手をご紹介しました。

やなせは、1919年、東京府北豊島郡滝野川町字
西ヶ原生まれ。幼少時に新聞社の特派員であった
父親がアモイで亡くなったため、母や弟とともに
高知市で暮らしました。高知県立高知城東中学校
（現・高知県立高知追手前高等学校）卒業後、上
京して東京高等工芸学校図案科（現・千葉大学工
学部デザイン学科）で学び、田辺製薬（現・田辺
三菱製薬）宣伝部に就職。1941年に応召して中
国で従軍し、中国人向けの伝単制作などを担当し
ました。

復員後は、高知新聞記者を経て、1947年に上
京。三越宣伝部のグラフィックデザイナーにな
り、包装紙のレタリング文字を手がけるかたわ
ら、副業で漫画家をしていましたが、1953年、
専業漫画家として独立しました。

その後は、舞台装置の製作や放送作家、作詞家、
詩人など幅広く活動し、いずみたく作曲の『手の
ひらを太陽に』の作詞で有名になりました。代表
作のアンパンマンは、1973年に子供向け絵本
『あんぱんまん』として発表されたのが最初で
（ただし、普通の人間が空腹の人にアンパンを届
けるという“アンパンマン”は、雑誌「PHP」
1969年10月号に掲載されています）、1988年
10月、テレビアニメの放送が開始され、一躍、
国民的な人気作品となりました。

ちなみに、切手が発行された1993年は、長年連
れ添った暢夫人が亡くなった年で、虹に乗って飛
んでいく手紙というモチーフには、天国の夫人に
も自分の気持ちが届いてほしいという意図が込め
られていたのかもしれませんね。謹んでご冥福を
お祈りします。

2013-10-15 投稿「やなせたかしの切手」

内藤陽介の
切手で語る時事ニュース
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10/31 山本議員 天皇陛下へ直訴事件

おととい（31日）行われた秋の園遊会で、参議院
議員の山本太郎が陛下に直接手紙を手渡すとい
う“直訴”事件があり、多くの国民から批判を浴び
ています。というわけで、きょうは、こんなモノ
を持ってきました。

これは、1985年８月、オーストリアからタイの
ラーマ９世国王陛下宛に差し出された葉書です。
内容は、不敬罪で逮捕されたタイ人の釈放を求め
る嘆願書で、当時、アムネスティの呼びかけで同
種のものが世界各国から差し出されています。タ
イでは、現在でも王室に対する不敬罪が残ってい
ますが、この葉書が差し出された1985年当時、
タイは軍事政権下にありましたので、政権批判を
展開した人物が“不敬罪”で逮捕されることもあっ
たようで、アムネスティもそのことを問題視した
のでしょう。外国の例ではありますが、“陛下”と
呼ばれるお立場の方に、直接、その国の政府に対
する批判的な意見を伝えるために差し出された“手
紙”ということで、ご紹介しました。

さて、この葉書では、宛先の住所は、エメラルド
寺院（ワット・プラケオ）のある“王宮”宛になっ
ていますが、この“王宮”は、現在では、儀式など
では使われるものの、実際に陛下が住んでおられ
るわけではありません。このことは、“王宮”が連
日観光客でにぎわっており、王宮前広場では深夜
に及ぶロックコンサートもしばしば行われている
ことを考えると、容易に想像つくことと思われま
す。

それでは、陛下の実際の御座所はどこにあるのか
というと、チャオプラヤー川沿いの“王宮”から3
キロほど北東にあるドゥシット地区のチットラダ
ー宮殿（1913年建設）です。この葉書も、おそ
らく、そちらへ転送されたのでしょうが、“直
訴”するなら、きちんと調べてから送ればいいの
に、とついつい思ってしまいます。

さて、今回の件に関して、山本は「園遊会のルー
ルを知らなかった」という趣旨の釈明をしている
ようですが、請願法の第３条には「請願書は、請
願の事項を所管する官公署にこれを提出しなけれ
ばならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれ
を提出しなければならない。」との規定がありま
すので、今回ご紹介の葉書の差出人同様、宛先を
きちんと調べていなかった頓珍漢な行動というし
かありませんな。（まぁ、そういう人だからこ
そ、“直訴”なんかするんでしょうが）

なお、タイの王宮（旧王宮・ドゥシット地区と
も）については、拙著『タイ三都周郵記』でもい
ろいろとご説明しておりますので、機会がありま
したら、ぜひご覧いただけると幸いです。

2013-11-02 投稿「“直訴”の葉書」

内藤陽介の
切手で語る時事ニュース
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11/15 ケネディ駐日大使着任

1963年11月22日に当時の米国大統領、ジョン．
Ｆ．ケネディ（以下、ＪＦＫ）が暗殺されてか
ら、今日でちょうど50年です。という訳で、こん
なモノを持ってきました。

これは、ＪＦＫの葬儀参列者に対して、未亡人の
ジャクリーン・ケネディの名義で送られた礼状で
す。右の画像のカードを左の画像の封筒に入れて
送ったわけですが、右上に彼女の署名の印刷があ
ります。米国では、大統領経験者やその夫人（未
亡人を含む）には郵便物を無料で送ることができ
る特権が与えられているため、そうした特権を示
すため、彼らの差し出す郵便物には、こうしたサ
イン（の印刷）が封筒に表示されます。ちなみ
に、今回ご紹介のカバーには、右のようなＪＦＫ
の遺影（裏側には彼の略歴が記されています）も
同封されていました。

なお、先日のキャロライン・ケネディ（ＪＦＫの
長女）の駐日大使着任に加え、今日の没後50年
で、あらためてケネディ家のことがいろいろと話
題になっています。ケネディ家については、ＪＦ
Ｋの父であるジョゼフと、弟のロバートを軸に、
拙著『大統領になり損なった男たち』でもまとめ
ておりますので、機会がありましたら、ぜひご覧
いただけると幸いです。

2013-11-22 投稿「JFK暗殺50年」

内藤陽介の
切手で語る時事ニュース
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12/25 奄美群島の日本復帰60年

終戦後、米軍統治下にあった鹿児島県の奄美群島
が1953年12月25日に祖国復帰を果たしてから、
今年で60年になるのを前に、きのう（９日）、奄
美市で記念式典が行われました。という訳で、き
ょうはこの切手です。

これは、1947年12月１日、米軍政下の奄美群島
で発行された丸検加刷の切手です。

日本敗戦後の1946年１月29日、ＧＨＱは「外郭
地域分離覚書」を発し、北緯30度以南の南西諸島
の行政権は日本から分離されました。この北緯30
度以南の枠の中には、沖縄だけでなく、戦前の行
政区域では鹿児島県に属していた奄美諸島なども
含まれていました。

「外郭地域分離覚書」に伴い、２月２日、郵政事
業を含めたすべての行政権はアメリカに移り、3
月13日、アメリカ海軍軍政チームが名瀬に到着。
翌14日から奄美諸島全域に対する軍政布告や命令
が交付され、本格的な軍政がスタートしました。

切手に関しては、当初は日本切手がそのまま使用
されていましたが、1947年12月1日、今回ご紹

介の切手のように、日本切手に“検”の字の印を押
した暫定切手（丸検切手）が発行されると、
1948年２月１日以降、無加刷の日本切手は使用
停止となりました。

その後、丸検切手は1948年６月30日に発売停止
となり、翌７月１日、米軍施政権下の全琉球共通
の“琉球切手”が発行されます。以後、1953年末
の祖国復帰まで、奄美地区では琉球切手が使われ
ていました。

米軍政下の奄美地区では、日本との往来が禁止さ
れ、日本から“輸入”する商品には関税がかけられ
るなど、人々は経済的にも非常に困難な状況に置
かれていました。また、1952年４月28日のサン
フランシスコ講和条約発効後も、“琉球”の一部と
して日本本土から分離して米国の信託統治下に置
かれていたため、現地では14歳以上の島民による
嘆願署名やハンガーストライキなどが展開され、
その結果、1953年12月になって、ようやく、祖
国復帰を果たしたという経緯があったことは、日
本人として、けっして忘れてはならないと思いま
す。

2013-11-10 投稿「奄美復帰60年式典」

内藤陽介の
切手で語る時事ニュース
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Predecimal Machins

二大国内展の一つJAPEX2013で英国の「ワイル
ディングシリーズ グラビア切手 1952-1967」
（佐藤明夫さん）がグランプリを獲得した事は、
イギリスに限らずモダンな切手を収集する郵趣家
に希望を与えました。

新しい切手に高い評価が与えられた事に驚きを感
じる郵趣家もいるかもしれませんが、国際郵趣連
盟の決めた世界共通のルールで運営される競争展
においては、比較的新しい切手に対しても最初か
ら低く評価するのではなく、偏見無く評価して行
こうという姿勢が強くなっていると感じます。

とはいえ「一回の出品で高い賞がつく事は価値の
確立したクラシック切手を除けば稀で、何年も収
集を続け、何回も出品して、改善を尽くし、収集
対象を極めると共に、審査員にもアピールを続け
ることによってしか新しいシリーズの評価はして
もらえない。従って、一度や二度の低い評価で、
モチベーションを失って収集対象をやめていては
いつまでたってもモダンな切手で競争展を闘う事
はできない」

という話をしてくれたのは、これから紹介する書
籍の著者である英国人アンソニー・ウォーカーさ
んです。佐藤明夫さんのワイルディングシリーズ
の更に一つ後の時代の英国の通常切手であると共
に現行切手でもある「マーチン」から、通貨単位
が十二進法時代の切手のみを題材にした作品で、
国内展ではなくFIP競争展で93点を獲得し、金賞
に輝いた方で、今回展示128リーフを含む180ペ
ージ・フルカラーの書籍を発行されました。

日本切手で言えば「第一次新動植物国宝」や「郵
便番号宣伝切手」等で国際切手展で金賞を獲るの
と同レベルの話なので、一体どのようなリーフを
作られているのか興味が尽かず出版計画を聞いた
時からずっと待っていました。
作品を概観してまず感じたのは、プルーフやエッ
セイが多用されていることに加えて、とにかく徹

底的に製造面にこだわった作品だということで
す。（私の見る限り、カバーも使用済みも一点も
含まれていませんでした）この点は、同様のアプ
ローチを「第一次新動植物国宝」でとれないもの
か、と自分に置き換えて考えながら読みました。

待ちに待った素晴らしい書籍ではありますが、不
満があるとすると、金賞を獲った結果だけでな
く、ウォーカーさんがそこに至るまでにされた苦
労や、それを通じて彼が会得したモダン郵趣の収
集方法が知りたいと思いました。それはまたの機
会に、Philatelic Journal 等で発表して頂きたい
ものです。

文献
紹介

書籍名：Predecimal Machins The Foundation of an 
Iconic Series
著者：Anthony Walker FRPSL
出版社：Forschungsgemeinschaft Grossbritannien 
e.V.（英国研究財団、ドイツ）
発行年：2013年（10月中旬）
発行部数：初版75部
発売価格：28ユーロ ※スタンペディアで取扱予定です。

～ 昭和42年発行の切手で国際展金賞を獲得 ～
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ガーンジー島の読書会

英国の小説の邦訳。表紙の図版に協力したとこ
ろ、出版社から贈呈本が送られてきました。

「ニューヨーク・タイムズ」のブックランキング
で５週連続第１位というふれこみで出版された、
手紙のやりとりの形式の小説なのですが、それよ
りも僕が気になるのは、大戦中のガーンジー島の
郵便制度について何か描かれてないかという事。

で、結論から書くと、その期待にこたえる様な内
容は余りありませんでした。しかし、米国で流行
っただけあって、小説を滅多に読まない僕でも引
き込まれるところはありましたが、それは当誌読
者の大半の希望するところではないでしょうか
ら、またの機会に。。。

話を郵趣に戻しますと、僕が会員になっている英
国切手部会では、年に一度ミニペックスを目白の
切手の博物館で開催しています。僕も今年は参加
し、ドイツ占領下のチャネル諸島で発行された切
手の伝統郵趣コレクションを展示しました。

この切手が普通の占領地切手と異な
る点は、ドイツ占領下で発行された
にも関わらず、ドイツ軍は発行主体
でなく、あくまで現地の郵便機構
（つまり英国王室側）が発行を担っ
たという点です。王の横顔こそ図案
に描かれていませんが、代官の紋章
が図案となっているのはそのためで
す。
一方、占領を実施していたドイツ軍
は、精鋭部隊をこの島に配備してお
り、彼らは軍事郵便を実施し、ドイ

ツ切手を使いました。

国際展でグランプリを複数回獲られている佐藤浩
一さんが、それらも含まれる郵便試作品を先の英
国切手部会ミニペックスに展示されいました。

英独両国とも戦前から郵趣先進国だったため、兵
士の中の郵趣家の割合も日本以上だったのでしょ
う。残っているカバーにはフィラテリックな物が
少なくなく、少しでも自然な使用例を集めると共
に、当時は注目されなかったものの、郵便史の隆
盛と共に現在は注目を集めるマテリアルをいかに
組み合わせるかがよい柵遺品を作る秘訣だと学び
ました。私のサブ収集範囲です。

文献
紹介

書籍名：ガーンジー島の読書会 上・下
著者：Mary Ann Shaffer, Annie Barrows
翻訳：木村博江
出版社：イーストプレス
発行年：2013年（11月）
発売価格：各巻とも 1,628円

～ 第二次大戦で唯一占領された英国領を舞台とする小説 ～
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現行切手ミニペックスの記録

復活郵趣家の中には、昔集めていた物と全く違う
物を今集めている人が多い様な気がします。

収集を中断した理由は必ずしも昔集めていた物が
つまらなかったからではないはずなのですが、と
はいえそれを完全に否定もできないでいます。

自分の場合は、現行切手とエコ
ー葉書に夢中でした。南方占
領地切手を多少かじったこと
もありましたが、当時人気だ
った昭和切手や小判切手には
見向きもしなかったし、とに
かく戦前の切手は集めようと
も思いませんでした。

そんな自分のバイブルだった
のがこの本です。正確にはミ
ニペックスの私家版で、僕自
身はそのミニペックスも見た
事がありません。収集家だっ
た父親が買ってきてくれ、す
りきれるまで読んだもので

す。

円位通常切手の古典ですが、スクリーンの話など
今読み返すとすっと頭に入ってきます。むしろこ
れらの切手に取り組むのはこれからなのかもしれ
ないと思っています。

文献
紹介

書籍名：現行切手ミニペックスの記録
発行責任者：品川仁
発行年：1979年（9月）
発売価格：記載無し

～ 35年前の小学生のバイブル ～
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当初の刊行にあわせて、JAPEX2013では、戦後
記念切手の大家である、大久保幸夫さんや同じく
記念特殊切手研究会の横山裕三さんによる出版記
念トークショーが行われ、私も拝聴しましたが、
昭和34年発行の皇太子ご成婚記念切手の発行
に、皇族の顔写真を図案とすることに対しての、
宮内庁や他省庁との交渉の話や、短期間での発注
であるにも関わらず、図案に対する様々な修正要
求があったこと等、実に興味深い話でした。

当書籍の中でも、皇太子ご成婚切手に関する資料
は８ページとかなりの分量を割いて紹介されてお
り、木村勝の思い入れの強さがうかがえます。

福島市資料展示室だけでなく、郵政博物館の所蔵
資料もあわせて作成された書籍ですが、発行数は
さほど多いとは思えません。ご関心のある方はい
ますぐ郵趣協会にご注文されることをお勧めいた
します。

切手画家 木村 勝の遺した資料 -戦後切手1946～1961文献
紹介

書籍名：切手画家 木村 勝の遺し
た資料 -戦後切手1946～1961
出版社：公財）日本郵趣協会
発行年：2013年（11月）
発行部数：不明
発売価格：4,500円

昭和21-36年の切手原画やスケッチを確認できる超一級資料
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国際切手展で見る世界の伝統郵趣の展示の内、ト
ップクラスの展示には、切手の原画やスケッチな
どが含められていますが、日本切手ではなかなか
そういったマテリアルが流通していません。最近
でこそ少しずつ出るようになりましたが、図案の
製造過程に関わった人々が、マテリアルを郵趣マ
ーケットに流すことをよしとしない風潮は一つの
背景になっていると思います。

日本切手の場合は、スケッチや原画を入手できな
いだけでなく、これまでは見ることもなかなかで
きませんでしたが、木村勝の遺した資料が、福島
市資料展示室に寄贈された事を契機に、ようやく
見ることができるようになりました。本書は、そ
れを更にカラー書籍で手元で見ることができるよ
うにした、日本切手を集める上での、超一級資料
であると私は思います。

表紙に紹介された二つの原画と、実際の切手は異な
る。このような原画類が多数収納されています。

当初新平和切手10銭として検討され、後に産業図案2
円として発行された切手の原画を紹介するページ



[広告]

本誌P.52で紹介した、Predecimal 
Machins 

Predecimal Machins by Anthony Walker

昭和42年発行の切手でどうやって国際展金賞を獲得したか？
がわかる本がわかる本

輸入
しました
単価：8,000円(〒込み)
お申し込みは電子メール
にて
yoshida@kitte.com ま
で
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郵趣活動の記録



BRASILIANA 2013速報
2013年11月19日～25日に開催された、
Brasiliana2013の速報を報告したいと思います。

今回の最大のニュースは、世界でも歴代で獲得者
が少ない、テーマティク部門での大金賞を遂に日
本人が獲得したと言うことだと思います。

「ベートーベン」の作品で有名な大沼幸雄さんが
その人で、日本のテーマティク収集界に限らず、
これは画期的な事だと思います。

歴史のある伝統郵趣部門や、そこから派生した郵
便史部門に比べて、違うアプローチを行うテーマ
ティク部門は、過去の国際展でも大金賞を獲得し
た人は少ないようです。きっちりとカウントした
事はないのですが、キムさん（韓国）、ヘルスト
ロームさん（スウェーデン）、レーゲさん（ドイ
ツ）といった大金賞の常連さん以外では、7名く
らいしか頭に浮かびません。

お隣の韓国はテーマティク王国で、キムさん以外
にも、医療で大金賞をチャンさんが獲得されてお
り、日本にもいつLGメダリストが誕生するかな、
と思っておりましたが、今回遂に大沼さんがそれ
をはたされました。

大沼さんから「ＬＧ賞を頂いて」のコメントを頂
きました。（上のリーフは受賞した作品より）

地球の反対側まで出かけた甲斐があり、ともかく
嬉しい気持ちで一杯です。昨年のベートーヴェ
ン・ハウス・ボンでの3ヶ月間の展示が入り、世
界展には、二年間出展できなかったので、プラン
の練り直し、マテリアル探し、作り直し等の時間
があったのが幸いしたと思います。また国際展に
まめに足を運びセミナーに出席し、クリティーク
に、耳を傾けて忠実に改善を積み重ねた効果がで
たのではと思います。今後は、更に気持ちを引き
締めてより良いものを目指したいと思います。こ
れが契機となり、日本でのテーマティクへの関心
が一層高まれば幸いです。(12月12日：大沼幸雄)
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国際郵趣連盟の
テイ会長（右）
から大金賞トロ
フィーを授与さ
れる大沼幸雄さ
ん（左）
撮影:内藤陽介

コミッショナー 内藤陽介



（公財）日本郵趣協会 『切手画家. 木村 勝の世界』 V(83)
松本純一 『A History of the French post office of Yokohama』 G(92)+SP
正田幸弘 『ブラジル郵便史概説』 V(83)
山崎好是 『小判切手＝事故印＝』 V(80)
山崎好是 『風景印2012』 LS(70)
吉田敬 『Stampedia Philatelic Journal 2013』 LV(86)
（株）日本郵趣出版 『戦前の小型記念スタンプ集』 LS(75)
（公財）日本郵趣協会 『ビジュアル日本切手カタログVol.1記念切手編1894-2000』 LS(78)
山崎好是 『国際返信切手券』 V(80)
山崎好是 『日本記号入切手カタログ』 V(82)
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審査結果（グランプリクラス等のみ）

グランプリ・ドヌール（Grand D’Honnour）
 - Kramer, George (USA), US Domestic Mails 1776-1869
同候補（Candidate）
 - Barreras Barreras, José Alberto (Spain), Spain 1854-1859

グランプリ・インターナショナル（Grand Prix International）
 - Britz, Walter (Uruguay), Uruguay Early Issues of the XIX Century (1852-1862)
同候補（Candidate）
 - Gross, William (USA), United States: The 1847 Issue
 - Jorgensen, Jorgen  (Denmark),  Danish mail to foreign destinations 1854-1874
 - Läge, Damian (Germany),  Fascinated in Feathers - how birds inspire
 - Storckenfeldt, Douglas (Sweden), Iceland until 1901
 - Woo, Arthur (United Kingdom) Western Australia

ブラジルを扱った大金賞作品が今回は一つも出品されなかった為、ナショナル・グランプリ作品は選出
されず、変わりに、ナショナルクラス・ベスト賞（The best of National Class）が以下の作品におく
られました。
Porto Jr, Rubem (Brazil) Province of Rio de Janeiro postal services during the Brazilian 
Empire. 
日本からの出品作品の一覧（文献除く）及びその審査結果

日本からの文献出品の一覧及びその審査結果

児玉博昭 Japan: General Nogi 2sen issue 1937-1947 V(83)
池田健三郎 Prompt Delivery in Japan as Nationwide services LV(85)
伊藤純英 Foreign Mail in Nagasaki Japan 1875-1905 LV(86)
大場光博 The Opening of China 1745-1897 LV(87)
西海隆夫 The History of Cartography-Mapping the World and Regions LV(89)
大沼幸雄 L. v. Beethoven - His Life in a Historical Context and His Legacy LG(95)
勝井明憲 History of the Telephone - Telegraph to digitalization G(90)



賞 点数 作品名 出品者名
大金 91 ワイルディングシリーズ　グラビア切手　1952-1967 佐藤　明夫 グランプリ

89 シベリア干渉戦争 鈴木　孝雄 JAPEX実行委員会賞
88 エストニア　スカイライン図案切手　1920‐1924 板橋　祐己 住野正顕賞

金 88 英国局締切後受付郵便‐横浜航路150年 村岡　安廣
85 フィリピン日本占領切手 1942-1945 鏑木　　顕 特別賞付き
85 香港の歴史 内藤　陽介
83 田沢旧大正毛紙切手 丹羽　昭夫 日本郵便株式会社賞
83 イギリスの電信切手 太田　忠一 特別賞付き

大金銀
83 芸術家たちの肖像史-西洋美術600年の軌跡- 江村　　清

大金銀
82 ヒジャース王国 吉田　　敬
80 第一次国立公園　1936-1941 池田　駿介 特別賞付き
80 ヒンデンブルグ号の航空郵便 立川　賢一
79 英国初期凹版印刷切手 畠山　茂樹 特別賞付き
79 明治初期の山形郵便局消印(明治5年-21年8月) 高橋　照雄
79 朝鮮半島に於ける日本の消印(1876-1945) 中野　健司 特別賞付き
79 ｢バラのきた道」その生い立ちと人々とのかかわり 山田　精一
79 勅額切手 伊藤　純英
79 日華連絡船船内郵便局(1937-1943) 小坂　彰宏 ベスト・ワンフレーム賞
78 The United States Second Airmail Issue 入江　　司
78 グラーフ・ツェッペリンⅡ号の飛跡 立川　賢一
78 ハンガリー超インフレ期の航空便 1946年5月-7月 伊藤　文久
77 第２次動植物国宝切手　1952-1959 矢嶋　秀明

金銀
77 英国スコットカタログNO.1-4(ペニーブラック、ペニーレッド、ペンスブルー) 長濱哲比古

金銀
77 WASHINGTON-FRANKLINシリーズ　1908-1922 佐野　正道
77 欧文機械印 吉田　　敬
77 支那加刷・田沢・旧大正毛紙　6銭・8銭の色調 柳川　英幸 特別賞付き
76 オランダ領東インド　1864-1948 槇原　晃二
76 The U.S.Avis de Reception 1886-2011 和田　文明 特別賞付き
76 占領軍の郵便検閲 吉田　忠正
76 フィリピンの航空郵便の発展 若園　泰三
76 東アジアにおける｢帝国」の興亡 野々下厚司
75 手彫切手 秋元　利昭 特別賞付き
75 ヒトラーとナチス・ドイツの興亡 北村　定従 小倉謙賞
75 チェスラフ・スラニア-偉大なる凹版彫刻家の世界- 村山　良二 特別賞付き

JAPX2013のまとめ
公益財団法人日本郵趣協会が主催する、第48回全
国切手展 JAPEX2013は、2013年11月22日～
24日に、東京・浅草の東京都立産業貿易センター
台東館6・7階で開催されました。

同展覧会は、日本で開催される二大競争展の一つ
で、多岐にわたる主題を取り扱った昨年以上の量
の作品が出品されました。

事前に公表されているルールブックに従い、JPS
登録審査員のチームにより厳正に審査された結果
は、二日目の午後に発表となり、最終日の三日目
には表彰式が開催され、本年のグランプリは、佐
藤明夫さんが獲得されました。おめでとうござい
ます。

目次

P.60 競争出品受賞一覧

P.63 グランプリを獲得された佐藤明夫さん
        のコメント

P.64 JAPEX参観記（長野行洋さん）

JAPEX2013 競争出品受賞一覧（文献、オープン、ユース除く）その１
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賞 点数 作品名 出品者名
74 支那加刷・田沢・大正白紙と旧大正毛紙　1銭5厘 柳川　英幸
74 カラーマーク付普通切手　-第2次動植物国宝-新動植物国宝1976年シリーズ- 藤原　和正
74 戦後記念切手-書状8円時代- 大久保幸夫
74 日本の選挙郵便 佐藤　　巖
74 九州の初期鉄道郵便史 平尾　　勉 特別賞付き
74 ドラクロワの芸術と生涯 川辺　　勝
74 米国初期の切手帳ペーン 大越紳一郎
73 第一次新昭和切手　15銭前島密 大村　公作
73 昭和24-29年用年賀切手 粟　　篤吉
73 戦後の欧文櫛型印 神宝　　浩 特別賞付き
73 脇なし二ツ折はがきの使用例 多田　由一

大銀 73 不滅の交響曲｢第九」の誕生から現代まで 加賀谷長之 特別賞付き
73 芦ノ湖航空切手 佐野　正道
73 壱岐・対馬における明治時代の郵便印 辻　　　確
72 大正時代の和文ローラー印　大正元年-大正15年 斎　　　享
72 旧議事堂2円往復はがき 石代　博之
71 鉄道郵便印 房村　秀徳
71 UPU特印はどのように使われたか 杉山幸比古
70 田沢　1913-25 奥田　和弘
70 昭和切手　1937-1946 柿原　康人
70 関西鉄道及び参宮鉄道の鉄道郵便印 戸上　拓也
70 英国インペリアル航空と米国パンアメリカン航空 齊藤　勝男
70 天塩国の丸一型郵便印 長野　行洋
69 マーチン　プレデシマル　シリーズ 山田　邦博
68 第１次動植物国宝 永吉　秀夫
68 第4種郵便と第1種無封郵便 行徳　国宏
68 郵便送達　1876-2012 浜村　一雄

銀
67 キャプテン・クックの大航海 吉村　昭紀

銀 67 白銀堂切手-Bush Studyの検証- 石澤　　司
67 関東大震災と電報 板橋　祐己
66 第3次動植物国宝切手(図案変更) 濱谷　彰彦
66 在外地の鉄道郵便印 村上　信和
65 世界の電波塔-テレビ塔を中心として- 三浦　正悦
64 第3次動植物国宝切手　1961-65 福田　博和
64 戦後・切手帳ペーン1949-1972 山田　克興
64 書留票の不足 遠藤　浩二
63 自転車ものがたり 板原　研三

銀銅
63 タラ(cod)の小史 辻　　高志

銀銅 62 リヒテンシュタイン-候国とその秘宝- 大森　洋一
61 日本海縦貫線(大阪青森間)の鉄郵印 青木　章博
61 10円桜切手（ソメイヨシノ) 中尾　謹三
61 アメリカ独立革命 樋口　　豊
60 相撲絵シリーズ 須谷　伸宏
59 巳年年賀の記録 房村　秀徳
59 リトアニアの選挙投票郵便 荒木　寛隆
59 東京発ジャンボ・ジェット初飛行カバー 堀中　裕史
58 子供の生活 北林　利仁

銅
58 標語印「ぜひ/標札を/掲げませう」 山田　克興

銅 57 システィーナ礼拝堂 今井　　徹
56 昭和20年代の特殊郵便 磯田　　清
55 アジアの神話 松井　時夫
55 ノーベル賞の科学者たち 佐藤　英幸
55 アメリカのメータースタンプ 請地　治門

JAPEX2013 競争出品受賞一覧（文献、オープン、ユース除く）その２



賞 点数 作品名 出品者名
54 富士山のエコー葉書 八木　惇夫
54 やきもの-代表的な陶芸家と成形から焼成まで- 長谷川尚士
53 封筒の表側に差出地を書く習慣 村田　　敏

佳作
52 メータースタンプと切手のデザインによるコラボ 石井　孝秋

佳作
51 日本切手はじめて物語(紀念特殊切手) 栗川　徹郎
50 切手と近現代短歌の世界-自然・生き物たちを見つめて- 中尾　英雄
50 海峡植民地時代のシンガポール‐ヴィクトリア女王からエドワード７世の治世まで‐ 松谷　和夫
50 生誕250年　小林一茶の魅力 藤村　崇之

賞 点数 作品名 出品者名
金 87 RYUKYUS 1948-58 木戸　裕介 ベスト・ユース賞

銀
72 小倉百人一首と源治物語 宮本　唯愛

銀 71 キャラクターがいっぱい 津田　珠野
銀銅 66 近代洋風建築シリーズ 皆川　絢音

賞 点数 作品名 出品者名
73 相撲の歴史 須谷　伸宏 ベスト・オープン賞

銀
68 東京オリンピック 犬飼　英明

銀
67 ドビュッシー生誕150年 ドビュッシー物語　　音楽・美術・文学 荒井　照夫
65 日本の染め・織り 今井　節子

銀銅 60 記録が語る「IOC会議」1894-2006 平澤　　登

銅
59 ワシントンとレーガン　-自由の戦士- 樋口　　豊

銅 57 ドイツの都市　STRASSBURG 勝島聡一郎

佳作
54 野戦局員発着の手紙に見るその生活と心情　-シベリア出兵期を中心に- 関　　好男

佳作 53 トルコ周遊 高木　　均

JAPEX2013 競争出品受賞一覧（ユース）

JAPEX2013 競争出品受賞一覧（オープン）

賞 点数 作品名 出品者名

大金銀
84 Stampedia　Philatelic　Journal 無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社

大金銀 82 切手絵巻　ショパン物語 荒井　照夫
79 ビジュアル世界切手国名事典-ヨーロッパ・アメリカ編 板橋　祐己

金銀
78 切手が伝える化学の世界　化学に親しむはじめの一歩 齊藤　正巳

金銀
77 切手文化博物館特別展図録｢攝津国の初期郵便印｣ 一般財団法人切手文化博物館
75 JPSポーランド郵趣部会報｢ポーランド郵趣｣及び索引 ポーランド郵趣部会
72 昆虫郵趣ア・ラ・カルト総集編(続編) 昆虫切手部会

大銀
72 JPS植物切手部会報｢植物切手｣2012合本 植物切手部会

大銀
72 JPS文学・童話切手部会報｢文学・童話｣(カラー版) 文学・童話切手部会
71 第一回ヨーロッパ切手展　公式記録「ブルテン２」 ヨーロッパ切手展実行委員会
70 Stamp Club 2013 無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社
69 JPS鉄道切手部会報｢Railway Stamps｣2012年度合本 鉄道切手部会
69 JPS鉄道切手部会報｢Railway Stamps｣2012年度合本CD 鉄道切手部会

銀
68 JPS宇宙切手部会報「コスモス」(第205号-第210号) 宇宙切手部会

銀
68 JPS福山支部報｢郵趣びんご｣ 福山支部
66 JPSメータースタンプ部会報｢POSTAL FRANKING MACHINE(2012年11月-2013年9月)｣ メータースタンプ部会
65 全日本切手展全記録(第１回-第63回) 小藤田　紘
65 JPS北見支部報｢JPSきたみ｣ 北見支部
64 日本のポスト写真集 荻田　栄治
62 ｢郵趣探想85｣ 相馬　靖生

銀銅
62 JPS登戸支部報｢のぼりと｣ 登戸支部

銀銅
62 JPS平野支部報｢郵趣ひらの｣ 平野支部
62 JPS松江支部報｢郵趣しまね｣ 松江支部
62 JPS長崎支部報｢長崎郵趣2012‐13｣ 長崎支部

JAPEX2013 競争出品受賞一覧（文献）

※「切手絵巻　ショパン物語」は特別賞付き。
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JAPEX2013 競争出品受賞一覧（文献、オープン、ユース除く）その３



表の見方
数字は2013年の各賞の該当数です。なお、かっこ内の数字は2012年の各賞の該当数です。
記号はそれぞれ、次の特別賞を表します。（◎グランプリ, ●郵便事業会社賞, ☆小倉謙賞, ＊住野正顕賞, ◆JAPEX委員会賞, ◇ベスト
ワンフレーム賞, ▲ベストオープン賞, △ベストユース賞）
※この表は、長野行洋氏がとりまとめ、ＪＰＳ三鷹支部報「フィラスリーホークス」に掲載された記事を転載させて頂いたものです。

The Philatelist Magazine Vol.1 Page.63 [ Dec. 15th, 2013 ]

ＪＡＰＥＸ13受賞者数の一覧（文献部門を除く）

佐藤明夫さんのコメント
「戦後の切手でグランプリということで、受賞した私自身が一番驚いて
おります。戦後の切手の面白さは量を集められることでしょう。

専門カタログに採録されている定番アイテム他に、郵趣団体で刊行され
た文献や私家版の文献を読み、面白そうなアイテム見つけては30年以上
この切手を集めて来たのですが、作品の構成に当たっては、それらをい
かに8フレームに押し込めるか、展示するアイテムの取捨選択に悩みまし
た。

全体の構成として製造面に比重を置いたため、使用例が少なくなってし
まいましたが、なるべく郵便の種類が重複しないよう心がけました。そ
れでも、世界各地でワイルディンシリーズが使われたことを示そうとし
た結果、在外軍事郵便局の使用例が増えてしまった感があります。」

「ワイルディングシリーズ グラビア切手 1952-1967」でグラ
ンプリを獲得した佐藤藤明夫さんにコメントをお願いしました

ワイルディングシリーズ
1.5d通常切手 (1952.12.5発行)



JAPX2013参観記
例年11月初旬開催が、今年は２週間遅れ勤労感謝
の日が土曜日で休日を１日損した11/22～24、長
年親しんだ池袋から浅草・都立産業会館で開催さ
れたJAPEX。
この会場も来年１年耐震工事で使えず、来年は浜
松町で開催とか。前後木枯らしの日もあったが、
会期３日間暖かな好天に恵まれた。

企画展示「大正切手（田沢切手100周年）」
田沢は国際展両巨頭の重量作品で合わせるとほぼ
あらゆるバラエティが網羅と作品解説。高額字
入・青島軍事他これでもかと。
震災国際展初の金賞作品。８フレ中東京版２フレ
も、全般的にマテリアルを絞り込みすっきりと。

他にも「大正切手の逸品」は多数の田沢コレクタ
ーの協力で、いぶし銀、いやいぶし金のマテリア
ル揃い、見る者を圧巻。

休眠されていたベテラン田沢収集家が２日間も通
われていたほどの空前絶後の展示。

もう１つの企画展示。
「大統領シリーズ75周年（アメリカ展）」
３日間部会メンバーが熱心な作品解説。駐日大使
に赴任されたキャサリン・ケネディ氏の来場も期
待されたがかなわず。

ここより競争出品。例により文中敬称略にて。
＜伝統郵趣：日本及び関連地域＞
小判・菊の作品がなく田沢の作品が企画部門に展
示。手彫の次が、昭和切手・現行とジャンル的に
はやや淋しかった日本部門。

金 賞 は 「 フ ィ リ ピ ン 日 本 占 領 地 切 手 
1942-1945」(東京・鏑木顕)暫定加刷エンタ選り
すぐりもカバー斜め貼りは残念。正刷小型シート

長野行洋
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JAPEX2013 公式ガイドブック（公益財団法人日本郵
趣協会）の表紙には、実際に会場に展示され耳目を集
めた、青島軍事の田型が掲載された。

「フィリピン日本占領地切手 1942-1945」第58リーフ



の品質が不十分による不発行品の焼却免れたこげ
た一品は衝撃的でリーフに映える。

「田沢旧大正毛紙切手」(東京・丹羽昭夫)大金
銀・郵便事業会社賞。企画で使用面８フレ協賛出
品により、製造面・使用例カバーで凝縮の５フレ
すっきりと。今回は耳紙、かすみ罫分類にこだわ
り。

もう１点大金銀「第一次国立公園1936～1941」
(東京・池田駿介)は多数貼・大型カバーで迫力の
作品。伊勢丹百貨店の発行記念展示会の絵葉書が
目を惹いた。

金銀２点「手彫切手」(千葉・秋元利昭)４フレに
素直に展開の佳作。誰しも、これ位手彫集められ
たらと思わせる。

「第２次動植物国宝切手1952-1959」(兵庫・矢
嶋秀明)やはり使用例で迫力。24円８枚立山航空0
付80円4枚貼ベルギー宛4倍重量便は白眉。

大銀７点はテーマ多彩で粒揃い。
「田沢1913-25」(奈良・奥田和弘)は製造面・使
用面はエンタで素直に構成。次は軍事加刷・切手
帳も加えて。

ベテランの面々「支那加刷・田沢・大正白紙と旧
大正毛紙１銭５厘」(静岡・柳川英幸)は単一額面
支那字入のみ３フレ重量感。

「昭和切手1937～1946」(東京・柿原康人)
１次より難しい２次３次の捻った使用例の数々。
「第１次新昭和切手15銭前島密」(愛知・大村公
作)は、例によっていくつのシートよりの抜粋・労
作か。戦後も気を吐く。

「カラーマーク付普通切手-第２次動植物国宝～新
動植物国宝1976年シリーズ-」(広島・藤原和正)
は、審査員にこれ以上揃えるのは至難の業と言わ
しめたとか。

「昭和24～29年用年賀切手」(大阪・粟篤吉)シー
トのバラエティと使用例の多彩さで高評価。

「戦後記念切手-書状８円時代-」(静岡・大久保幸
夫)５回国体開催地(小型印使用地)地元消しのこだ
わりにはあんぐり。

銀２点はベテランゼネラリスト現行作品。
「第１次動植物国宝」(鹿児島・永吉秀夫)
「第３次動植物国宝切手(図案変更)」(東京・濱谷
彰彦)ともに広角収集なのに、掘り下げたマテリ
アルがどのシリーズにも。

銀銅２点。「第３次動植物国宝切手1961～65」
( 兵庫・福田博和 ) 「戦後・切手帳ペーン
1949-1972」(山田克興)ともに地味になりがち
なテーマを、下った時代まで丹念に。

＜伝統郵趣：外国＞
10作品と日本に比べ数は少ないがここ数年の傾
向は続き、力作・高位入賞多数。

時代が変わったとエポックメーキング。唯一の大
金賞・グランプリ「ワイルディングシリーズ グラ
ビア切手1952-1967」(東京・佐藤明夫)。英国
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「カラーマーク付普通切手-第２次動植物国宝～新動
植物国宝1976年シリーズ-」より第75リーフ



の出来がよくファンの多いシリーズながら
1950-60年代のモダンで最高賞。専門家による
と、日本の田沢で言うと、耳紙も枠線のバラエテ
ィがほぼ揃っているほどの完成度とか。作品全体
の美しさは抜群、英国切手一筋のお人柄も。今年
最後、最大のじぇじぇじぇ。

金賞・住野正顕賞もじぇじぇ。「エストニア スカ
イライン図案切手 1920-1924」(神奈川・板橋祐
己)もワンフレームから始め何回かの出品で見事金
に登り詰め。小さいセミモダンの切手を大ブロッ
クで重量感,リーフの美しさも金賞にふさわしい。

大金銀２点も異色。「ヒジャーズ王国」(東京・吉
田敬)20世紀とはいえアラビア半島最初の切手発
行国の全てを網羅。さらに製造面のバラエティ
を、希少度も明確にして展示。毎回、初物にお目
にかかれるのが氏の作品の楽しみ。

「イギリスの電信切手」(東京・太田忠一)定評の
ある全世界の電信切手の大コレクションから。大
英帝国の、大型のマテリアルがプルーフはじめリ
ーフに堂々と映える。

金銀４点「オランダ領東インド1864-1948」(広
島・槇原晃二)賛否両論も、日本切手スタイルの
リーフ整理、バランス取れたゼネラルコレクショ
ン。ご本人の強い気持ちで日本正刷まで。

「WASH I NG TON - F RANK L I Nシリーズ 
1908-1922」(兵庫・佐野正道)アメリカ展に展
示も正攻法の佳作。日本航空切手の大家の懐も広
くてびっくり。

「英国スコットカタログNo.1～4(ﾍﾟﾆｰﾌﾞﾗｯｸ、ﾍﾟ
ﾆーﾚｯﾄﾞ、ﾍﾟﾝｽﾌﾞﾙｰ)」(兵庫・長濱哲比古)は単調
にならないリーフつくりと専門家もうならせる珍
しい版のカバーで年期が。世界最初の切手が切手
展で見られるのは嬉しく一般参観者にも何より。

「英国初期凹版印刷切手」(神奈川・畠山茂樹)も
同様に美しい作品で、競い合い。

「マーチンプレデシマルシリーズ」（東京・山田
邦博）も時代を経て銀にランクアップ。伝統外国
部門はさながら英国切手展の様相を呈していた。
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「エストニアスカイライン図案切手 1920-1924」
より第4リーフ

「ヒジャーズ王国」より第10リーフ



＜伝統郵趣：ステーショナリー＞
日本１点「脇なし二ツ折はがきの使用例」(大阪・
多田由一)大銀賞。数々の切手加貼使用例が華やか
で、大いに楽しめた。

＜郵便史：日本＞
日本関連５点とやや淋しい。大銀２点。「日本の
選挙郵便」(岩手・佐藤巌)は制度施行前戦前の１
フレが難しいのでは。

「九州の初期鉄道郵便史」(福岡・平尾勉)は、郵
便印郵趣でなく郵便史としての視点での作品つく
りランクアップ。

銀２点「第４種郵便と第１種無封郵便」(埼玉・行
徳国宏)地味なテーマを丹念に。速達・書留など特
殊扱い希少では。

「郵便送達1876～2012」(長野・浜村一雄)希少
なマテリアル散見もエンタ直貼りが残念。やはり
最低限、封筒自体の化粧直しやザブトンは必要。

銅賞「昭和２０年代の特殊郵便」(神奈川・磯田
清)も同様エンタの直貼りが惜しい。

＜郵便史：外国＞
外国金２点。「シベリア干渉戦争」(神奈川・鈴
木孝雄)はJAPEX実行委員会賞も。壮大なテーマ
を、各リーフのタイトル工夫でマテリアル判りや
すく説明。好ましい素材の選択と無理ないストー
リーつくりはさすが郵便史の神様。

「英国局締切後受付郵便-横浜航路150年」(佐
賀・村岡安廣)は19世紀郵便草創期の制度を実材
料でリーフに盛り付けした高級料理。

「The U.S.Avis de Receeption,1886-2011」
(福岡・和田文明)金銀賞は、受領通知郵便という
ユニークな制度を現代まで。アメリカ展に展示。

＜郵便史：マルコフィリー＞
９点日本関連のみ。
金銀４点「明治初期の山形郵便局消印(明治5年～
21年8月)」(東京・高橋照雄)は、不統一印から二
重丸・ボタ印までの単一局の変遷。大ボタ二連印
組合せバラエティまで詳細分類。

「欧文機械印」(東京・吉田敬)、抹消印だけでな
く到着印・中継印(機械印では難しいが)の葉書・
カバーで作品に幅が。分類・表記も明快適切。

「朝鮮半島に於ける日本の消印(1876-1945)」
(米国・中野健司)は大きなテーマに真向に取組ま
れた作品。まだ40代の若さとか。将来内容の充
実とランクアップが楽しみ。

「占領軍の郵便検閲」(島根・吉田忠正)は細かい
分類の揃えに注力。札幌の占領検閲エンタは本当
に希少では。

大銀３点
「戦後の欧文機械印」(神奈川・神宝浩)はきれい
な印影のマテリアル揃いに感激。残り２点と銀・
銀銅にも鉄郵印作品。
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「オランダ領東インド1864-1948」より



「鉄道郵便印」(大阪・房村秀徳)は全国と広い範
囲・下った時代まで違和感なく上手に料理。
「関西鉄道及び参宮鉄道の鉄道郵便印」(奈良・戸
上拓也)は丸一・櫛型時刻入に限定しての力作。初
期・最新データの更新に執念。若い頃より故北出
氏「てつゆう」誌投稿の知識集積の賜物。

銀賞「在外地の鉄道郵便印」(岡山・村上信和)は
マテリアルの数々はもちろん、地図も多用したリ
ーフ仕上げが格段に進歩。

「日本海縦断線(大阪青森間)の鉄郵印」(大阪・青
木章博)銀銅賞もこれまでの全国を対象の作品に比
べ、テーマを絞って内容充実。カバーにザブトン
なくリーフ上見栄えで損。

＜航空郵趣＞
外国部門３点
「ヒンデンブルグ号の航空郵便」(東京・立川賢
一)大金銀。各国の使用例重厚な作品で見ごたえ。
「フィリピンの航空郵便の発展」(三重・若園泰

三)金銀。各リーフのタイトルに工夫、全体が判り
易い構成。
「英国インペリアル航空と米国パンアメリカン航
空」(東京・斎藤勝男)大銀は見ていて楽しい作
品。時代の洗練もあり、いかにも作りましたとい
う今の物とは異なり、初期自然体のＦＦＣが好ま
しい。

ここ数年競争展必ず航空郵趣の出品が高位入賞。
国際展が楽しみとともに、そろそろ宇宙郵趣の作
品も見てみたいと期待。

＜テーマティク＞
金賞「香港の歴史」(東京・内藤陽介)は、国際展
の作品拝見できるのはありがたいが競争出品とし
てはいかがなものか。九頭竜をモダンの切手と共
に、竜文カバーで表現には、何度見てもニヤリ。

大金銀「芸術家たちの肖像史～西洋美術600年の
軌跡～」(神奈川・江村清)全て横一段に３リーフ
との変則リーフ。大型切手を効果的に展示の工夫
かもしれないが、競争展の展示規格で認められる
のか、疑問に思えた。

金銀４点
「『バラの来た道』その生い立ちと人々とのかか
わり」(大阪・山田精一)は色彩感覚に訴えた作品
「東アジアにおける『帝国』の興亡」(奈良・野々
下厚司)クラシックマテリアルの重厚な作品。郵便
史作品との線引き難しく、評価今一つだったのか
微妙。
「チェスラフ・スラニア-偉大なる凹版彫刻家の世
界-」(千葉・村山良二)は英文書込み、国際展作
品。
そして「ヒトラーとナチスの興亡」(石川・北村定
従)は、小倉謙賞も受賞。日本では人気のテーマだ
が、カバーの選択が適しており３フレからさらに
フレーム増えれば、ランクアップは必至。

大銀２点
「不滅の交響曲『第九』の誕生から現代まで」(秋
田・加賀谷長之)は天文学者になりたかった夢をテ
ーマに作品を作り続けていた氏がここのところは
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「欧文機械印」より第3リーフ



まっているベートーベンの日本人に一番馴染みの
あるテーマを多彩なマテリアルで展開。実に幅広
いこと。
「ドラクロワの芸術と生涯」(愛知・川辺勝)出品
の度に新構成を感じさせるのはさすが。

銀２点。
「キャプテン・クックの大航海」(東京・吉村昭
紀)タイトルを見て一番胸踊らされた作品。上手く
まとめてあるが全体に白っぽい印象が残念。

「世界の電波塔-テレビ塔を中心として」(東京・
三浦正悦)30数年電気をテーマに作品を出品され
続けている姿勢に脱帽。スカイツリー開業のタイ
ムリーテーマも、後半日本の風景印等の官白が並
び単調になり残念。

銀銅２点
「リヒテンシュタイン-侯国とその秘宝-」(新潟・
大森洋一)は同国切手の出来のよさを十分に引き立
てた作品。
「自転車物語」(高知・板原研三)はやはり作品全
体、白っぽい印象なのが実に残念。

銅賞４点
「子供の生活」(北海道・北林利仁)
「アジアの神話」(神奈川・松井時夫)
「システィーナ礼拝堂」(福島・今井徹)
「ノーベル賞の科学者たち」(宮城・佐藤英幸)。

佳作３点。
「日本切手はじめて物語(紀念特殊切手)」(兵庫・
栗川徹郎)
「切手と近現代短歌の世界～自然・生き物たちを
見つめて～」(千葉・中尾英雄)
「メータースタンプと切手のデザインによるコラ
ボ」(東京・石井孝秋)。

＜ワンフレーム：伝統郵趣日本＞
金銀２点。
「勅額切手」(長崎・伊藤純英)、鑑定団で披露、
唯一の青色勅額郵便使用例カバーが目玉(購入額
200万円)。昭和切手の専門家として、灰色勅額か

らの流れを切手とカバーで示すものの惜しくも79
点同点でベストワンフレーム賞届かず。

「支那加刷・田沢・旧大正毛紙 ６銭・８銭の色
調」(静岡・柳川英幸)は無加刷でも難しい両額面
の支那字入スタディ。１フレ構成のために、リー
フ割り振りの設計図通りエンタを入手とご本人か
ら苦労話。

大銀
「芦ノ湖航空切手」(兵庫・佐野正道)、航空切手
全体のこれでもかの大河コレクション展示に対し
て、以前拙評でも芦ノ湖をワンフレームにと読ん
で頂いたかは判らないが正にその通りご出品。ま
だある材料を絞り込んでスッキリした仕上り。航
空切手全体の大河作品も同様にそぎ落としでさら
なる上位が望めるのでは。

銀賞
「白銀堂切手～Bush Studyの検証～」(東京・石
澤司)沖縄のエキスパートはあらゆる分野を網羅。
今回もユニークな着眼点のオリジナルスタディさ
すが。

銀銅２点。
「10円桜切手(ソメイヨシノ)」(奈良・中尾謹三)
は製造面の分類に注力。「相撲絵シリーズ」(大
阪・須谷伸宏)はオープンのテーマ出品とコラボ。

＜ワンフレーム：伝統郵趣外国＞
２点ともアメリカ展展示。
「The United States Second Airmail Issue」
(茨城・入江司)金銀。
「米国初期の切手帳ペーン」(埼玉・大越伸一郎)
大銀。

両者とも、アメリカ切手出品キャリア十分の中
堅、安心して見られる。

もう１点「海峡植民地時代のシンガポール-ヴィク
トリア女王からエドワード７世の治世まで-」(兵
庫・松谷和夫)佳作。
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＜ワンフレーム：伝統郵趣ステーショナリー＞
日本２点
「旧議事堂２円往復はがき」(愛知・石代博之)大
銀賞。お得意往復はがきでも例によって捻ったマ
テリアル。往信部・返信部それぞれの印刷洩れ
や、葉書の福耳付キは正に傑作。うっかり見逃し
そう。
「巳年年賀の記録」(大阪・房村秀徳)銅賞。

＜ワンフレーム：郵便史日本＞
３点、銀賞「関東大震災と電報」(神奈川・板橋祐
己)は郵便物以上に歴史の証人。

銀銅賞「書留票の不足」(福島・遠藤浩二)も震災
切手コレクターのもう一つの震災史。並んで展示
されていたら面白かったのに。

「封筒の表側に差出地を書く習慣」(埼玉・村田
敏)ユニークな着眼点ながら、佳作。

＜ワンフレーム：郵便史外国＞
２点「ハンガリー超インフレ期の航空便1946年5
月-7月」(東京・伊藤文久)インフレと言えば無数
の切手のべた貼カバーのイメージもスタンプレス
のインフレ作品に目から鱗。考えたら、億兆・兆
兆等貼りきれないのが道理。金銀賞。

「リトアニアの選挙投票郵便」(埼玉・荒木寛隆)
銅賞。

＜ワンフレーム：郵便史マルコフィリー＞
日本のみ６点。
金銀・ベストワンフレーム賞「日華連絡船船内郵
便局(1937-1943)」(三重・小坂彰宏)
長い収歴に裏打ちされたマテリアルとポイントを
得た書込みで、正に知識の伝授が評価。

大銀賞４点
「ＵＰＵ特印はどのように使われたか」(埼玉・杉
山幸比古)
小型小包送票など珍しい使用例も丹念に。

「壱岐・対馬における明治年代の郵便印」(東京・
辻確)
長崎の一部として、丸一印時代であっても郷ノ
浦・厳原以外の局はいずれも大珍品。
齢90越えられても、なお収集意欲お盛んなご様
子、敬服。お元気で。

「大正時代の和文ローラー印 大正元年～大正15
年」(宮城・斎亨)
難しい対象も丹念に、明治・菊も含めローラー印
がお好きのよう。

「天塩国の丸一型郵便印」(東京・長野行洋)。　
もう１点『標語印「ぜひ／表札を／掲げましょ
う』」（東京・山田克興）銅賞。

＜ワンフレーム：航空郵趣＞
２点
「グラーフ・ツェッペリンⅡ号の飛跡」(東京・立
川賢一)金銀賞、選り抜きの１フレ。ワンフレーム
としての評価は果たして。
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「ハンガリー超インフレ期の航空便1946年5月-7月」
より第14リーフ



「東京発ジャンボ・ジェット初飛行カバー」(大
阪・堀中裕史)銅賞。

＜ワンフレーム：テーマティク＞
銀銅賞２点
「タラ(cod)の小史」(秋田・辻高志)は、人類にと
っての貢献度をテーマに。
「アメリカ独立革命」(東京・樋口豊)はアメリカ
展展示、すでに独立230年は感慨深い。　

佳作３点。
「富士山のエコー葉書」(京都・八木惇夫)
「やきもの-代表的な陶芸家と成形から焼成ま
で-」(山形・長谷川尚士)
生誕250年 小林一茶の魅力」(神奈川・藤村崇
之)。

＜オープンクラス＞
銀４点
「相撲の歴史」(大阪・須谷伸宏)ベストオープン
賞も併せて。
他「東京オリンピック-」(東京・犬飼英明)「日本
の染め・織り」(神奈川・今井節子)布きれ見本で
手芸店のよう。
「ドビュッシー生誕150年 ドビュッシー物語 音
楽・美術・文学」（神奈川・新井照夫）

銀銅賞
「記録が語る「IOC会議」1894～2006」(神奈
川・平澤登)。

銅２点
「ドイツの都市 STRASSBURG」(神奈川・勝島
総一郎)
「ワシントンとレーガン-自由の戦士-」(東京・樋
口豊)アメリカ展に展示。

佳作２点
「トルコ周遊」(神奈川・高木均)
今年日本人女子大生の不幸な事件のあったカッパ
ドキア含む地図オーソリティの楽しい作品。

「野戦局員発着の手紙に見るその生活と心情-シベ
リア出兵期を中心に-」(神奈川・関好男)。

オープン部門全般に感じるのは、郵趣素材以外の
マテリアルが硬直している印象を受けるのは私だ
けであろうか。作品の中には、郵趣素材の割合が
多すぎる物も散見された。

＜ユース＞
大学生「RYUKYUS 1948-58」(埼玉・木戸裕介)
が金・ベストユース賞。国際展も見据え、製造面
と使用面はカバーのグローバルスタンダード。目
標は目標として、平行して消印などの遊びも続け
て短く太いでなく、長い収集人生を期待したい。

小学生３作品は手書きでいずれもほほえましい。
「キャラクターがいっぱい」(兵庫・津田珠野・小
４)銀賞
「小倉百人一首と源氏物語」(兵庫・宮本唯愛・小
５)銀賞
「近代洋風建築シリーズ」(東京・皆川絢音・小
５)銀銅賞。
中学生になっても続けてもらいたいもの。

全ての出品者・参観者・運営スタッフに感謝いた
します。
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切手市場イベントレポート
皆様こんにちは。切手市場管理人の高崎です。郵
趣イベントレポートとして切手市場をメインに情
報発信させていただきたくこのページをお借りす
ることが出来ました。拙い文章ではございますが
宜しくお願いします。

毎月1回第1土曜日に開催されることでおなじみの
切手市場は初回から私が手掛けて100回を数えま
した。これも日頃ご来場・ご出店・運営サポート
いただけるメンバーの皆様のおかげです。

1テーブル3000円の出店料の収入に支えられ入場
無料で更に年に1回程度のイベントや展示も行な
っています。このイベントは昔ながらの郵趣会の
ような時間制限や例会進行がある訳でなく、切手
展のように入場料があるわけでもありません。切
手を始めて間もない方でもベテランのコレクター
でも好きな時間でテーブルバザーによって切手の
売買を楽しんでいただくイベントです。

近年は廃業した切手商や収集を中止されたコレク
ターなどがヤフオク感覚で切手の処分に出店する

方も相次ぎ、小さな即売会的な要素も出来てきま
した。

切手市場をお話させていただく上で忘れてはなら
ないのはその原点となるイベント・切手のガレー
ジセールです。

郵趣連載記事やオークション誌発行の経験を持つ
久野徹氏と作家であり風景印案内人として活動す
る古沢保氏の両名によって立ち上げられたフリー
マーケット形式の即売会は当時は郵趣会で一世を
風靡する新スタイルで大変な注目を浴びました。

日本郵趣協会の会員拡大活動も担っていた久野氏
の掲げた理念や目標も大方達成され50回を目途
に終了という予定通り閉幕された素晴らしい実績
でした。

その地盤を引き継ぎまして立ち上げるに至った
2005年5月から8年が経過しました。

今ではJPS地域イベントにもテーブルバザーが多
く見られるようになり大阪ではジャパンスタンプ
主催のオークション融合バザーがすっかりおなじ
みになり、切手商の安達潤一さんが毎月開催する
中央交換会は「大阪発！切手のガレージセール」
として地域に馴染んだ活動をされています。

前置きが長くなってしまいましたが100％私のオ
リジナルだけで立ち上がったイベントではなくこ
こに至るまでにちょっとした歴史があったことが
おわかりいただけたでしょうか。

毎月40名のメンバーが70テーブル分もの切手を
並べる訳ですから内容は様々で市場の様相です。
例えば外国切手の1枚売りでは渋谷さんと北畠さ
んが初回から継続して10円などの均一価格で提供
して下さっています。これが爆発的ヒットとなり
所謂「切手女子」という女性ファンの来場増加に
つながりました。
切手市場初期にはネットで沸き起こったブルガリ
ア切手ブーム・チェコ切手ブームに乗り、自身は

切手市場管理人：高崎真一

今は休業中の三鷹支部ショップでは外国切手を貼り込
み帳で提供して下さる人気スポットです。
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もちろんのこと沢山の出店メンバーさんに協力い
ただきブーム拡大に乗ることが出来ました。何よ
りも嬉しかったのは切手女子の皆さんがストック
ブック等の郵趣用品に興味を持ってくれたり他の
イベントにも足を運んで更に切手の楽しみを広げ
て下さっていること。今でも毎月新たに又は継続
的に女性ファンにご来場いただいています。

ゼネラル・国別・トピカルといった経験深いコレ
クターの方には森さん、服部さん、といったショ
ップでスコット番号と切手毎の評価がしっかり書
かれ需要に応じて下さっています。

最近の注目外国切手ショップは静岡ショップのダ
ミーさん。切手市場HP掲示板を大変上手に活用
され、朝から大道芸人ショーの勢いで年数回の出
店にも関わらず切手市場の主力メンバーとして沢
山のご来場を呼んで下さっています。

ヤフオクを中心としたネット収集層の方も切手市
場に行けば何かあると最近は下見会連動イベント
を企画して出店下さるももくろショップさんや入
門層向け切手フリーペーパー雑誌を発行して、切
手の入手の主たる場所として切手市場を取り上げ
て下さっているSTAMPCLUBさんなど多くの方に
暖かいご支援をいただいています。

次回以降具体的な各ショップ様の品物やコメント
など取材していきたいと思います。

女性ファン向けの品揃えが充実しているのも切手市場
の特色です。

静岡のダミーさんは大道芸人さながらのタンカ売を仕掛けてくれます。
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Monacophil2013参加報告
本レポートは、2013年
12月5日-7日の三日間、
モナコ公国のフォンヴィ
レーユ・ショッピングセ
ンター界隈にある、切手
とお金の博物館を含む三
つの建物で開催された、
モナコフィル2013の参加
報告です。

同切手展はFIP競争展ではなく、モンテカルロ切
手クラブというコレクターサークルの運営による
展覧会でしかありません。

しかしモナコ大公であるアルベール２世が会長で
あり、二年ごとに「世界の珍品 100点」展を、
百名限定の会員の出品により、1997年より継続
してきていることから、ヨーロッパの冬の切手展
として定着してきています。

会場は三つの建物に分かれている
と書きましたが、それぞれの入口
は30メートルほどしか離れておら
ず、行き来に問題はありません。

下の写真が切手とお金の博物館
で、右の写真がメイン会場です。
第三会場は自動車博物館でレース
カーがずらり（右下）と並んでお
り、日本の切手展の雰囲気とはか
け離れていますが、ここで子供の
頃に聞いた「欧州ではフィラテリ

ーは大人の趣味」という言葉を思い出します。

「世界の珍品 100点」展への初参加
ヨーロッパの冬の切手展として定着してきた感の
ある、モナコフィルへの参加は三回連続となりま
す。初参加でわずか一日半しか滞在しなかった
2009年、三日間フル参観した2011年ももちろん
楽しかったのですが、今回は、単なる参観者とし
てでなく、展示する側として参加してきましたの
で、まずはその報告をしたいと思います。

モナコフィルの中核展示である「世界の珍品 100
点」（英文略称 100 rarities）は、切手とお金の
博物館で会期中展示されています。

前述した通り、この展示はモンテカルロ切手クラ
ブ会員による展示で、約100名の会員が、一点ず
つ展示をもちより、一人１リーフ、合計で約100
リーフの展示となります。

吉田敬
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その内、アジアからの参加は日本2名、中国1名、
香港1名、シンガポール1名のわずか5名で、ロー
カルクラブにしては国際的ではありますが、まだ
まだ地元フランス・イタリア両国の郵趣家の割合
が現実のそれよりも大きいかなと感じます。

日本人2名の展示は次の通りです。

1853年 タスマニア 一番切手4ペンス 初日使用
例、ヴィクトリア宛て。（佐藤浩一さん）

1852年　仏領レユニオン 一番シリーズ二種完貼
りカバー、仏ナント宛て。（吉田敬）

直前にブラジル国際展の審査員を務められた佐藤
さんはさすがに連続して切手展への参加はかなわ
なかったため、僕が日本コミッショナーの形をと
りましたが、これほど緊張する仕事はないです
ね。自分一人の荷物ならまだしも、他人のコレク
ション、しかも珍品をもって、片道20時間の飛行
機移動をし、税関を通る事がどれほど緊張するか
身をもって体験しました。FIP競争展でコミッシ
ョナーをしてくださる方には改めて敬意と謝意を
払いたいと思います。

ちなみに、モナコへの空路は、仏ニース国際空港
を経由するのが通常ルートになります。
日本からニースへの行き方は色々あり、通常はパ
リ経由だと思うのですが、今回は税関でもめたく

なく、シェンゲン協定外の英国を経て入国するこ
とにしました。

結果として、ニース国際空港の深夜の入管には係
員が一人もおらず何も問題が起きず、無事モナコ
入りすることができました。そして翌日朝8:30に
無事、佐藤さんの分と2名分の出品物を展示事務
局に提出しました。

「世界の珍品 100点」展示について
「世界の珍品 100点」展の展示作品100リーフ
は、会期初日には既に豪華製本された書籍とし
て、50ユーロで販売されています。（本文：仏語, 
巻末に英訳付き）

三日間の大半を「世界の珍品 100点」の参観で過
ごした僕は、展示を見ては喫茶店で書籍の英訳を
読みの繰り返しでした。
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東京を朝8時に出発して、深夜0時にようやくホテルに
到着しました。（時差８時間）
クリスマスのライトアップはなかなかよかったです。



展示された作品はどれも素晴らしいのですが、僕
の Best 5 をここでご紹介します。

第一位 1849年フランス セレス20c シート
ボラフィさん（伊）の出品物。
セレスのフルシートを初めて見ました。300面で
印刷された後、150面シート二つに裁断されて、
郵便局に出荷されたとの解説。
展示シートは第二版の右側150面で、pos.93がテ
ートベッシュになっていました。

第二位 1855年スウェーデン ファーストシリーズ
4種貼りカバー
ダグラスさん（スウェーデン）の出品物。
ルーズベルトカバーとして有名なカバーでした
が、現物を見るのは初めてです。スウェーデンク
ラシックの外信便は珍しいのですが、これは、独
ベルリン宛て。

第三位  1850年ロンバルディ・ベネチア 5c 6枚
ストリップ、両面印刷（クロス含む）
ザナリアさん（伊）の出品物。彼に限らず、ロン
バルディ・ベネチアの出品物は多く、これは会員
にイタリア人が多いのが理由かと思います。こん
な大きなマルチプルで、しかもアンドリュークロ
スの両面印刷というおまけつき。複合技にビック
リです。

第四位　 1862年スイス・シッティング・ヘルベ
ティア 1フラン 42枚貼り保険付きカバー
（1866年ジュネーブ発英国宛）
ボルツさん（スイス）の出品物。実は友人だった
りします。郵便史の専門家。第四位以下は写真を
省略します。モンテカルロ切手クラブでは、この
書籍、通販していますので、是非カタログ買って
くださいませ！
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第五位 1858年 ロシア 一番切手等混貼りカバー
Buchsbayewさん（米）の出品物。ロシアの一番
切手貼りカバーは色々と見てきましたが、30k三
枚ストリップとの混貼りなんて初めて知りまし
た。

日本からの出品物を除けば、この５リーフが僕の
中のベスト５です。

スウェーデン展で感じたこと
「世界の珍品 100点」展の会場以外にも二つの会
場があり、それぞれフィラテリーにあふれた空間
になっていました。

クラシックカーにあふれる自動車博物館では「19
世紀の郵趣文献」展と、スウェーデン郵趣界が総
力をあげた「特別展示 スウェーデン 1920年ま
で」が展示されていました。

スウェーデン展でビックリしたのは、以下の写真
の光景です。ガードマンも立っていない展示フレ
ーム。見るには見やすかったですが、赤丸をつけ
たリーフに注目です。（右上のリーフになりま
す。）
そう、これは、単片切手としては、史上最高値
270万スイスフランで落札された、「黄色の3ス
キリング・バンコ」であり、そのポジション確定
(pos.4）が研究成果として発表されていました。

有名なファーストシリーズだけでなく、1920年代
までのクラシック、セミクラシック切手がこれで
もか、と展示されているのに加えて、「Sweden 
in Philately up to 1920」という書籍も刊行され
ており、スウェーデン祭りとなっていました。

スウェーデンの郵趣界は、このモナコフィルを、
スウェーデン切手のアピールに徹底的に活用しよ
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うとしており、この点は、世界での人気があまり
あるとは言えない日本初期の切手のPRの参考に
なると感じました。

スウェーデン・クラシックはFIP競争展で満点の
Importanceが取れるとは限らない収集対象で
す。フィンランドやデンマークに比べても世界で
の収集家は広がっていないのもその一因かもしれ
ません。

今回、英語で読める記念出版を実施した背景に
は、スウェーデンの郵趣をより広げて行こうとい
う意欲が感じられました。展示も同様で、スウェ
ーデンクラシックはなんでもあるといった感じを
受けました。

人材的にも、モン
テカルロ切手クラ
ブの主要メンバー
の一人である、オ
ー ク シ ョ ンハウ
ス・ポスティルヨ
ネンのクラエス氏
を筆頭に、世界の
テーマティクリー
ダーのヘルストロ
ーム氏、FIP展でグ
ランプリドヌール
の候補者常連のベ
ルグ氏、大コレク
ターのダグラス氏
と、多士済々を今

回の切手展に送り込んできており、スウェーデン
郵趣のアピールをチームとして行っていたように
感じます。
日本切手の英文での情報発信は、特に2000年代
に停滞したように感じます。これは一面では国際
マーケットにおける、外国人との競争が減るとい
うメリットを一部の収集家にもたらしたのかもし
れませんが、同時に、世界で日本切手に興味を持
つ人と基盤を失うという結果をもたらしたのでは
ないかと思います。
文化財である切手の価値を維持するためにも世界
で関心を持ってもらえるよう英文の情報発信を行
い、浸透させて行く努力をする事が大事なのでは
ないかと、スウェーデン展を見て感じました。

アルベール二世来る！
二つの博物館とほぼ隣接したホールは、モナコを
含む各国郵政ブースおよびディーラーブースとな
っており、これまた楽しい空間でした。

初日の開場前には、アルベール二世が来場し、テ
レビカメラだけでなく、ディーラーや参観者が皆
スマホを持って写真を撮りに向かって行っていま
した。（あ。僕も参加しました。）

ああいう行為はヨーロッパ人はやらないのかと勝
手に思っていたのですが、スマホが浸透した結
果、皆同じ事をやるようになったんですね。
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アルベール二世、バチカン郵政ブースにて。

Sweden in Philately up to 1920



CG 国際郵趣活動賞 発表会
会期二日目の12月6日 11時半より自動車博物館
では、独オークションハウスのクリストフ・ガー
ドナー主催の、国際郵趣活動賞の授与式がありま
した。

これは、郵趣文献やWEBのエントリーを通じて、
当該郵趣活動に対する表彰をするもので、僕もス
タンペディア等を出品しました。

一位はドイツの中国切手研究グループの会報
「Die China Philatelie」、二位は同じく音楽切
手グループの会報「Der Musikus」、三位はオラ
ンダ切手のグループ「Gildebrief 240」で、残念
ながらスタンペディアからの出品は、stamp club
の19位が最上位で軒並み討ち死にしました。

Philatelic Journalは、国際切手展でも三回連続で
大金銀賞を獲得でき、世界にもようやく認知され
てきたかな？と感じ始めていた段階でしたので、
この結果は少なからずショックではあるのです
が、FIP展における文献部門の審査基準について
のアドバイスを最近いただきましたので、これに
めげず改善を図って行きたいと思います。

ちなみに、Die China Philatelie 編集者のシュミ
ットさんは、新しい研究記事についての事であれ
ば、米国等で発行されている中国切手の研究雑誌
よりもよほど進んでいると考えていますと豪語し
ておられましたので、中国切手コレクターの方に
は注目の雑誌かもしれません。僕はとりあえず入
会しましたが、日本人第一号でした。「ドイツに
とどまるか海外にも情報発信するか迷っていた
が、今日の受賞を受けて、海外にも情報発信して
行こうと思った」とのこと。今後の彼らの活動が
楽しみです。

ところで、授賞式には、ユースプロモーション部
門という特別賞があったのですが、なんと、
Stamp Clubにその賞が授与されました。郵趣の
若年へのプロモーションは、世界中どこでもうま
く行っておらず、コミックを使ったフリーペーパ
ーの手法は画期的で、是非日本以外でも検討して
ほしいとの事でした。

まぁ世界中どこでも、水はがしとリーフ単位での
アルバム整理か、金のかかる新切手の話しかして
いないわけですから、そりゃぁジュニアものって
きませんよね。英語版、是非検討したいと思いま
す。
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Die China Philatelieと編集者シュミットさん（中央）
賞金750ユーロもらいました！ラッキー。



夜は毎日パーティーがあります。
モナコフィルの会期中は、毎晩パーティーがあり
ます。初日はアルベール二世夫妻参加のガラ・デ
ィナー（実際は夫妻は風邪で欠席され皆さんがっ
くり）、二日目は英国ロイヤルフィラテリック・
ソサエティのカクテルパーティー、三日目はクロ
ージングパーティーでした。

ヨーロッパの切手のパーティーに出ると改めてサ
ロンなんだなと感じます。半分くらいの参加者は
夫婦同伴ですし、卓上の会話も決して切手の事ば
かりではありません。

ここでは僕の得意の欧文機械印話は全く通じない
ので、頭をヨーロッパ切手モードに切り替えて、
スイスのカントン切手等の話をしていると、ほ
ー、と言う顔をされます。あと、やはりスウェー
デンの「黄色のスキリング・バンコ切手はすごか
ったね。でも警備が薄くて心配した」みたいな話
をしていると、奥様方と盛り上がれます。

そう、ここではとにかく沈黙は悪なのです。ドイ
ツ人やイタリア人の英語だって、ネイティブとは
ほど遠いのですから、気にせずにブロークンイン
グリッシュで話すようにしています。文法がどう
かよりも、話が面白いか、の方が国際交流の上で
は、大事だと思います。

ただ、どうしても不利なのが時差です。８時間の
時差があるため、20時ー22時は、たいへん眠い

時間帯。このた
めパーティー前
は必ず２-３時間
部屋で仮眠する
なりして休み、
夜 に 備 え ま し
た。

英国ロイヤル・
フィ ラ テ リ ッ
ク・ソサエティ
のカクテルパー
ティーでびっく
りしたのは、日
本人収集家であ
る、故金井さん
の話が出た事です。

これは、スイスのオークションハウス・David 
Feldmanが発売する書籍 Great Philatelic 
Collections「金井宏之コレクション 手彫切手」
（150ユーロ, 530ページ）のプロモーションも
兼ねた話だったのですが、十年前のコレクション
とはいえ、世界で日本の切手が認識される良い機
会だと思いました。
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ホテル・ド・パリのガラ・ディナーのデザート
Monaco Phil 2013 のチョコレート付き

カジノ広場のクリスマス装飾
※ちなみに毎晩眠くて、今回もカ

ジノは参加できず。

David FeldmanのGreat     Philatelic 
Collections は、卓越した展示作品
だけを扱っている郵趣文献シリーズ



etc
僕は毎年クリスマスカードを友人に差し出してい
るのですが、今年はモナコから出そうと思ってい
たので、初日の朝に、会場の郵便局に行って、英
語を話せる店員のお姉さんを発見して、切手の手
配をお願いしておきました。アルベール二世が朝
一番で来場される関係もあり、その直後ならOK
よ、というはなしでした。合計176ユーロにもな
ったからでもなさそうですが、写真の様なモナコ
郵政のオリジナル記念品と、同日初日発行のモナ
コの2ユーロ硬貨を二枚お釣りにもらいました。

このモナコの2ユーロ硬貨は強烈にヨーロッパ人
には魅力的らしく、この交換のために百人以上の
行列ができていました。

それから、今回はほとんど見て回る事ができませ
んでしたが、ブースは質・量ともにたいへん充実
しており、切手はもちろん文献の入手にも活用で
きます。ただ、フランスとイタリアの割合が大き
くて、僕の収集範囲であるドイツやイタリアの割
合はやはり少ないですね。米英も同じく少ないで
す。

ここら辺、ローカル切手展としての性格も持ち合
わせていると思います。

出版関係では、毎年数冊の大金賞コレクションの
出版を続けている、スイスCorinphila社が、ブラ
ジル展での出版に続き、以下の二冊を発行しまし
た。
第41巻 シュレスヴィヒ 1625-1920
（英、クリストファー・キング）
第42巻 ベルギー メダリオン 1849-1866
（ベルギー、パトリック・マセリス）

著者は二人とも知り合いでしたので、一冊ずつ購
入して、サインをしてもらい、よい記念となりま
した。

楽しかった日々もあっという間に終わり、会期終
了の翌日である12月8日は、モンテカルロ切手ク
ラブの総会に初参加し、何人かの郵趣家とまた知
り合いになり、しかし飛行機の出発の都合であっ
という間に帰国の途につきました。

相変わらず、コミッショナー業務に緊張しつつ無
事帰国。自分のオフィスに戻ったときの安堵感と
言ったらありません。

次のモナコフィルはまた二年後ですが、今からそ
のときが楽しみです。
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ベルギーメダリオン（左）とシュレスヴィヒ（右）



スタンプショウヒロシマ実行委員会
2014年も＜スタンプショウ＝ヒロシマ＞は盛大
に開催予定です。

2013年は第３０回記念展として開催しました
が、来年も引き続き開催いたします。
既に組織委員会にて、開催日、開催場所など主な
ことは次のとおり決定しております。

開催日：
2014年5月10日(土)10:00～17:00
2014年5月11日(日) 9:00～16:00

開催場所：
広島県立産業会館西館(例年と変わらず)

主催：
例年通り、＜スタンプショウ＝ヒロシマ＞組織委
員会と公益財団法人日本郵趣協会中国・四国地方
本部が責任を持っておこないます。

全国展で上位入賞した本格的作品の展示は、西日
本一と好評です。
出品者による作品解説は好評でしたから、2014
年もできるだけ多く行う予定です。

郵趣団体の
活動PR
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井上和幸さんの作品解説「在朝鮮日本局と諸外国の郵
便活動1876-1910」（アジア国際切手展グランプリ・
ド・ヌール作品）

小林莞爾さんの作品解説「スイス普通切手
1862-1907」（日本国際切手展大金銀賞受賞作品）
※Sitting HELVETIA, Standing HELVETIA

横矢仁さんの作品解説「第三次昭和切手」
（JAPEX2012 大金銀賞受賞作品）



一方、見て楽しいワンフレーム
展を同時に開催し、入場者によ
る人気投票をおこない、一番人
気の作品に投票していただいた
方には抽選で賞品を差し上げる
企画も行う予定です。

広島だけで出店するお店も！
大手切手商のジャパンスタンプ
商会は、地方のイベントでは唯
一広島だけ出店していますが、
2014年の出店も既に決定して
います。

選りすぐりの切手がドラフト方式で販売され、遠
く関東地方からドラフト目当てにお越しになる参
加者も多数いらっしゃいます。

他の切手商の出店や会場内各種イベントも引き続
きおこないます。フィラテリストマガジンの次号
では直前特集として、より詳細なご案内を掲載予
定です。どうぞご期待ください。
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毎年、日本中の熱心なフィラテリストが楽しみにしている、ジャパンスタンプのドラフト式販売。
当日もこのように壁いっぱいにドラフト候補が張り出され、参加者は、他の参加者が何を買うのかを考えながら
自分は、どの商品に手を上げるか、ギリギリまで悩む。
ジャパンスタンプ商会が地方のイベントに参加するのは、唯一、ここ広島だけ。

郵趣の裾野拡大の為初心者コーナーも充実させました

地元の切手商であるアオヤマスタンプもブースとして参加。



外国切手出品者の会
１．はじめに
当会は、名称が示す通り外国切手を収集し国内切
手展や国際切手展の出品を目指す人の集まりで
す。入会に際しては常識ある方であれば難しい資
格などはありませんので、当会に興味のある方
は、ぜひ入会してください。

２．当会の成り立ち
私は全日本切手展の審査を通じて、マテリアルは
良いものがあってもタイトルリーフの内容や展示
技法に問題があり、評価を落とす作品が多々ある
と感じていました。よってこれらの失点を防げれ
ば、お金を掛けずにメダルのランクを上げる事が
できると考えました。これらについて改善するに
はどうするか、仲間が集まり皆で検討したのが当
会の始まりです。

３．会の活動目的
会員の相互協力により、切手収集を楽しみなが
ら、切手展出品作品のレベルを向上させることに
あります。
現在、会員の多くは国内外の切手展で上位の賞を
受賞していますが、決して上級者のみの会ではあ
りません。
むしろ、これから外国切手のコレクションを切手
展に出品してみたい初心者から中級レベルの収集
家にとって、最も有益な会だと自負しています。

４．会の活動
１）日々の活動
会員が全国に散らばっている関係で、通常はイン
ターネットのメーリングリストを活用していま
す。色々なお知らせの伝達や、出品前の作品をア
ップロードして他の会員から多くの意見を聞いて
タイトルページの内容を修正したり、場合によっ
ては作品構成を変更したりしています。

２）切手展の参観と宴会
二大切手展である全日本切手展とJAPEX会期中
は、全国から会員が上京し出品作品の参観を行い
ます。

お楽しみは期間中に開催される宴会です。2013
年11月のJAPEX時には、鰻のコース料理を味わ
いつつ郵趣談義を楽しみました。会員はそれぞれ
が豊富な知識を持っていますので、酒の席の雑談
と馬鹿に出来ない内容であることも多々有り、多
くの会員が楽しみにしています。また会員の多く
は日本切手も収集していますので、話題は外国切
手に限りません。今回はM氏の蔵出しの話で盛り
上がりました。

３）勉強会
不定期ではありますが、会員が海外のセミナーや
展覧会に参加したり、海外動向の資料を入手した
場合は、勉強会を開催します。これにより国際切
手展の動向や新たな規定などを学習しています。

４）親睦旅行
これも不定期ですが、有志による温泉旅行を実施
しています。今年はT氏のお世話で２月に会津若
松東山温泉に行きました。良質の温泉と郷土料理
を存分に楽しみ、食後はS氏持参のアメリカ初期
の素晴らしい作品をご披露頂き、深夜まで意見交
換をこないました。まるで郵趣全盛時代の切手研
の合宿のようでした。

５．入会方法
HP http://eos.hateblo.jp/ をご覧の上、ご入会
をお申し込みください。なお、当会は入会金や年
会費は取りません。そのかわりすべてのやり取り
は電子メールで行います。

伊藤昭彦
郵趣団体の
活動PR
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ヨーロッパ切手展実行委員会
郵便切手は周知のように、1840年５月に世界最
初の切手であるペニーブラックがイギリスで発行
され、およそ四半世紀のあいだにヨーロッパ大陸
に普及していきました。ヨーロッパは1860年代
には切手収集という趣味が開始された地域でもあ
り、今日でも世界各地で行われている切手収集の
中で大きな役割を果たしています。

ヨーロッパ切手展とは
ヨーロッパ切手展は1840年から今日までヨーロ
ッパで発行された切手を主題とする切手展で、毎
回ヨーロッパの中でも特定のテーマ（地域・主
題）を決めて開催しています。

切手の本場であるヨーロッパをさまざまな角度か
ら見つめ、ヨーロッパという地域についてそのつ
ど新たな視点を持ち、ヨーロッパの切手の新鮮な
驚きを見つけたいという思いから行われる収集家
有志による切手展となっています。

2013年　第１回の開催について
「第１回ヨーロッパ切手展」は、2013年１月19
日・20日に東京目白・切手の博物館でミニペッ
クスの形式で開催しました。第１回は黒海沿岸の
国々というテーマを設定して、展示作品を募集
し、ルーマニア・ロシア・ウクライナ・トルコ・
グルジア・東ルメリア・ドナウ川汽船会社・地域
に関する伝統郵趣・郵便史・テーマティクなど計
15作品を展示しました。

ルーマニアで最初に発行された「モルダビアの
牛」切手（1858年発行）といった世界的な名品
から、世界的に見ても数名の専門家しかいない東
ルメリアという非常にマイナーな収集対象までを
含む展示内容で、一風変わった切手展として注目
を集めることができました。

また、展示作品を収めた作品集（JAPEX2013文
献部門・大銀賞受賞）も刊行して、好評を博しま
した。５月25日・26日に開催されたスタンプシ
ョウ＝ヒロシマにも、展示作品の中から抜粋して
出張展示させていただきました。

2014年　第２回以降の開催について
第２回ヨーロッパ切手展は、2014年度中に都内
で開催すべく、準備を進めております。正式に開
催する日時等が決まりましたら、郵趣雑誌等の各
種媒体にてお知らせいたします。現時点で第２
回、第３回以降のテーマとして具体的に上がって
いるのは、フランス・スイス・オーストリア・バ
ルト三国です。
・上記のテーマで出品したい。
・上記のテーマに関連した販売品がある。
・現在上がっていない地域・主題を提案したい。
・切手展のプロモーションに協力ができる。
・切手展開催日にお手伝いができる。

出品に限らず、上記のようにご協力いただけそう
な方は、主催者(代表者)までお気軽にお声かけく
ださいますようお願いします。

出品作品の募集方針について
現時点では調整中ですが、テーマに即した作品で
あれば、伝統郵趣・郵便史・テーマチク・オープ
ンなどの形式を問わずに出品が可能です。出品は
全日本切手展・全国切手展のように公募はせず
に、当面は「仲間うち」ということにいたしま
す。また、競争展に出品されないようなスタイル
の出品も可能かもしれません。主催者(代表者)ま
で詳細はお問い合わせください。
主 催 者 ( 代 表 者 ) 連 絡 先 ： 板 橋 祐 己
（holzbk084@yahoo.co.jp）

板橋祐己
郵趣団体の
活動PR
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モルダビアの牛 54 Parale



stamp club 編集部
stamp club（スタンプクラブ）は、2013年4月
27日に創刊された、ジュニアの為の切手収集雑誌
（フリーペーパー）です。

おかげさまで一万部作った、2013年版は６月ま
でにすべて配本を終了し、たいへん好評を博しま
した。

stamp club 2014 につきましては、本年よりも
二ヶ月早い3/1の刊行を目指して、以下の課題に
取り組んで参ります。

2014年版で新たに取り組むこと
1. 発行部数の増加と博物館への配本強化
2. コンテンツにおける、入手機会の紹介の強化
3. 英語版の発行
4. WEBの強化（週次更新コンテンツの作成）
5. （切手商、ベテラン郵趣家の方に）サポーター
制度を導入

2013年版から継続して取り組んでいくこと
1. コンテンツの路線は2013年号を踏襲する。
2. 印刷精度・紙質も現状の水準を維持する。
3. スタンプショウ実行委員会に対するスポンサ
ードの継続と、入場口配布の継続のお願い

stamp club サポーター制度について
stamp clubの発行には一号あたり50万円近いコ
ストがかかります。少しでも軽減したく、サポー
ターになっていただける郵趣家の方を募集いたし
ます。一口 2,000円 で何口でもお願いします。

以下の特典を提供させて頂きます。
1. stamp club 2014 冊子内およびホームページ
に、サポーターとしてお名前（個人名もしくは
団体名）を紹介させていただきます。

2. 冊子を発行当日にお手元に発送いたします。
- 10部（送料当社持ち）
- 100部（ゆうパック送料当社持ち）
- 200部（ゆうパック送料当社持ち）

3. （冊子10部ご希望の方のみ）漫画「ハワイ宣
教師切手殺人事件」登場人物のオリジナルシー
ル切手2種を一枚ずつ分譲。

4. 漫画「ハワイ宣教師切手殺人事件」登場人物の
オリジナルシール切手シート購入予約権。

郵趣団体の
活動PR
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サポーター応募方法

（１）ご郵送の場合：上の「stamp club 2014 サポーター 応募用紙」をご記入ください。
　　　郵送先＝＞　102-0083 千代田区 海事ビル内郵便局留置 吉田敬
　　　送金先＝＞　下記のゆうちょ口座にご送金ください。
　　（１００６０ー１４０１６１８１　無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社）

（２）メールの場合：yoshida@kitte.com にご連絡ください。折り返しご連絡します。

皆様のご協力に感謝申し上げます。

stamp club 2014　サポーター 応募用紙

お名前

サポーター名
※「お名前」と別の名称をサポーター紹介一覧に表示したい場合はこちらをご記入くださ

い。

郵送先
（〒　　　-　　　　）

サポート口数 　　　　　口

冊子とシール
切手の希望数

※希望する物に○をつけてください。
A) 　10冊＋シール切手2種1枚ずつ
B) 　100冊
C) 　200冊

オリジナルシ
ール切手シー
トの予約

※興味がある場合は、「興味あり」とご連絡ください。



ジャパンスタンプオークション 鯛 道治
オークショニア
レポート
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またしても、吉田敬さんから新しい「雑誌」を創
刊される、とのご連絡をいただきました。「The 
Philatelist Magazine」で、PDF版だそうです。
そこに、JAPAN STAMP AUCTIONSのセール
を、オークショニアの総括でレポートを書いて欲
しいとのご依頼でした。

ワードで書いての、書き飛ばしなら、それ程の時
間は要りません。オークションに於ける、オーク
ショニアは、出品・入札・落札の全ての情報を独
占しています。だから、高く売れたマテリアルの
解説を、他の方と同じ土俵でやるのは、余りにも
フェアーでは有りません。絶対の負けないハンデ
を貰っていますから、その視点で書くのは簡単
で、芸もひねりもなく、猿にでも出来てしまう簡
単なワークです。

だから、ちょっとポイントをずらして、マテリア
ルの裏側を書いてみたいと思います。オークショ
ンで付いた値段にフォーカスでなく、絡んだ
「人」を許される範囲で取り上げてみたいので
す。あくまで、私の個人的な視点でということに
なりますが。

『PA79　JAPEX2013　フロアオークション・
11月24日開催』
年に一度の東京での開催で、1909ロットのセー
ルです。編集スタンスは、普段と全く変わらない
のですが、12月に大阪で開催のセールと平行の編
集なので、場に来るであろう人の顔ぶれを意識し
た品揃えになっています。

具体的には、戦前記念・国立のシートや、中国関
係は、ここで売るのが正解です。フロア参加者の
層の厚みが大阪とはちょっと違います。

会場に着いてからの話でしたが、フジテレビの
「超潜入リアルスコープハイパー」から取材をし
たいとのオファーを受けました。「郵便局」がテ
ーマで、その中の「切手」その一面の「オークシ
ョン」という切り口です。オークションをメイン

に立てて、絵になるシーンを撮るならば、前もっ
ての仕掛けも出来るのです。やらせや、仕込みで
なく、ガチンコの条件で、場で競りそうなものを
ピックアップして、セールの前日から放送で使う
可能性の有る画像の撮り溜めに協力しました。

10点程を選んだのですが、結果として、ハンマー
プライスは、ほぼ予想通りの高額落札のランキン
グに並んでいます。当然ながら、マテリアルに対
する値段の読みは外しません。但し、テレビ局＝
プロダクションの書いたコンテは、あくまで「切
手」で「高額」の落札品の「顔」とその落札者の
「声」が欲しいのです。オークションでの派手な
値動きのお勧めは、否応無しに、カバーが主体に
なってしまうので、先方のお眼鏡にかなって、番
組に取り上げられているかは、放送日まで分りま
せん。

それでも、帰阪後に、電話で取材され、表紙の切
手の説明を30分かかってやりましたから、全くの
無視はされずの、それなりの放送時間にはなるは
ずです。作り手と取材される立場では、趣旨は完
全にズレテいるのですが、それは全く気にしませ
ん。この記事が出る頃には当然ながら結果は出て
います。

文中に紹介しているLOTの画像は、ジャパンスタ
ンプ商会のオークション誌より転載しています。
オークションカタログでは、スペースの有効活用
の為、出品物の一部のみを掲載する事が多く、こ
の為に当レポートで紹介されている画像が、出品
物本来の姿の一部であることもありうることをご
了承下さい。



本題に入りましょう。
Lot292　出島カバー。
識者によれば、この種の物とすれば、2番目に古
いとか。香港やイギリス、スイスのオークション
に出れば、数百万円レベルだそうです。

最低値10万、入札5、スタート13万、メールの一
番札28万をクリアして、場で2人で競ってハンマ
ーは42万、日仏関係の郵便史のコレクターが、念
願かなっての落札。

実は、このテーマ、アメリカ人の年配の実業家が
矢鱈と強く、数年に亘って、世界中で買占め状
態、日本人はお呼びではなかったのです。

今回の落札者から、私が代行札を預かった、
DynastyセールのSpaulding氏のコワニーカバ
ー、200万＋＋までやりましたが、田舎物の小僧
扱いされました。米人の実業家は、エージェント
を2人（アンディーとジョージなのですが）使っ
ていて、中国の初期のカバーと、日本のそれが範
囲です。

弊社で扱った、大竜+旧小判5銭のコンビネーショ
ンカバー　 ハワイ宛、900万？の競り負けた方が
この人でした。桜の高額外郵カバーも何点か買っ
てくれましたが、今は随分と大人しくなっていま
す。基本的に日本のオークションはスルーです。

海外のセールでも、海が凪いだというか、嵐は過
ぎ去った雰囲気です。数年前に、知る人ぞ知る、
スイスのゴッソウのChiani（キアニーと読む）
で、竜100文単貼・極美・西京検査済＝「京都の
福丸の市」で蠢いている最近作ったものとは別口
でしょう・・、多分本物・・が、200万円位で落
ちたことがあったのです。空売りでは有りませ
ん。日本人の評価では、掛ける0.1。

推測ですが、外人コレクター2人が競ったという
よりも、一任の依頼を受けた、エージェント同士
が、相手の存在を知らないまま、ノンリミットで
やってしまったのでしょうか。どうケリが付いた
か知りません。依頼人も、エージェントも、日本
のカバーを的確には踏めないので、そんなものな
のか・・と案外円く収まったのでしょうか。グロ
スの値段としては、蚊にかまれた程の痛みもない
でしょうから。

この人物の落札の異常データを外すなら、出島カ
バーの評価とすれば、今回程度の数字で、妥当な
のかと思います。フランスの郵便史のみならず、
イギリスの郵便史でも使えたのですが、イギリス
の人は友好的に降りてあげていましたから。

マテリアルとしても、ペリー提督の手紙とか、か
つて、オランダのVan Dietenで500～600万で売
られたものとは、筋が違うと思います。

福丸の市でのみ、未だに飽きずに、異常発生する
希品ですが、かつてはヤフーに出して、化けの皮
が剥がれ、今は年に2回開催の、浮世の善意の中
で生きる、優しきフロアセールにのみ出てきま
す。

福丸の市の参加者は、不愉快な経験を経て、皆が
怖がって競らないので、同じ人が独占で、目茶苦
茶お安くお買い上げ。その心は、都の骨董市で出
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た、初いカバーという触れ込みで、年に2回のボ
ーナスを請求するが如くに某所に顔を出すので
す。

当コラムの趣旨として、余り詳しくは書けません
が、私は今までに何度か水を掛けて、悪意の行為
者の邪魔をしてきています。明治初期のカバーに
押された朱印には必然的に水銀が入ってます。非
破壊検査でHgが出なければアウトです。日本海航
路の船内印は、日付とルートでボロを出しまし
た。小ボタの誤用も、数日フライング、料金的に
も無茶な姿をしていました。創始75年の適正貼
は、台のルドルフ・フェッチは本物ですが、タイ
ド無の不鮮明消を外して、未使用を貼って、欧文
印を押せば、この印の出来栄えだけで真偽を判断
せねばなりません。前もっての出所の情報がない
と、惚れてしまって、痘痕も笑窪に見えるでしょ
う。

私には、若くして南海地震で逝った祖母と伯母の
霊が憑いており、突然に未来が見える事があるの
です。来年1月末のオークションに、2次昭和27
銭貼のカバーと、創始50年10銭4枚+3銭の別配
達が出ていたならば、福丸で、又しても夢のよう
な掘り出しが有ったことを、背後霊が告げてくれ
たことの証明になるのです。この話、現物を見て
いない夢のお話なので、眉に唾をつけて読み飛ば
して下さい。

Lot356　１昭1円縦3連　一見無目打
最低値5万　 入札４　 スター
ト33万、落札46万、メール
の2番札が32万、1番札が45
万、2番札の人が、フロアオ
ークションのスタート値を
Web．で見て、覚悟を決め
て、代行を頼んで落札です。

フロアの動きとしては予定調
和で大正解、ただ、マテリア
ルをどう見るかは、非常に悩
ましいのです。

同じ様な一見無目打、極軽い
ブラインドパーフというもの
は、1981年の少し前に、ア
メリカのSuperior=切手をや
めて、一時べースボールカー
ドのオークションをやってい
ました・・で売られた、河村照道さんのエラーの
コレクションに有りました。第一コーナーの縦ぺ
アだったような気がします。

私は海外への入札のデビューしたての頃で、そこ
そこ強いビッドしたのですが落せていません。そ
の頃元気だった、ジャンボ・ゴトーさんが米西海
岸へ飛び、私以外の日本人とは談合したのです
が、安くない値段で落として、関西のエラー切手
＋昭和と記念の収集家に入れたはずです。

問題は、一環工程のゲーベル印刷で、目打漏れが
起きるのかということです。鑑定に出れば、少な
くとも、無目打エラーとの結論は難しいと思いま
す。でも、あるべき場所に、目打が打たれていな
いという現象を、肉眼・目視で確認すれば、印刷
工学の視点で否定されたとしても、郵趣的には、
蒐集価値があると思います。

少なくとも、今回のセールでも、全て承知のお二
人が納得して競り、鑑定云々という声は全く聞こ
えて来ていません。
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Lot384　国立阿蘇4完シート
最低値34万　 入札７　 スタート43万、落札56
万。

一連の戦前シート
35ロットですが、
鉄道70年以外は完
売、まずまずの値
段で売れました。
国内に在ったもの
ですが、奇跡的な
フレッシュさ、多
少のシミは目をつ
ぶれる状態です。
コレクターのメールビッドでは落ちず、小売り前
提の有力ディーラーも負けました。

落札者は、ヤフーに最低値100円均一、ヘッジ無
しの出品をするブローカー、随分と思い切ったデ
ィールをやるのです。今までの成功体験がそうさ
せるのですが、トラッドなオークションハウスと
しては少しシャク、エンドユーザーで一番高く買
うコレクターをこちら側に引き入れねばなりませ
ん。

因みに、今回の落札者、お坊ちゃま的な好人物で
すが、ちょっと頭がお堅くて、融通が利かないの
です。ヤフーの出品記事のセールストークは、判
で押したように、北米帰りのフレッシュな美品と
書くはずです。確かに、フレッシュさは抜群です
が、日本に在った物なので、そのトークは正しく
有りません。突っ込んでみて下さい。

ついでのお話ですが、今回のシートの出所で、
「切符」と「骨董」もかなりのボリュームで出た
のです。切符には樺太が1枚有って、「川上炭
山」、ヤフーで売って、3万ぐらいだったとか。

樺太の鉄郵なら、切手の世界では100万は楽勝、
切符は安いねと言ったなら、数の力はすごいの
で、切符を1枚ずつ出品して、＠3000円ぐらいに
なっていて、合計で切手よりも高いよと反論され
ました。昭和10年代の収集品、切手と切符とどち
らがお金がかかったのでしょうか。

Lot758　 2次昭和10銭地図貼第1種長崎宛　
20．9.　8　罹災返戻　「長崎原爆戻」
最低値30万　入札3　スタート42万　メール1番
札62万　落札64万。

8月のオークショ
ンの時に預かりま
した。紙袋に入っ
た、数十通のカバ
ーの中の1通です。
ご出品者は、少な
くとも、口では全
くご存じなかった
そぶりでした。こ
れは、素人受けす
るし、テレビにも
映えるアイテムで
す。メールクリア
の64万は確実、プ
ラスして80ぐらい
かなと言っておき
ました。
長崎の原爆での配達不能便、しかも、スタート値
と1番札に差が有る。場で手が上れば、15声は札
を読む。場で上るのは、1人ならば64万、2人で
意地を張ればどこまでも。面子的には誰がどう動
くかは極めて読みやすいのです。

メールの1番札は想定の人。問題は、今のタイミ
ングで場で2人が張るかどうかだけ。九州の杉林
も無尽蔵ではないでしょうに？？だから、落札値
は大人しい。

現存5通以下で、最上の状態です。出品物として
受け取った時点で、60～70万、かつては、広島
原爆戻しをメールで100万で入れた人がいるの
で、もしかしたら大台かなと思っていました。オ
ークショニアとしては、読みは外してないけれ
ど、期待値よりは少し低め、テレビの顔出しのイ
ンタビューは、マテリアルがカバーだし、別の意
味でも無理だったようです。
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Lot1477・1478　 著名人発で沖縄県令・鍋島
直彬宛　宛名は名前だけで住所無し。
1477は最低値20000　 応札3　 スタート
62000、1478は最低値10000　応札5　スター
ト22000、差出人が、1477は品川弥二郎、
1478は岩倉具視、でもそれは全く無関係、ハン
マーは2ロット共に20万。

1番札は、来年夏のボーナスまでは、水だけで暮
らす覚悟を決めた信念に生きる人。競った人も当
然、途中で相手の存在に気づいて、負けを承知の
悪戯ビッドでしょう。オークショニアは、毛ほど
もヒントはあげませんから。
マテリアルのポイントは、那覇に行っているかだ
け。鍋島公は、元佐賀藩主、初代の沖縄県知事で
す。

2通共に、13年の
東京の白抜十字、
那覇の着印は勿論
無し。沖縄へは船
か陸路かは不明で
すが、せめて、横
浜なり、大阪なり
の中継印があれ
ば、那覇へ行った
と読めるのです。
それが無いという
ことは、東京の上
（かみ）か下（し
も）屋敷へ運ばれ
た可能性は否定で
きません。

1番札は、確信を
お持ちの方が、突
拍子も無い数字で入れていました。スタートは大
人しい、でも、自称沖縄切手のナンバーワンコレ
クター＝100円加刷の枚数では正に日本一？を自
負する人が、場でお付き合い、マテリアルの顔付
では分らないけれど自分のコレクションになら、
沖縄へ行っていると書けるからとほざいていまし
た。落とした人も、このパターンは計算の上、出
品者も含めて皆が満足のディールでしょう。

Lot1631　産業3円貼印刷物船便スウェーデン宛
白封実逓FDC
最低値50000　 応札5　 スタート90000　 落札
155000。

今回取り上げた物の中では、最もまとも、でも書
きにくいのです。産業のコレクターの評価では、
安いと受け取るかも知れません。

落札者は、エラーとFDCのコレクター、今年の全
日展で、弊社の即売品の制定シートのFDCを買っ
てくれました。勿論、安くは無い値段です。

FDCのカテゴリーとしては、捕鯨の3円は珍しく
はありません。渡辺版は多いけど、白封が少ない
から貴重、という評価にもなりません。だから、
買えるポイントは、偏に、適正12日間だけなので
す。

かつて、林国博さんが全日本郵趣に記事を書いた
時点では、現存2点で間違いはないのでしょう。
でも、その後結構出てきていて、FDCでない、適
正期間の実逓も見つかっています。和文消だった
かな。

今回の値段は、もしかすれば、持ち主の買値や、
昔動いた値段よりも安いかも知れません。

でも、マテリアルをクールに評価して、今回絶対
に買わなければならない物かと言えば、私は積極
的には勧めません。

適正期間の欧文ならば、ノンリミットでのビッド
も有り得ます。でも、トラディショナルで使う場
合は、FDCのプライオリティーは下がります。
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それに、他に替わるもの、例えば、議事堂3円小
包葉書に捕鯨を加貼して、カタカナローラーな
ら、十分替わりが勤まるでしょうに。

外郵に限定しても、8枚貼の船便でも良いので
は。私の評価で言えば、「12日間」というよう
な、定量の期間を根拠にして、マテリアルの価値
を論ずるのは好きでは有りません。
初期使用という括りで判断する場合、何でも、3
月以内なら、初期と書かねば気がすまない、的な
愚かさに繋がる恐れがあるのです。菊3銭茶や、
乃木なら、1週間以内がその範囲です。杓子定規
な評価では時代に取り残されます。

捕鯨の船便印刷物の白封初日は、使い方に悩みま
す。値段云々でなく、「使えるか否か」が難しい
のです。

切手展に出す作品に使う場合は、自己評価が過重
になりがちで他人のそれとはギャップが生じる恐
れが有るのです。他人に見せない、自分だけのコ
レクションとしては大丈夫です。

同じような物でも、立山85円ゼロゼロの白封、第
5地帯宛の初日実逓ならば、着印付なら100万に
なっても驚きません。渡辺版は、結構有ります
が、白封で作るという発想は私には想像が出来ま
せん。数回前の弊社のセールに出たそれは、お買
い得だったと思います。2通有るとも思わない
し、それを超えるか替わり得る物も目に浮かばな
いのです。
　

今回のというよりも、最近の弊社のオークション
の目玉のロットです。
Lot1294　旧中国バン龍2版1C葉書香港宛　広
東発　鉄郵中継　香港着印
最低値20000　応札8　スタート27万　落札62
万。

オークショニアのみが知る情報ですが、メールの
1番札が35万、フランスからのテレフォンビッド
が確実に入ります。大竜コンビのハワイ宛を買っ
てくれた人なので、かなり強い札なのです。

それ以外にも札の入り具合で、人気の程も予想で
きます。だから、テレビ局には、数字が動くし、
テレフォンビッドと場で競って、大盛り上がりだ
と言って置きました。

この種のマテリアルの評価は私には分りません。
でも、競る面子は予想通りで、いい数字になりま
した。もしかすれば、本土での流通価格は200万
かも知れないけど、それには私は興味は有りませ
ん。中国人は本音では話しませんし、オークショ
ニアにとっては、自分のセールのそれが絶対の正
解ですから。

落札者は、五月の蝿みたいに、「うるさく」声の
大きい人。毎回何百万か買って、現金払い、上客
ですし、彼一人で、随分と場の雰囲気が変わりま
す。テレビの人も、コンテに合わせて、動き回っ
ていましたが、切手の高額落札者には軒並み逃げ
られたみたいです。

だから、興奮状態の「五月・蝿」さんにインタビ
ューを申し込み、15分は大声でしゃべっていたら
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しいのです。でも、狙ったテーマとは絶対にマッ
チしていないと思います。全面ボツでも、何の不
思議でも有りません。

中国を書き出せばきりが無いので、この葉書だけ
に絞ります。最近の中国鉄郵の出品ラッシュは、
数年前に「五月蝿」さんに煽られたのです。自分
も知っている、或る人が、旧中国の鉄郵のいいコ
レクションを持っている。声を掛けなさいという
アドバイスです。実は、30年ぐらい前からの付き
合いで、大昔に、旧中国の束、バン龍だけでも、
2～300束を売った記憶がありました。５Cとか
７Cは嫌われて、葉書額面以下を望まれました。

要は鉄郵が狙いです。お年は確か86歳とか、数日
前にご子息から電話を貰いましたが、売りたい物
はまだまだ一杯有る、出品記事が書けないけどど
うしようかという相談です。苦労して書かれて
も、最早全く読めないので、記事は要りません。
こちらにお任せ下さい、で解決です。旧中国だけ
でも、安かった頃に私から行った束のカスでも、
今は売れる状況です。長いお付き合いになるでし
ょう。

今回のJAPEX2013・フロアオークションセー
ル、総括すれば、出品点数1909・落札点数（不
落札の即売含む）1590・落札率83.29％・返品2
点・落札金額57,348,050（手数料15％除く）。
最低値合計が、39,524,400、最終の伸び率は最
低値をベースにすればプラス45％。不落札品も、
手数料8％で65点・約140万円売れています。

昨今の標準のデータより10～15ポイントは↑の
好結果でした。メールビッドは約480名と少なめ
ですが、フロアの札数は、最高記録の160番、
150席の会場で立ち見状態でした。11月24日の
セールでしたが、12月7～8・10日のオークショ
ンの準備の関係で、12月の3日には精算を完了、
即座に次の準備に入っています。

『第149～151回セール 12月7,8,10日開催』
引続いてのセールのレポートです。JAPEXセール
と間隔が2週間ということは、編集からセールま
で、全てにきつく、ロット数も控えめで、2日間
の競りも3時と3時半からのスタートになりまし
た。

参加者も、買い疲れ？で、フロアの出席者は２日
で約100名と少な目でした。PA80・MA70・71
合算で、落札率は66.86％・落札額28,347,900
円でした。不落札の即売で成約率は数％は伸びま
すので、ギリギリで70％でしょうか。

JAPEXセールを合わせてのハンマープライス＋手
数料15％の合計が、1億円を超えるか切るかが、
極めて微妙な数字です。ほぼ毎年、ここらのプラ
ス・マイナスで一致していますから、来年に向か
って頑張らないといけません。物さえあれば、需
要は十分に掘り起こせると思います。

本来のテーマに入ります。どちらかと言えば、出
品者にスポットを当てましょう。

Lot2372　丸一　台湾台北深坑
最低値5000　 入札7　 スタート64000　 落札
165000（フロア）です。

出品者は、片山准教授が、その知識の深さにおい
て、唯一一目置くベテラン収集家、消印の内、特
に丸一のスペシャリストです。日本全国の局数集
めで、有れば良いというスタンスで、着印の封筒
の切れっ端でもOKで、一局増えたと思える人と
はポリシーが違います。存在数の多い・少ないの
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みならず、そのバックボーンを、文献と考察で推
理することが出来る方なのです。ちょっと前に私
が出した、石井道夫さんの琉球丸一の告示前使用
を解析した論文には脱帽しました。

今回の出品時にも随分ご謙遜で、駄目な物は返品
せよとのメモが付いているのですが、その心配は
ご無用です。今回は特に台湾で、見るべき物があ
りました。昔から台湾の丸一の希少度は、局名の
文字の数で決まると言われていました。大局は2
文字が多く、3文字以上のそれは少ないというこ
とです。強ち嘘ではないし、今回の出品は概ね3
字＋局、でも、オークションで付く値段は、強い
人が二人いるかのみがポイントです。今回の強気
の人は持っていないものだけ、値段構わずに買う
というスタンス、もし、孔繁謀さんがご健在なら
幾らになったでしょうか。

Lot2585　 1次円75円貼　 欧文機械5本波
OSAKA
最低値50000　入札７　スタート125000　落札　
230000（メール）です。

このタイプは、大阪中央局の空港分室ですが、局
種と値段は無関係です。派手なタイプですが、
時々見かけます。ポイントは台切手、欧文機械の
場合は、日常的な標準稼働でなく、郵便物が多い
ときなどのスポット稼働だと思えます。だから、
ある種の組み合わせは、矢鱈と多いのですが、そ
れ以外は殆ど見かけません。

今回の物はアメリカ宛の第1種航空便で、一般の
郵便物としては普通です。ただ、条件が一致し
て、機械に掛かる確率としては、航空と船便の印
刷物とは比べ物にならない少なさなのでしょう。

旧蝶75円の使用例としても、絶対に飽きが来ない
でしょう。

この出品者は、中々に魅力的、E-bayでお馴染の
中国系アメリカ人の好青年です。香港のオークシ
ョンで必ず会うし、挨拶も話もします。郵便史、
特に外地が強いのです。香港のセールでは、完全
に私と2人だけで競ることも多いのです。スター
ト10万円、下見無しでは入札は無理、ビッドは私
と彼が2人だけ、競りに競って110万円みたいな
ケースがしょっちゅうです。談合すれば、お互い
に、1ロットだけで、50万助かるのですが、その
声賭けはやっていません。若いライバルには楽を
して儲けさせたくないし、彼の場合、こちらの評
価に付いてくるのでなく、完全に自分が持ってい
る価値判断でのビッドで、邪魔をするそぶりは皆
無です。

ジュリアン・クライブや、談合のシンジケート相
手の、お金の多寡が全ての、ギラギラ談合はやれ
ません。ただ、海外で日本切手を買って、鞘抜き
を狙う人、結構リスクがあるのです。最終消費地
の日本での際どい相場は絶対に分らないし、少な
くとも、我々の上で買わないといけないのですか
ら。

「ジン君＝ゲネとは読まない」にすれば、2557
のTOKEIカバーが最低値指定の25万で不落札、
2585～2587は3通1ロットで数千円の値付けを
私が訂正して、合計で343000、結果オーライで
すが、ちょっと複雑かも。
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Lot3254　 台湾楠公に乃木2銭貼嘉義宛　 台南
20.5.20
最低値35万　入札5　スタート66万　落札90万
（フロア）。

出 品 者 は 、
JAPEXでは、
いつもニコニ
コして歩いて
い ま す 。 た
だ、日本語と
英語が全く駄
目、だから意
思の疎通に苦
労 す る の で
す。大体が、
日本語ぺらぺ
らのお供と一
緒なのですが、結構一人歩きで我々に会話を求め
るのです。台湾の古銭屋さんで、売りも買いも長
い付き合いです。

インパクトが有ったのは、落札代金を、ボロボロ
の、板垣退助と聖徳太子で払って来たことです。
何度かは我慢して、日銀の判断を仰いだのです
が、毎回はきついのです。だから、お支払いの手
段として、この人にだけ、汚くない日本のお札
で！！と注意書きを送りました。その後は完全に
直りました。

今回の出品物は12点で完売、全て最低値指定でし
た。良い金額になっていて、預かり金をご希望な
ので、当分は弊社で一杯買っても、お支払いには
不自由しないでしょう。改めて出品物を見直して
も、立派な品揃えだと思います。

郵便史で、軍事関係など、物凄く値決めは困難で
すが、出鱈目のデコボコでなく、落札値を想定し
ての0.5～0.6を掛けているのでしょうか。それ以
上 に ビ ッ ク リ は 、 櫛 入 三 日 月 の
HIROSHIMANAKAをきっちりと知っていたこ
と。侮れません。

因みに、台湾楠公の乃木貼は、少なくとも4～5点
はあるようです。完全な兄弟カバーでなく、ご親
戚カバーなのが微妙ですが、まだまだ出て来ても
不思議では有りません。中々に達者なお爺さんで
すから。今回と同様の物、「乃木バカ君」が、初
めて車椅子でJAPEXに現れた時にも売られたと思
います。ハンマーは110万だったとか。100万前
後が相場でしょうか。

Lot3582　姫路城連合返信部ハワイ発東京宛
最低値20万　 入札5　 スタート30万　 落札56
万。

露骨なケバサはないのですが、郵趣家発で郵趣家
宛、でも連合葉書のコレクターとすれば、パスは
出来ません。持っていないのは確かだし、次に出
て来ても、今回よりも良い物ならば、絶対に自分
では勝てませんから。出るのが分ってからは、随
分と動き回っていました。当日までうろうろし
て、ゴチャゴチャやっていましたよ。

オークションなので、覚悟を決めれば、相手が誰
でも勝てるのです。目を瞑って、手を上げ続けれ
ばそれで勝ち。簡単でしょう。メールの札も想定
内、場でも予定の人が何時もと同じく邪魔をし
て、でも、きっちりと「よく頑張りました」の拍
手を貰えましたから満足でしょう。

この葉書、同類が少し前の、ゲルトナーのフロア
に出て、ちょっとした話題になったのです。見落
としの可能性はゼロです。普通の評価は、今回の
物も含めて50万が相場です。料金が合っている正
規の使用例は、極めて少ない物ですから。

ただ、ドイツのそれの落札値は、エージェントの
手数料をきっちり含めて110万になりました。情
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報通が教えてくれたのですが、50～60万まで
は、かなりいて、この段階では葉書のコレクター
のビッドです。

超えてからは、テレフォンビッドでの検閲印のコ
レクターと、うちのエージェントとの競りだった
とのことです。ワルシャワ・ゲットーの検閲印が
あり、「命のビザ」＝杉原千畝に救われた人の物
だと双方が分っての競り合いだったのです。オー
クション誌には、当然書いてありません。この情
報を持っていないと、ここまでは飛び込めないで
しょう。

Lot9096・9097・9378他　渡辺版FDC
最低値500円　 入札数21・22・19．落札値
5200・10500・21000。
物は、文通蒲原、文通箱根、日米修好S/S。実は
今回の3冊セールでの入札者数ランキングの上位4
位までは、別冊の渡辺版FDCだったのです。

別冊の落札率は64.56％なので、それ程良くは有
りません。要するに、皆さん良く見て、チョイス
してビッドをしてくれているのです。

渡辺版は、川瀬巴水は別格です。特に、ヤフーに
出せば相場が1万ぐらいの物が4～5万で売れるこ
とが多いのです。そのことが理由ではないのです
が、ちょっとした事情があって、弊社の独立の別
組織で、ヤフー・オークションに力を入れること
になりました。週に100点ぐらいで頑張りましょ
う。

JAPAN　STAMP　AUCTIONSとしては、会員数
はほぼ1700名、微妙に右肩下がりです。これを
少なくとも、平行に持っていくべく手段の一つと
して考えているのです。走り続けて、手品をやら
ないとジリ貧になってしまいます。まだ休むわけ
にはいきません。
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鯛さん、楽しいオークショ二アレポート
ありがとうございました。
次回のジャパンスタンプオークション
は、来年2014年2月22日～23日です。
併催の大阪駅前第3ビルバザール含めて、
吉田も参加予定です。また盛り上がるオ
ークションになればと想います。（よ）



The Philatelist Magazine は、皆さんの「～したい」を実現します。

- 「切手展／イベントを開催するので、郵趣カレンダーやピックアップイベントで宣伝し
たい！」
➡ 3/15-6/30までに開催されるイベントであればエントリー可能です。

- 「切手に関する研究記事／啓蒙記事を書きたい／単行本を出版したい」
➡お役に立てると思います。
どのような内容で書きたいかまずはエントリーください。
連載で執筆し、将来単行本を出版するアプローチも可能です。

- 「これ、ちょっと珍しいと思うんだけど。。。。自分の収集品を紹介したい。」
➡謎解き郵趣への収集品の掲載を検討いたしますので、まずはエントリーください。

　　 記事を書くよりも手軽にご参加いただけます。

- 「郵趣団体の活動アピールページにのりたい。」
➡いくつか制限事項（※）はありますが、まずはエントリーください。

　　※ 全国を対象に会員を募集していない切手サークルは対象外です。
　　　 二大競争展を開催している団体への非建設的な中傷を行うサークルは対象外です。

- 「オークションの結果レポートを書きたい」
➡歓迎します。どこの国のどのオークションかを書いてエントリーしてください。オー
クショニア自身の参加も歓迎いたします。

The Philatelist Magazine エントリー方法（例）

　　　　メール連絡先；yoshida@kitte.com　宛にご連絡ください。

12/15
第1号発行

次号記事の
募集開始

3/15
第2号発行

1/26
第2号記事
エントリー
締め切り

2/24-3/10
第2号記事
原稿提出
締め切り

題名：The Philatelist Magazine 第２号にエントリーします。
本文： 2014年5月に切手展を開催します。
　　　 是非、The Philatelist Magazineで宣伝したいので、
　　　 ピックアップイベントに掲載していただけないでしょうか？
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The Philatelist Magazine が一年後も継続刊行できるよう購読者をご紹介ください。

紹介方法

その１）周りに購読希望者がいらっしゃいましたら、電子メール等でご紹介ください。

　　　　メール連絡先；yoshida@kitte.com　宛にご連絡ください。

その２）購読希望の方に、下記の購読申し込み方法をご連絡いただいてもかまいません。

　　　　メール連絡先；yoshida@kitte.com 　　

試験発行を終了し、有料発行に移管するに際しては、改めてすべての購読者の皆様に、継
続購読されるか否かをお聞きいたします。何もせずに有料購読者になることはございませ
んので、ご安心ください。

The Philatelist Magazine 選べる三つの購読法

1）電子メール版      2,000円／年間 　　　　=> 試験発行期間中は 0円
2)  紙版（モノクロ）2,000円+印刷費／年間  => 試験発行期間中は 1,000円／号（〒別） 
3)  紙版（カラー）   2,000円+印刷費／年間  => 試験発行期間中は 3,000円／号（〒別）

※試験発行は2014年9月15日号迄の予定です。なお、紙版には付録を含みません。

題名：The Philatelist Magazine 購読者を紹介します。
本文： 切手太郎さんが試験発行期間中の購読希望です。
　　　 メールアドレスは、 taro @kitte.com です。

題名：The Philatelist Magazine 購読を希望します。
本文： 切手三郎と申します。
　　　 The Philatelist Magazine の試験発行期間中の購読希望です。
　　　 メールアドレスは、 saburo @kitte.com です。
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