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The Philatelist Magazine
試験発行 第5号（2014年冬号）

日本 1973 第28回国体記念切手 裁断エラー 
世界の中でも管理の厳しい日本切手では、エラー等が出回る事は少ない。

The Philatelist Magazine 選べる三つの購読法 

１）PDF版  2,000円／年間     => 試験発行期間中は 0円                           
２）紙版（白黒） 2,000円／年間 + 印刷実費 => 第５号迄の予約価格は 1,000円／号（〒別）     
３）紙版（カラー） 2,000円／年間 + 印刷実費 => 第５号迄の予約価格は 3,000円／号（〒別）  

※試験発行は第５号（2014年12月15日発行）迄の予定です。なお、紙版には付録を含みません。
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The Philatelist Magazine
本発行のご案内

入会方法 
1. ホームページ（ http://tpm.stampedia.net/ ）にてご登録ください。 
　入会登録は、1分で終わります。今すぐどうぞ！ 

2. 会費を下記の方法で送金下さい。 
　（１）ゆうちょ振替口座　００１００-６-３２３６３８　加入者名　吉田　敬 
　（２）楽天銀行　ロック支店　普通７０２７３４５ 
　　　　加入者名　無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社 
　（３）Paypal　kaimono@kitte.com 
3. 入金確認後、各サービスのダウンロードや利用をする為のホームページにアクセスする為のStampedia 
Idを発行しお送りいたします。（既にお持ちの場合は紐づけてご連絡さしあげます）

一年間の試験発行を行ったThe Philatelist Magazineの本発行開始につき、購読以外の特典を
付与する為、会員組織を設けることといたしました。The Philatelist Magazineは、その機関
誌として発行されます。入会方法＝購読方法は以下の通りですので、是非ご購読下さい。  

会員特典 
1. 機関誌「ザ・フィラテリスト・マガジン」2015年発行分 PDFの無料ダウンロード権利 
　2015年は3/15, 6/15, 9/15, 12/15 の発行を予定しています。 

2. オンライン郵趣データベースの2015年中の使用権利 
　郵趣記事やエコー葉書のデータベースを無料で使用できます。 

3. 図入りリーフ（PDF）の無料ダウンロード権利 
　日本切手の図入りリーフを2014年分（図）を皮切りに2000年 
　迄さかのぼり提供予定です。 

4. バックナンバー（PDF）の購入権利 
　試験発行期間中のバックナンバーを会員限定で販売します。 

5. 機関誌（紙版）の特価予約権利（本年のみ送料無料サービス） 
　年間予約された場合に限り、ページ数が100を超える大冊の 
　場合も追加料金を頂かず、モノクロ1,000円、カラー3,000円 
　で販売（各号）し、かつ初年度に限り送料を無料とします。 

6. 入会と同時に創刊プレゼントに自動参加（詳細は後日メールにて)

日本の山岳シリーズ　第5集  2014.8.1

2014-1

　   JAPAN　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　　　　　  　 　  2014    

年会費：   　　2,000円 
期間：  2015年1月1日～12月31日 
＊購読以外に以下の特典が付いてきます。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ザ・フィラテリスト・マガジンの本発行について 
昨年12月15日に、PDFで読むことを前提とした新しいスタイルの郵趣雑誌の試験発行を開始し、
本号で試験発行期間最後の第5号の発行となりました。そしてこの間、特に経営的な課題をクリア
できるかどうか見極めてまいりました。 

まず無料購読期間中に1,000人と高い目標を掲げて目指してきた購読者数は約650人にとどまりま
したが、それでも一年前に読者数３０人から始めた雑誌としては上できの数字ではないかと思い
ます。総人数以上に手応えを感じたのは、毎号のアンケートに百人以上の方がお応え下さる事です。
これだけ手応えのある郵趣メディアの運営ができるのは嬉しいことです。 

次にご寄稿についてですが、郵趣界の様々な層の方の玉稿を頂くことができる媒体に成長するこ
とができ、それにより発行者である吉田が記事の執筆に追われるという最悪の事態は逃れました。
今はどれだけバランス良く各号の内容を集め、あわせて新しい執筆者の方を発掘するかを考えて
おります。これは記事集めに難儀する郵趣雑誌が多い中で本当にありがたいことだと思います。 

これらを受けて本発行の決断をする時に最後に決断しなければならないのは、スタッフの増員で
す。試験発行期間中は様々なシミュレーションもあり、大半の編集作業を社長である私が担当し
ていましたが、それでは「ザ・フィラテリスト・マガジン」以外のプロジェクトが止まってしまい
ます。スタンペディア・プロジェクトには他にもWebや紙のプロジェクトがたくさんあります。そ
こで既に第5号制作時からスタッフを一名増員し、12月末にも更に一名が合流する予定で、今後
も積極的にスタッフの採用を進めていきたいと考えております。（関心ある方はご連絡下さい） 

人的コストや設備投資、資料購入やその他業務委託を含めますと、当誌単独の年間経費は事務所
家賃を全く負担しないなら200万円程度でしょう。年間購読費用は年2,000円で想定していました
ので、現在の無料購読者の方全員が購読しても130万円で赤字は否めませんし、そもそも有料と
無料の壁は厚いので、有料会員にお申し込み頂ける方は当初は100人程度ではないかと考えてい
ますから、収益事業として考えれば本発行はしない方が賢明でしょう。 

しかし別に年間一千万円台と巨額の赤字が出そうなわけではありません。ですから、30年後の郵
趣人口確保の観点からも、この新しいメディアを皆さんに育てて頂きたいと考えています。 
また、私が健康で発行できている間は問題ありませんが、20年後くらいにそうでない時が来る可
能性もありますから、その時に引き継ぐ意思のある人が現れるような媒体にするために、収支を
より厳密に計算し、広告を始めとする売上も増やす努力を引き続きしていきたいと思います。 

従いまして購読に要する費用は、試験発行期間中に目標としておりました 年2,000円とします。 
ただ、単なるオンライン雑誌の購読だけですと、購読申込者も少なかろうと考え、前ページの様
な会員制度を設け、その中でプラスしてご活用頂けるオンラインサービスも追加することにしま
した。是非ご入会をお待ち申し上げます。（無料世界切手カタログ・スタンペディア(株)吉田敬） 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　　3
　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当誌の読み方・使い方 
紙版をご覧の方へ 
当誌は幅広い記事をとりまとめた唯一の総合郵趣雑誌です。ページ数が多いのは、３ページの刊
行趣旨と編集方針の為です。ご賛同頂けるようでしたら是非ご購読ください。 

PDF版のダウンロード方法と保存方法 
PDF版の定期購読を申し込まれている方には、発行ごとにダウンロード方法を電子メールでご案
内します。案内に従いご自分のパソコンにPDF版を保存してください。一旦保存するとそれ以降は
いつでも好きな時にPDF版をご利用（閲覧、印刷など）頂けます。 

PDF版をご自分で印刷して読む方へ 
当誌の購読者は、PDF版をご自分の閲覧用に印刷することができます。 
３ページの刊行趣旨と編集方針の為ページ数が多いので、全てのページを印刷するよりは興味あ
るページのみを印刷する方法をオススメいたします。また視力の弱い方にも十分楽しんで頂ける様
に、文字サイズや図版が大きくなるよう編集しています。視力の良い方は『2 in 1』（プリンター
の機能で、1枚の用紙に2ページ分印刷する方法）等をご活用頂いても十分読むことが可能です。 

PDF版の興味ある記事だけを印刷して読む方法 
目次が４ページにありますので、興味のある記事を見つけ、印刷を行ってください。本文をざっ
と流し読みして、印刷してじっくり読む記事をみつけるというやり方もあると思います。なお当誌
では表紙を一ページ目としてページの割り付けを行っております（ページ番号は各ページのフッタ
に表示しています）ので、印刷に指定するページ番号も目次のページ番号と一致しております。 

PDF版をパソコン, iPadで読む方法（オススメ） 
PDF版は、Adobe Reader を用いてご覧頂くことが
可能です。（右の画面）他のソフトウェアでの閲覧
はオススメしておりません。 
左側にある、しおりマーク（→→）を押
すと目次が表示され、各タイトルをクリッ
クすることで、主画面が読みたい記事の
内容に変わります。 
なお iPad, iPad miniでも快適にご覧いただけます。 
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The Philatelist Magazine 試験発行 第５号 目次 
ザ・フィラテリスト・マガジンの本発行について     P.02-03 
郵趣界重大ニュース          P.06-09 
郵趣カレンダー          P.10-16 
 切手市場        高崎 真一 P.12-13 
 第２回東海凱旋切手展      東海郵趣連盟 P.14 
 パソコン郵趣部会展2015      江村 清 P.15 
 stamp club サポーター募集       P.16 
私の発見・私の報告          P.18-21 
 帯封（Printed Circular）の捺印に使用された欧文機械印 丹羽 昭夫 P.18 
 振込詐欺対応のレターパック新種の発見   木戸 裕介, 吉田 敬 P.19 
 下関局の欧文機械印・通常波2点目の発見   吉田 敬 P.20 
 書留に押された欧文機械印      丹羽 昭夫 P.21 
謎解き郵趣           P.22-27 
 在中国日本局の価格表記郵便の偽物    鯛 道治 P.23-25 
 訴訟書類書留の最後期使用例     岡藤 政人 P.26-27 
寄稿記事・郵趣論文          P.28-87 
 世界のクラシック切手 第2回 
  ペニーブラックの版分類の仕方の実際   畠山 茂樹 P.29-37 
 「アメリカ上海郵便局とその前史1802-1922」の裏話  大場 光博 P.38-62 
 和欧文機械印トピックス 第3回     水谷 行秀 P.63-65 
 未解明押印機の郵便史（１） 
  見えてきた「ドイツ製足踏式押印機」   永坂 一郎 P.66-82 
 欧文消印もれ消印       鈴木 盛雄 P.84-85 
 斜線型・和文ローラー印      高崎 真一 P.86-87 
コレクションの創り方         P.88-104 
 「切手市場」の楽しみ方 第2回     行徳 国宏 P.89-94 
 ＜対談＞外国切手収集の進め方   竹上 幸浩、榎沢 祐一 P.95-99 
 トピカル作品を魅力的に見せるための3つのポイント  吉田 敬 P.100-104 
郵趣活動の記録          P.105-167 
 アメリカの”郵便史シンポジウム”と”Aerophilately 2014” 和田 文明 P.106-114 
 Stampex Autumn 2014 参観記     大越 紳一郎 P.115-121 
 JAPEX2014          P.122-139 
 MALAYSIA2014         P.140-147 
 第2回ヨーロッパ切手展　開催報告 ヨーロッパ切手展実行委員会 P.148 
 第2回競争展ルール勉強会に参加して    奥山 昭彦 P.149-151 
 郵趣文献古今東西書評　樺太の郵便と郵趣に想う  水村 伸行 P.152-153 
 郵趣文献古今東西書評　フレッチャー・オークション  水村 伸行 P.154-156 
 ジャパン・スタンプ オークショニアレポート   鯛 道治 P.157-167 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郵趣界重大ニュース 
２０１４年９月 ～ ２０１４年１２月 

 
１　衆議院解散総選挙 
12月14日に第47回衆議院議員総選挙が行われまし
た。同選挙は、11月21日の衆議院解散に伴う選挙
で、12月2日に公示されたため、葉書の差出日に関
わらず、公示日の日付である12.2の日付の選挙印が
各局で使用されました。 

２　日本人、二年連続で国際展審査員資格を取得 
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
学力）等様々な問題があります。 
それだけに日本人の国際展審査員を増やすことは、
日本のトップフィラテリストの間で課題とされてき
ま し た が 、 こ の 度 、 山 田 廉 一 氏 が
PHILAKOREA2014でのアプレンティス（審査員見
習い）参加を経て、審査員資格を取得されました。 
これは昨年の内藤陽介氏の取得に続くもので二年続
けて、日本人の国際展審査員が増えたことになり、
たいへん意義のあることです。 

３　レターパックが振込詐欺に対応する。 
10, 11月にかけて、社会問題化する「おれおれ詐欺」「振り込め詐欺」に対応すべく、「『レター
パックで現金送れ』「はすべて詐欺です。」と断言する一文が入ったタイプのレターパックが360
円青、510円赤ともに出現しました。（詳細：私の発見・私の報告） 
当初360円青にのみ出現し、郵便局員に説明を求めたところ、「振り込め詐欺犯は対面受取の510
円赤は嫌うので、ポスト投函で受け取れる360円青のみの発売となった」との話でしたが、結局
両額面とも、詐欺対応文が
入った形のものが発行され
ました。 
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４　セブンイレブンで発売された切手入門書　 
ネコ・パブリッシングから9月に発売された「切手の本」は
渡会一裕さんが監修した書籍で、あまり郵趣をこねくりま
わさず、初心者向けに日本切手をカタログの様にまとめた
本です。内容は初心者向けであれば普通に良いのですが、
驚くべきは流通形態で、セブンイレブンでのみ発売、価格
は、630円ということで、あっという間に完売しました。 

セブンイレブン扱いの書籍は売上がすごいので、同書も多
くの非郵趣家の手に渡ったと推測されます。出版したネコ・
パブリッシング社としては、それで終わりでよいのですが、
我々、フィラテリーの振興を願う立場からすると、ここか
ら復活組の収集家が一人でも出てきてくれたら、と願うば
かりです。そんな人がネットでググった時に、様々な郵趣
のノウハウが得られるようにしなければと考えています。 

５　ドル高により国内の外国切手収集家がノックアウト！ 
2012年12月の第二次安倍内閣成立後の経済政策は２割の円安を誘導し、1ユーロ=110円前後の
ユーロ相場は140円に、1ドル=85円前後のドル相場は105円となりました。11月になり、ドル高
に拍車がかかり、1ドルは120円前後にまであがり、かつての相場と比べて4割もの円安となりま
した。またこれに連れて1ユーロも150円前後にまで上がってきました。 

これにより、欧米のオークションでの日本人のビッドは不利になり、同地を主戦場とする外国切
手収集家にとっては大きな痛手となっています。問題は外国切手収集家に限った話ではなく、海
外でセールにかかる日本マテリアルについても海外の札に負けるケースが増えてきているようです。
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６　普通切手12種（1円～1000円）等を来年2月2日に発行する事が発表される。 
1円 前島密, 3円 シマリス, 5円 ニホンザル, 10円 トキ, 20円 ニホンジカ, 30円 キタキツネ, 
50円 ニホンカモシカ, 100円 サクラソウ, 120円 フジ, 140円 ヤマブキ,  
500円十和田八幡平国立公園（奥入瀬渓流）, 1,000円 富士図が発行されます。 
また同日、普通切手小型シートなどを含む「普通切手帳」なる商品も販売されます。同商品は額
面4000円前後の通常切手を納めた商品ですが、プレミアムがついて5,000円で販売されます。 
注目は普通切手刷新記念小型シート2種（内1種は無目打ち）で、このセットにしか含まれないマ
テリアルです。普通切手帳自体が二万部の発行であり、入手が難しい可能性があります。 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　　8
　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　　9
　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郵趣カレンダー 
2014/12/15～2015/3/14の郵趣イベント 

以下のイベント等については、ピックアップイベントとして詳しく取り上げております。 
切手市場　／　第2回東海凱旋切手展　／　パソコン郵趣部会展2015 

stamp club 2015サポーター募集のお知らせ 

競争切手展（判明分すべて） 

一般切手展 

開催日 切手展名称 会場 備考

2015/4/24-28 台北2015 台北ワールドトレードセンター展示ホ
ール３

第３０回アジア国際切手展 
*出品締切済み

2015/5/13-16 LONDON2015 ロンドンビジネスデザインセンター
（地下鉄 Angel駅徒歩５分）

ヨーロッパ国際切手展 
*出品締切済み

2015/7/17-19 全日本切手展2015 すみだ産業会館（錦糸町駅前） 二大国内競争展 
*出品要項未発表

2015/8/14-19 Singapore2015 サンズ・エキスポ・アンド・コンベン
ションセンター（マリーナ・ベイ・サ
ンズ）

国際切手展 
* 国内出品申込締め切り: 2014/12/25

2015/11/20-23 Hong Kong 2015 香港コンベンション・アンド・エキシ
ビションセンター・ホール５G（湾
仔）

第３１回アジア国際切手展 
*出品要項未発表

2016/5/28-6/4 World Stamp Show 
New York 2016

ジェイコブ・ジャピッツ・コンベンシ
ョンセンター（ニューヨーク）

国際切手展 
*出品要項未発表

開催日 切手展名称 会場 備考

1/11 第2回東海凱旋切手展 名古屋中郵便局もうやいプラザ 10:00-16:00

1/24-25 第１０回中国郵票展 切手の博物館

1/30-2/1 第６回テーマティク出
品者の会切手展

切手の博物館

2/6-8 JPS三鷹支部切手展／
方寸展2015

切手の博物館

2/13-14 パソコン郵趣部会展
2015

切手の博物館

2/20-22 菊田沢MINIPEX2015 切手の博物館

4/24-26 スタンプショウ2015 東京都立産業貿易センター台東館６・７ 第３９回 
日本郵趣協会の独自ルールによるトピカル部
門の競争切手展を併設
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切手のフリーマーケット、即売会 

国内４大フロアオークション 

※事前下見日および備考は、判明している物のみを掲載しています。またジャパンスタンプの事前下見日に
ついては東京開催のみを掲載しています。 

郵趣カレンダーおよびピックアップ イベントへの掲載をご希望の方向け 
The Philatelist Magazine では、郵趣を活性化させるイベントを開催・運営される方を宣伝の観
点からお助けします。地方郵趣会の切手展であっても、展示物に自信があるイベントを主催されて
いらっしゃる方、是非ピックアップイ ベントに掲載してみませんか。展示作品、フレーム数、出
品者名等を明記の上、tpm@stampedia.net までご連絡ください。 
切手展以外のイベントの宣伝もまずは電子メールでご相談ください。 

開催日 曜日 名称 回 備考
1/10 土 切手市場 117 日本橋富沢町 綿商開館 9:30-17:00

1/10-11 土日 切手バザール 72 切手の博物館（目白）

2/7 土 切手市場 118 日本橋富沢町 綿商開館 9:30-17:00

2/21-22 土日 大阪駅前第三ビルバザール 43 大阪駅前第三ビル17階 10:00-18:00

3/14-15 土日 切手バザール 73 切手の博物館（目白）

3/7 土 切手市場 119 日本橋富沢町 綿商開館 9:30-17:00

開催日 主催者 回etc 事前下見日 備考
12/21 タカハシ・スタンプ・オークション 579 メールの部あり

1/18 タカハシ・スタンプ・オークション 580 メールの部あり

1/17 JPSオークション 496 1/10 メールの部あり（1/20正午 入札締め）

2/15 タカハシ・スタンプ・オークション 581 メールの部あり

2/21-22 ジャパンスタンプオークション 86 2/15@東京 メールの部あり（2/24入札締め）

2/22 スターオークション 30 今回のみ大阪で開催

3/7 JPSオークション 497 2/28 メールの部あり（3/10正午 入札締め）
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切手市場 
開催日：1/10, 2/7, 3/7（毎月第一土曜日 9:00～17:00） 

切手市場管理人 高崎 真一 

１月の開催日が第１土曜日から第２土曜日に変更になっておりますので、ご注意ください 

今年1年の切手市場を振り返ってみると4月の日本橋富沢町・綿商会館への移転が上手くいきまし
て、入場人数も浅草時代のようなムラがなく良い反響も沢山いただいています。ご協力有難うござ
います。 

会場予約の都合や、机等の配列と後片付け、この辺りと会場料金を比較すると現在の会場での開
催のメリットは非常に大きいと感じています。 

来年4月以降台東区民会館がリニューアルオープンした場合戻るの？とよく聞かれますが既にＨＰ
や配布物「かわらばん」でお伝えしている通りしばらく綿商会館のまま変更はありません。今回
こちらの誌面をお借りして掲載の開催予定も今一度ご覧下さい。 

最近は当誌での反響も増えてきているようで
行徳さんの切手市場エンジョイ記事に惹かれ
て斉藤さんの100円カバーを楽しむ方（右図）
も増えているようです。寄せられた感想を拝
見しますと切手市場へなかなか行けない遠方
の方でも魅力を感じて下さっているようで大
変有り難い話です。 

今後の注目ＳＨＯＰなどをご紹介します。 
1月は毎年恒例エージェントスタンプ・渡会
さんの初売りです。切手市場向きに100円カ
バーや記念切手額面販売、カラーマークヤカ
バーの格安販売を毎年企画してくれています。

1月は数ヶ月振りに人気ショップ荘野さんが
紙付のままの外国切手を1枚10円位から販売
予定です。この方の外国切手使用済は日本宛
実逓を千切ったものが多く高額面切手が安く
買えると人気のようです。（右図） 
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2月以降は少しお休みだった橘康成さんが戻ってきます。橘さんも以前の切手市場パートナーでし
たが切手の博物館バザーでの出店を定番として外国切手の1枚売が人気のショップさんです。切手
市場では日本の切手とカバーをメインとしてタップリ用意しているようです。目白とは違うヤスナ
リショップ様にご期待下さい。 
 
2月はもう一つお待ちかねの
静岡ショップsumiさんとダ
ミーさんが揃って出店、毎
月出店の静岡の郵楽人さん
と併せて静岡3ショップとな
ります。ダミーさんの外国
切手のタタキ売りとsumiさ
んの日本切手マトメ売りは
ご両名とも朝から行列です。
早い者勝ちのサバイバルも
毎回恒例です。（右図） 

来年は10周年を迎える切手市場を今後とも宜しくお願いします。 

2015年 
年間開催予定日 

1月10日 

2月7日 

3月7日 

4月4日 

5月2日 

6月6日 

7月4日 

8月1日 

9月5日 

10月3日 

11月7日 

12月5日 

一月を除き毎月
第一土曜日の午
前9:00開場です。 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第２回東海凱旋切手展 
1/11 @名古屋中郵便局２階 もうやいプラザ 

東海郵趣連盟 
東海郵趣連盟では、国際展・全日展・ＪＡＰＥＸ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、開催します。 
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。 

日時 平成27年1月11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） 
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作品 F 出品者 県 切手展実績

Japan Chrysanthemum Series 8 中川幸洋 三重 KOREA2014 大金

３０銭法隆寺五重塔 5 大村公作 愛知 JAPEX2014 金

リバティーって誰？ 1 川辺勝 愛知 全日本切手展2014 大金銀

青島守備軍管内の郵便印 3 加藤秀夫 静岡 全日本切手展2014 大金銀

シベリア経由の中国局媒介逓送 1 石代博之 愛知 全日本切手展2014 金銀

支那加刷　菊・田沢１０銭 3 柳川英幸 静岡 全日本切手展2014 金銀

第一次国立公園1936-1941 4 宇佐見比呂志 愛知 全日本切手展2014 銀

東海道・山陽本線（東京門司線）の鉄郵印 5 青木章博 三重 全日本切手展2014 銀

展示作品F列の数字は展示フレーム数です。

 �$  1�

2

: �

�

白川公園 ' 4

����
� ��� ��� �����	

"��'

��/(9����

"��'

����� � �

コメダ 8 # � �

, ���)�� , ' �

	 	 '

� ���
� � ��� �� ���

' ' &,'

3 
 �

� 大須観音 �

� ��� + ����

+ ���' 

0 �

! �

�
��,' 7

5 6

 1*�

� �

�

�

�	�

�

.

%

-

$

'

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



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

パソコン郵趣部会展2015 
江村 清 

パソコン郵趣部会展は、2000年9月に開催してから、毎年連続開催して15回目となります。この
ように長年に亘って連続開催できますのは、参観者の方々の暖かいご支援によるものです。 

当部会は全国の様々な収集分野の郵趣家が在籍しており、展示作品はテーマが多岐に及ぶととも
に、競争展にはない自由奔放な作品づくりと、パソコンを駆使した美しい作品が魅力的ですので、
お楽しみいただけるものと思います。パソコンによるアルバムリーフ作りなど、ご質問がありまし
たら、ご遠慮することなくご相談ください。 

開催日時　平成27年2月13日（金）～14日（土）毎日10時30分～17時00分 
開催場所　切手の博物館　３Ｆスペース１＆２ 

多くの皆さまに今回の展示作品をご自宅でくつろいでご覧いただければと、作品をＣＤ－ＲＯＭ
に収めて、ご希望の方々に頒布しておりますので、ご覧いただければ幸いです。ご都合により会場
でご参観が出来ない方にも、頒布しますので下記までお申込みください。 
作品ＣＤの頒布（申し込み先　k_emura@nifty.com） 
頒布価格　1,000円　郵送費　200円 
振替口座　ゆうちょ銀行　支店名０一九（ゼロイチキュウ） 
口座番号　００１００－１－１８２７４７ 
口座名称　パソコン郵趣部会 
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展示作品F列の数字は展示フレーム数です。

展示作品タイトル仮称 Ｆ数 出品者名
日米関係160年と日本の歩み（第3部） 1941～51年　
太平洋戦争からサンフランシスコ講和会議まで 7 高木　康之

ニジイロ 1 鈴木　敏之

世界の「東京五輪切手」 4 樋口　豊

ルイ・ブライユ生誕200年 2
大沢　秀雄

風景印+スタンプ収集を楽しむ 1

トリエステ 1 人見　敦

旅先で押した風景印2014-2015 1 湯浅　英樹

ゴッホの自画像 1 葛井　瑞夫

金沢八景 1 中野　晶

ウミウシ、マナティ　各１Ｆ 2 立川　賢一

ポストクロッシングで届いたはがきⅡ 1 亀城　雅子

パソコン郵趣部会展の15年の歩み 2 澤口　尚子

スペイン内戦史　～ベラスケス50c貼り実逓便で辿る～ 3 江村　清

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

30年後の郵趣人口の確保の為に 

Stamp Club サポーター募集中！ 
Stamp Club 編集部 

stamp club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。各地で無料で配布しておりますので、皆さん一度は
ご覧になられたことがあるかと思います。ある意味日本で一番読まれている切
手雑誌で、それはそれで嬉しいのですが、あくまで目的は中高生を核とするユー
スフィラテリストの分母を作る事にあります。 

過去二十年間に日本で行われたジュニア振興の為のマクロ策はすべて失敗したという認識を元に、
私どもは、単なるコンテンツの企画のみでなく、配布方法についても試行錯誤を繰り返し、正解
にたどりつこうと考えています。現在は、ジュニア全般の中でも特に知的な中高生をターゲットに
置き、子供だましでない郵趣の楽しみを伝えることが重要という仮説を置き、2015年版では、冊
子の図書館への配布実験を実施する予定です。 

当活動にあたり、大人のフィラテリストの方に是非ご協力をお願いしたいのは、一口2,000円で是
非ともstamp clubのサポーターになっていただきたいということです。サポーター制度は2014
年版より始め初年度は49口 98,000円の応援を頂きました。このお金は、発行部数を3万部に増
加させる経費に充当させて頂きました。本年は更に図書館への配布コスト（郵送）の為、更に多
くのご支援を賜れればありがたく思います。 

ご支援賜った方のご芳名（団体名、ニックネームも可）を２０１５年号の冊子およびホームペー
ジに掲載させて頂くと共に、発行と共に見本誌を20部、発行当日に郵送させて頂きます。（それ
以上の数量の配布をご希望の場合も最優先で対応いたします。） 

ご送金方法は以下の三つです。 
（１）郵便振替： ００１００-６-３２３６３８　吉田敬宛てにご送金下さい。 
（２）銀行振込： 楽天銀行　ロック支店　普通７０２７３４５ 
　　　　　  名義：無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社 
（３）Paypal： yoshida@kitte.com 宛てにご送金下さい。 

ご送金金額は一口２，０００円から承っております。 
〆切は特に設けませんが、編集〆切の関係で冊子へのお名前掲載は2月末を過ぎますと難しくなり
ますことご了解下さい。どうぞよろしくお願いいたします。 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ジュニアの郵趣サポーターになっていただけませんか？ 
30年後の郵趣人口確保の為に、一口2,000円のご支援を頂けないでしょうか？

2013年創刊の当誌は3冊目の発
行を2015年4月1日に予定して
います。過去の配布場所に加え、
図書館100館への配布に試験的
に取り組んでみたいと考えており
ます。印刷代に加えて郵送経費も
多くかかるため、一人でも多くの
方にサポーターになっていただけ
れば幸いです。 
stamp club 発行人 吉田 敬

stamp club「ジュニア郵趣サポーター」へのご支援をお願いします。 

「誌代無料のフリーペーパー」という stamp club の特徴は、全国のフィラテ
リスト及び収集団体の皆様から一口2,000円で頂戴しているご支援に支えられて
います。2014年号の発行には、49口 98,000円ものご支援を頂戴しました。 

2015年号では、切手展や郵政博物館における配布に加えて、図書館への配布を
試験的に開始します。この為に数万部単位の印刷経費に加えて郵送経費も大きく掛
かることが予想され、一口2,000円からのご支援を広く賜りたく思います。 

ご支援賜った方のご芳名（団体名、ニックネームも可）を2015年号等に掲載さ
せて頂くと共に、次号発行と共に見本紙を20部贈呈させて頂きます。 
（それ以上の数量の配布をご希望の場合も最優先で対応いたします。） 

ご送金方法 
（１）郵便振替：００１００-６-３２３６３８ 
　　　　　　　　　　　　名義：吉田　敬 
（２）銀行振込：楽天銀行　ロック支店　普通７０２７３４５ 
　　　　　　　　　　　　名義：無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社 
（３）PayPal：yoshida@kitte.com 宛てにご送金下さい。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

切手／消印／郵便制度の初期・後期データ更新等 

私の発見・私の報告 
読者アンケートで「昔の郵趣雑誌にあった消印のデータ更新や、使用済み切手の日付更新コーナー
を作って欲しい」というご意見を多数頂きましたので、第３号よりコーナーにしました。 
上記事例に限らず「新発見を報告したいが寄稿記事を書くのはちょっと・・・」というようなマ
テリアルをお持ちの方は是非お気軽に tpm@stampedia.net 迄ご連絡ください。（編集部） 

帯封（Printed Circular）の捺印に使用された欧文機械印 
報告者：丹羽 昭夫 

30年以上田沢切手を収集している間に、このカバーしか見た事がありませんが、吉田さんの意見
をお聞かせ下さい。（七本波 YOKOHAMA 1921.5.25） 

編集部コメント：印刷物への捺印は戦前の欧文機械印の用途の一つで残存数は多いです。しかし
上図の様な帯封は私も持っておりません。帯封への消印抹消にあたり機械印を使用する事は、切
手部分に消印をかける為の調整が必要であるため、普通はしないと思います。 
ただ調整してでも機械印で抹消した方がよい位発送数があったのか？だとすると同様の使用例が
また出て来ないだろうか？と興味は尽きません。丹羽さんからは裏面の画像もお送り頂きました
が、発送人名が記載されていないため、送付された内容物にも興味がわきます。（吉田 敬） 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　　18
　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

振込詐欺対応のレターパック新種の発見 
報告者：木戸 裕介、吉田 敬 

2014年3月24日に発行された、レターパックプラス（額面360円, 510円の二種）の本年８月以
降製造分（梱包への捺印より確認）に新種が存在し、秋以降、郵便局の窓口に出現していること
が分かりましたので報告します。 

新種の相違点 
新種は、振込詐欺対応とも言える文言があちこちに記載されています。 
1. 閉封部分に文言を印刷（旧タイプには何も記載されていない） 

「レターパックで現金送れ」はすべて詐欺です。お心当たりがあれば、最寄りの警察（電話番
号は#9110）にご相談下さい。（下図。左が新タイプ、右が旧タイプ） 

2. 閉封時に隠れる白地部分に印刷された文言の変更 
旧：現金を送ることはできません。詐欺等にご注意下さい。厚さは3cmまでです。 
新：「レターパックで現金送れ」はすべて詐欺です。厚さは3cmまでです。 

3. 表面の「品名」欄の左下の赤字部分の変更 
旧：現金を送ることはできません。詐欺等にご注意下さい。 
新：現金を送ることはできません。「レターパックで現金送れ」はすべて詐欺です。最寄りの
警察（電話番号は#9110）にご相談下さい。 

発見日など 
360円新種　2014/10/6 海事ビル内局（梱包：2014/8/27）[吉田 敬] 
510円新種　2014/11/19 入間藤沢郵便局[木戸 裕介] 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下関局の欧文機械印・通常波２点目の発見 
報告者：吉田 敬 

2013年秋に報告者が発見した、六本波（NIPPON） SHIMONOSEKI 通常波の２例目を発見した
ので報告します。 
関門海峡を挟む門司局と下関局は共に欧文機械印が配備された外国郵便交換局でしたが、軍艦郵
便の閉嚢交換局に指定される事が多い門司局には通常波の消印が、パクボー郵便の取扱が多い下
関局にはPAQUEBOT文字入りの波の入った消印が配備されたと考えられてきました。 

しかし、第54回遠洋練習航海（行き先：地中海）で下関局が初めて軍艦郵便の閉嚢交換局に指定
されると、通常波の消印が使用されました。この事は１点目の発見および今回の２点目の発見が
共に、同航海に赴いた同一軍人差立ての軍艦郵便であったことからも裏付けられます。 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2013年に発見された１例目
（1934.5.4） 

スエズ運河を4/15差し出し

今回発見された２例目（1934.-.-）PortSaidを4/7差し出し



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書留に押された欧文機械印 
報告者：丹羽 昭夫 

書留書状への欧文機械印捺印使用例です。これも珍しいのではないかと思います。 

編集部コメント：書留への機械印の捺印は和文でも少ないのですから、欧文が押される例につい
ては更に少ないと思いますので、珍しいと思います。 
六本波（JAPAN） TOKYO 1921.11.17, 外信書状基本料金10銭＋書留料金10銭（吉田 敬） 

私の発見・私の報告では以下のような発見・報告を募集しております。 
（１）消印データの更新（最初期・最後期など） 
　　　JPSや鳴美の消印本、また各種専門コレクションで報告されているデータを更新する使用例 
（２）切手の最も古い使用日の更新（最初期） 
　　　初日使用未確認の切手等の、最も古い使用日を更新する使用例（物によっては最後期も） 
（３）郵便制度上のデータの更新（最初期・最後期など） 
　　　郵便史の観点で、既に報告されているデータを更新する使用例 
（４）これまでに報告されていない消印や郵便使用例の発見、もしくはバラエティ分類の報告 
　　　消印には使用局の発見を、バラエティ分類には字体、記号などの区別を含みます。 
（５）切手の製造面上の分類、その他 
　　　消印や使用日以外の報告も大歓迎です。 
このようなデータの蓄積にあたっては、現物もしくはその写し（コピー、スキャン）を鮮明に表示
することが大切と考えておりますので、ご報告いただくにあたり添付画像をつけて、 
tpm@stampedia.net 迄ご連絡ください。（編集部） 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謎解き郵趣 
支那字入高額貼・価格表記封筒？ 
　正解は「在中国日本局の価格表記郵便の偽物」 

鯛 道治 

新昭和切手貼りの書留訴訟書類？ 
　正解は「訴訟書類書留の最後期使用例」 

岡藤 政人 

謎解き郵趣とは？回答への参加方法、ご自身の収集品の掲載方法 
「謎解き郵趣」は読者参加型の郵趣解説記事です。 
紹介している郵趣マテリアルは、いずれも一つ前の号で、図版だけ示して、読者の方からネット経
由で回答を求めた物で、今回所有者の模範解答と共に一つずつ詳しく読み解いています。 

回答方法のリニューアル準備で今号での出題はお休みいたしますが、これまでは、現在回答募集中
の郵趣マテリアルの図版を以下に示し、当誌のアンケートフォームからご回答頂き、その回答抜
粋を次号にて所有者の模範解答と共にご紹介させて頂いておりました。次号再開予定ですので、
頭の体操のつもりで、ご参加ください。 

なお次号で掲載予定の郵趣マテリアルは既に揃っておりますが、次々号以降で問題とするマテリ
アルを募集中です。一筋縄ではいかない皆さんのひと味変わった郵趣マテリアルの画像を
tpm@stampedia.netまでお送りください。 

※第４号で出題された『北朝鮮切手？？裏面と拡大図掲載（木戸裕介氏所蔵品）』の回答につき
ましては次号掲載予定です。 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在中国日本局の価格表記郵便の偽物 
鯛 道治 

鯛さん劇場 謎解き郵趣版 お楽しみ頂けましたか？（編集部） 

• 違和感を覚える消印の印象。硬質印の字体な
のに，１円にかかった印影はゴム印のように
いびつに歪んでいて，縦長の楕円形に見える。
頭に血が上ると「あばたもえくぼ」か。[伊藤 
純英さん] 

• えっ!こんなのに贋物があるのですか?これも
ギブアップです。[内田 雄二さん] 

• 価格表記の金額に関する知識なく、謎解き難
解にて解読不能。[山崎 文雄さん] 

• 偽物です。 
福州の年号２字欧文印は、真正のものにくら
べて出来が悪い。 
カバー上の表記金額に対応すべ郵便料金分の
切手が貼られておらず、かなり不足しておりま
す。偽物作成者は、国内差出の場合の料金分
の切手を貼ったのでしょうが、在中国日本局
から価格表記郵便を差し出す場合は、日本国
内とは異なる郵便料金体系でした。[飯塚 博正
さん] 

以下、所有者の鯛さんのコメントです 

出所からして、また印影の違和感からして、気
色悪さは満々でした。封皮は本物、切手も本物、
書 留 票 は 大 丈 夫 、 ラ ベ ル の 上 の 年 ２ 字
SHANGHAI中継印もOKでしょう。筆書きの住
所は良いか悪いかは分かりません。恐らくは実
在の人物間の通信です。問題は、年２字
FOOCHOW印が真か偽かということに尽きるの
です。 

結論としては、飯塚さんのご回答で大正解、価格表記便で料金が合わないのは致命的です。 

「鳴美の日本郵便料金体系」の38ページ、(4)価格表記郵便の明34.12.21～　10円迄15銭、1,000
円迄10円毎5銭、書留料はこの金額に含まれ、普通の書状料金は含まれないのがルールです。 
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問題のカバーの表記額は220円、郵便料金は最初の10円が15銭 ＋超過の210円に対して＠5銭＝
1.05円、2倍重量とすれば３ｘ２＝6銭、きっちり1円26銭になるのです。でもそれは日本国内で
のこと。石川勝己さんのご尽力で入手できた、「逓信広報」明治35年4月25日の第3105号に省
令が出ています。 

逓信省令第16号の三　 在清国郵便官署相互間並びに同官署ト其以外ノ郵便官署トノ間ニ発着スル
価格表記通常郵便物ノ価格表記料ハ左ノ如シ 

表記金額10円迄ハ金20銭 
表記金額10円以上ハ其超過シタル額ニ対シ10円迄毎ニ金10銭。 

220円の福州→沙市ならば、20銭＋2円10銭＋2倍重量なら6銭＝2円36銭が正解です。貼り過ぎ
は有っても、郵便局の窓口引き受けの価格表記での高額の不足は考えにくいのです。一般的には、
この時代の在中国の日本郵便局発着と、内地間の料金はほぼ同一なので、価格表記も同じだと、
盲目的に信じて、偽カバーを作ったのでしょう。このチョンボは致命的なミスでした。 

同じ人物が責を負うべき大竜のコンビネーションカバー、前号のオークショニアレポートで、9月
27日の中国のオークションに出品されると書いたのですが、正確には12月29日のセールへの出
品です。上海拍売行有限責任公司 25周年記念セールの目玉です。www.paimai.sh.cn. で見ること
が出来ます。因みに又聞きですが、日本のオークションで520万＋16％で購入した、在日の中国
人のディーラーは、既に別人に売ってしまったと言っています。 

最近のヤフーでも同じ匂いの取引が有りました。性質は全く違うのですが吸引力が同一なのです。
画像では赤い中国のボストークが4冊、プラスしてストックブック、黒い日本のボストークが5冊、
琉球が1冊、これ以外に段ボールの箱が25個、封筒や切手が大量に、日本と外国の未整理品が数
十万枚、多すぎるので数えるのを断念しました。父親（故人）が40年集めたコレクション、年内
に引っ越すので一括処分します、最低値が1円スタート。 

説明では、琉球が100円加刷1枚欠けの完揃い、中国は1980年代までの未使用が1500種、日本
は1985年＝4巻までで2000種、10枚ほどの手彫は使用済、他は全て未使用、Pの文字の試作品
有、3枚の画像には中国と日本のボストークが開いた状態で写っていました。 

知識がないので、詳しいことは分かりません、というスタンスでした。 

当然ながら、中国人はそそられる、質問と要求が嵐のごとく降り注ぐ、見に行きたい、相対で即
金の取引しようの要求も有るのでしょう。でも、少なくとも第3者に判る状態では、一切合切、返
事無、だから、皆が想像を逞しくしてのブラインドビッドをやったのです。400万円台では結構な
人数が入札していました。500万円台でも、私なら分かるIDが二人、実在ですし、資金力も有る、
ガチンコの真面目なビッドです。 

結論としては、接近した1200万円の少し下で3人の札がありました。これは出品者のやらせでは
ないと思います。結論をはっしょって言ってしまえば、中国系のブラフのいかさまビットがテクニ
カルで入ったのでしょう。上から順に、キャンセル・キャンセルで、強い札をつぶして、出品者と
個別の交渉で値切って買う、奴らの常套手段なのです。でも、今回は、狐の方が上手でした。狸
とは一切没交渉、450万円で再出品したのです。ここの部分が重要です。450万のロットが、前触
れなく「即買」で出たとしたら、誰もが警戒をするのです。売れる可能性はゼロでしょう。でも、
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別の情報がインプットされていれば事情が違ってくるのです。そこまで読んでの小細工とは、にわ
かには考えらないのですが。 

画像と、説明と、ボーガスとは言え、一度は付いた1200万のハンマープライス、金を送って物が
来ない可能性はゼロ、琉球の1枚抜けや、印刷局の試作品は、ド素人では思いつかない高等テクな
のです。赤いボストークが4冊有るのは確か、1985年までと年代もお尻で切ってある。1500種な
ら、梅蘭芳と天安門5版は無い、1980年の赤猿は100％有るし、愛科学や牡丹も多分、もしかす
れば文革の揃いも有る・・・、全部が未使用。頭で電卓を叩けば200～300万にはなるのです。
日本も、40年集めたコレクションなら、記念は未使用で全揃い、2巻以降は全部ある、手彫と旧
小判高額、菊5円・10円は無いだろう。状態のロスが有っても200万位かなと読むのです。25箱
の段ボール、ボストークサイズなら一箱に10冊、全部で250冊、＠1万でも250万、450万は余り
にも安いのです。 

とある、シンジケートが即買いのボタンを押しました。取引成立、金と物が迅速に動きます。事
前情報の、目に見える物は有りました。琉球は1枚抜け。1次普通は初版と再版、赤と黒のバイン
ダーの開いた2ページの本物の切手、数十万枚の切手もありました。 

瞬時で、夢が絶望と化しました。 

ボストークは見事までにスカスカです。数十万枚は日本の現行の100枚束、25箱はゆうパックの
中ぐらい、1箱に郵趣サービス社の立派なFDCアルバムが3冊です。出品者は嘘は書いてないので
す。妄想で信じる方が悪いのです。 

一つのヤフーIDが目に浮かびます。Tomopu・・・、●●智●、あの当時、電話をしたりそれ以
上の身元調査をした人がいたのです。30歳位の女性、少なくとも著名な収集家を父に持ってはい
ない、住まいは東京の●●区、職業もそれなりに分かったとか。今回の25箱さんも通信先は東京
近辺、ヤフーID所得の名義も、ゆうちょ銀行の口座名も本名でしょう。　　　 

Tomopu・・・のお友達？ 

絵を描いたのは、「福丸」のお髭ちゃん？ 

1200万円の中国人のビッドは計算外でしょうし、それ以外は何も違法な行為はやっていません。
人の心理を巧みについた「コンゲーム＝知的な詐欺」、ジェフリー・アーチャーか、シドニー・シェ
ルダン作のお仕事です。手彫の偽カバーは逃れようの無い罪深い所業なのですが、ビジネスとして
の「コン」は引っかかっても、夢を見た代償を払ったと思えば笑って済ますしかないでしょう。
かの輩は、このところ「都の市」にも姿を見せていないのです。 

売り場所も限られてしまっています。某オークションの経営者に注意を喚起したことが有るのです。
その返事は、噂は聞いています。でも自分には、彼の出品物が偽だと見抜くことは不可能です。だ
から、出品物として受け付けて、エクステンションが掛かって、定めた期間内に、偽物だという鑑
定が出たものに対しては返品に応じます、が回答でした。この返事をなす人に、重ねての忠告は無
意味でしょう。いうべき言葉は有りません。最早お天道様の陽を浴びることが出来ない、かの輩
が、次に現れるのはどこになるのでしょうか。 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訴訟書類書留の最後期使用例 
岡藤 政人 

12月29日引受ですが、官庁御用納めの期間を考えると更新使用例は存在しないかも。（編集部） 

 

• 前回速達便の出題と似ているのでしょうか、
ギブアップです。[内田 雄二さん] 

• 料金は基本封書（第1種）料金が1円20銭、
書留料金5円、訴訟書類10円で合計16円20
銭でマッチしている。5円切手の真ん中の
切手が尾欠けの変種のマテリアルと思われ
る。[山崎 文雄さん] 

• 訴訟書類という郵便制度の制度終了直前の
使用例だと思います。訴訟書類は、公的機
関である裁判所から差し出されるので、年
末はきっとお休みだから、実質の最終日使
用例なのでしょうか？[Takayuki SUZUKI
さん] 

• 消印は昭和２２年１２月２９日で封書で第
一種郵便物（料金１円２０銭），書留（（料
金５円），訴訟書類（料金１０円）で第２
次新昭和切手が適正料金で貼付されている
と思います．昭和２３年１月１日から新郵
便法施行により特別送達へ変わるようです．
訴訟・審判書類の最後期使用例でしょうか？
[田村 邦彦さん] 

以下、所有者の岡藤さんのコメントです。 
当カバーのデータの整理 
• 切手１６円２０銭分貼りの訴訟書類書留　
料金内訳　第一種封書　１円２０銭　書留
５円　訴訟書類１０円　消印　久留米中央
通局　昭和２２年１２月２９日 

• 次に、訴訟書類書留の料金の返遷を見ます。
同２２．４．１～同２２．１２．３１．　１
０円（昭和２３年１月１日　新郵便法施行） 

以上から、今回解答を寄せられました２人の
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方の答えは、正鵠を射ております。 
昭和２２年一年間のみの訴訟書類書留料金 
ところで、訴訟書類書留のコレクション集としましては、次
の本があります。 

『訴訟書類書留の郵便史』編著者　池田 健三郎・岡本 哲 
　発行日　平成２４．８．１５．　発行所　株式会社 鳴美 

この本には、岡本哲・成田弘・常田勇次の３氏の訴訟書類書
留と特別送達のコレクションが納められており、それに池田
健三郎氏が解説を添えられています。現時点では、この分野
の唯一の参考書ではないでしょうか。 
そこで、同書の中から今回取り上げている期間、すなわち訴
訟書類書留としての最後の料金期間データを集めてみました。
（すべて昭和２２年の使用例、敬称略） 
７．２６．（岡本）　７．２９．（岡本）　８．７．（常田）　
８．１２．（成田）　１０．２０．（成田） 
これを見ると成田氏の１０月のデータが最も後期ということに
なります。 

ですから、今回見て頂きました私のデータが、現時点での最
後期ということになります。 
しかし、前記の本が刊行されましてから、もう２年が経って
おりますので、もっと後期のデータをどなたかが入手してお
られるかもしれません。そこで、ここでは取りあえず私の知っ
ている範囲では拙データが、この時期の最後期のものという
ことにしておきます。 

それから、今回の物は当地の切手屋さんで入手しました。切
手屋さんと言いましても、元々は古銭の収集家であった人が、
退職を機に切手屋を始められたのでして、仕入れ先は骨董市、
店舗はなしです。したがいまして、特に良い物はありませんで
したが、全てが収集家の目が通っていないものでした。そし
て、付けられている値も安かったです。 
今回の物も、買って帰ってよくよく見て、これはいい物だと
いうことに気がつきました。ご覧のように消印が薄いことも
ありまして。 
しかし、訴訟書類書留の最後期の使用例だということに気付
いてからは、大切にしております。 
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寄稿記事・郵趣論文 
世界のクラシック切手第2回 
ペニーブラックの版分類の仕方の実際 

畠山 茂樹 

JAPEX2014 グランプリ 記念投稿 
「アメリカ上海郵便局とその前史1802～1922」の裏話 

大場 光博 

和欧文機械印トピックス 第３回 
水谷 行秀 

未解明押印機の郵便史（１） 
見えてきた「ドイツ製足踏式押印機」 

永坂 一郎 

欧文消印漏れ消印 
鈴木 盛雄 

斜線型・和文ローラー印 
高崎 真一 

あなたの郵趣論文、啓発記事を掲載してみませんか? 
フルカラー、ページ数制限なしの The Philatelist Magazine で記事を書いてみませんか? 
オリジナル研究記事とともに啓発記事やまとめ記事も歓迎です。 
郵趣の範疇であると編集部で判断すれば日本・外国を問いません。伝統郵趣、郵便史、テーマティ
ク、トピカル、カタログコレクション、研究史、文献など広く記事を求めています。既存の紙雑誌
で掲載に難色を示された分野であってもぜひご相談ください。単行本化を前提とした 連載執筆も
歓迎です。問合せ先: tpm@stampedia.net 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世界のクラシック切手　第２回 

ペニーブラックの版分類の仕方の実際 
畠山 茂樹 

はじめに 
ペニーブラックは１２種類の版（１a、１b、２～１１版）に、分類できる切手として知られてい
ます。実際に下の三枚の様に版によって評価が大きく変わってきます。 
本稿では版分類の歴史や要素、そして私が実際に行っている実践方法を記したいと思います。 

１．版分類の歴史 
ペニーブラックにはチェックレター（後述）が入っているので切手収集創世記からリコンストラ
クション的な（版が混在しているので正式なリコンストラクションとはいえませんが）集め方を
するコレクターもいたようです。版分類の研究は1910年頃から英国内の収集家によって始められ
たといわれています。その中心人物がチャールズ・ニッセン（Charles Nissen 1880～1944.3.13）
です。 

一般の切手の場合は版分類を行う際、切手の位置（ポジション）も考慮に入れなければなりませ
んがペニーブラックの場合は切手の位置は解っていますので版分類だけを行えばよいということ
になります。とはいえシートは残っておらず、大きなブロックも少なかった為、作業は難航します。
しかしながら１ｂ、２、５、８～１１版はその後のペニーレッドの印刷にも使用されましたので、
これらの材料からも分析が行われました。特に、ペニーブラックの１１版は１８４１年２月１～
２日のわずか２日間で700シートしか印刷されなかったのに対し、ペニーレッドの１１版は40,000
シート印刷されましたので、かなり調査に貢献したといえます。 
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左より 1b版（350ポンド）、10版（900ポンド）、11版（4500ポンド）*価格はカタログ値



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

そしてついに１９２２年、ニッセンはバートラム・マクガワン（写真撮影）の協力と得て「The 
Plating of the Penny Black Postage Stamp of Great Britain, 1840」（以下ニッセン本） 

を出版するに到りました。この本の最大の特徴が実物の写真が付属していることです。この写真
により、よりビジュアルに版分類することができます。 

この本の出版にて１２種類の版（１a、１b、２～１１版）、２８８０種類の単片切手を区別でき

るようになりました。（１a版と１b版の違いはThe Philatelist Magazine第４号の「ペニーブラッ
クの誕生」（伊藤昭彦氏）を参照してください） 

この本の内容に新しいデータを加えて整理した本が１９４
９年にリッチフィールド（P. C. Litchfield）によって出版
された「Guide Lines to the Penny Black」（以下リッチ
フィールド本）（１９７９年再版も現在絶版）です。一般
的に古い本は図版が少なく記述が詳細なのですが、この本
も各切手の特徴が細かく記載されています。 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ニッセン本の内表紙と、チェックレターAA～AFの各12分類を写真撮影したページ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１９７９年には別の方法で版分類する本が出版されます。 

「The Plating of the Penny 1840-1864 Volume1」 

（以下ブラウン本）（現在絶版） 

この本はチェックレターの位置を専用のゲージで測って版分類を
行うというものです。そのためチェックレターのマス目部分に切
れ込みのあるキズもの切手は版分類できません。 

 

これらに加えて私は「Great Britain Special ised Stamp 
Catalogue Queen Victoria」（以下ギボンズ専門カタログ）も使用
しています。定番ですが定常変種から調べる時は使いやすい本です。
また新しいデータ（版の修繕｛state｝の情報等）を得るのにも使用
しています。このカタログはamazonからでも購入可能です。（参考
URL1） 

参考URL1 http://www.stanleygibbons.com/stanleygibbons/view/product/sgproductcatalog/7879/7890/SG745312 
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ブラウン本の専用ゲージ（左）と、各レターの計測位置とゲージの使い方（右）

http://www.stanleygibbons.com/stanleygibbons/view/product/sgproductcatalog/7879/7890/SG745312


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ニッセン本は私が収集を始めた１９９０年頃（当時の為替相
場£１＝２４０～５０円）£７～８００位していましたので
とても高価な本でした。しかしありがたいことに２００５年
に再版されたものが今でも購入できます。（参考URL2） 

絶版の本を探す際にはTMP３号P１１７図３を参考にして頂
きたいのですがその他に１社英国に強い業者を紹介します。
（参考URL3） 

参考URL2 http://www.stanleygibbons.com/stanleygibbons/view/product/sgproductcatalog/7880/7897/7899/SG53701 

参考URL3 http://www.barrell.co.uk/collections/gb-line-engraved-1d-blacks-incl-plating 

２．版分類の要素 
ペニーブラックには当初赤い消印が使われましたが消印を消し去る事ができると判明したため黒
い消印に変更されました。経験上１～５版は赤消印が多く、６～１１版は黒消印多いように思わ
れます。また１～２版はレイフローがあり（例外有）７～１０版にはOフローがある（例外有）と
いう特徴はあります。しかしながら最終的な決め手はチェックレターにありますのでそのチェッ
クレターについて説明したいと思います。 

１８３９年８月２３
日に公示された切手
アイデアコンテスト
の中にチェックレター
を入れて偽物の大量
生産を防止するとい
うアイデアがありま
した。（チャールズ・
フェントン・ホワイ
ティングの作品） 
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ニッセン本の復刻版の表紙

フィリップスオークション紙より

http://www.barrell


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

その案を取り入れてペニーブラックには
下の隅２ヶ所にアルファベットが入れら
れています。これをチェックレターとい
います。左の文字は行を表し、右の文字
は列を表します。ペニーブラックは横１
２枚、縦２０枚の２４０枚シートですの
で１番切手がAA、１２番切手がAL、２

２９番切手がTA、２４０番切手がTLを
いうことになります。つまり、チェック
レターをみればその切手の位置（ポジショ
ン）が解るということです。この文字は
ひとつひとつ手作業にて版に刻印された
ため版によって微妙に位置が異なります。
また、ペニーブラックのシートには耳紙
の４隅に版番号が入れられていますので、
これらを基に版分類が可能となるわけで
す。 

蛇足ながら１８５４～６４年に発行された「スター」（同図案で目打ち入りの切手）までは同じ
方法で版分類を行います。それ以降の「４コーナーレター」では印面内に版番号が入れられてい
ますので版分類はルーペで確認するだけで容易に解ります。 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Stamp World London 90 Souvenir Handbookより

チェックレターのハンドル The London Philatelist より

チェックレターのポンチ（アルファベットT）The London Philatelist より



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．版分類の実践 
英国の専門業者からペニーブラックを購入する場合、大抵版分類されています。しかしながら英国
以外の国（日本も含みます）から購入する場合は版分類されていないのが普通です。版が未分類
で購入したもので切手の裏面に鉛筆で軽く版番号らしき数字が書いてあることがありますが経験
上実際の版番号と違うことが多々あるので私は必ず確認をしています。 

版分類を行うに当たって私は以下の文献類を使用します。（私の場合、確実性を高める意味でこ
れだけ使用しますがギボンズ専門カタログ以外であればニッセン本を含めてどれか１つあれば基
本的に版分類は可能です。但し、画像のみでは版分類が難しいケースもあるように思います。） 
ギボンズ専門カタログ　／　リッチフィールド本　／　ブラウン本　／　画像 

最近はあまり見かけないのですが、画像やコピー、写真等を販売する業者があります。私の所有す
る画像はニッセン本をスキャンしたものを購入したものです。この画像の画質はあまりよくなく、
切手によっては、ぼやけているものもありますが、よりビジュアルに特定することができますの
で重宝します。 

今現在（２０１４年１２月現在）は、幸運なことにSPINKのプライベートトリティーにて実際に
ニッセン本に使用されたコレクションの画像がアップされていますのでこれを利用しない手はな
いでしょう。　https://www.spink.com/nissen-reconstructions.aspx 
それでは実践に移ります。 

その１（チェックレターCL） 
この切手をよく見ますとリエントリーであることが
解ります。ギボンズの専門カタログのペニーブラッ
クの最後のページに載っているインデックスのCLの

覧をみると1a,1b,8,10版にバラエティーがあることが

解ります。（1c版
はペニーレッドの
みの版）これらを
見ていくと、この
切手が１ｂ版であ
ることが解りまし
た。 

 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　　34
　

https://www.spink.com/nissen-reconstructions.aspx%22%20%C2%A5t%20%22_blank


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

その２（チェックレターSK） 
最初に画像をチェックしてみたところ似たような版
が複数あり、判断がつけられませんでした。ブラウ
ン本を使用してみます。測った数値に一番近かった
のは６版でした。６版の備考欄を見てみますと左上
にマークがあると記してあります。切手を見てみま
すと確かにマークはあるのですが左上のマージン部
分にあります。念のためリッチフィールド本を見て
みると左上のマスの上にマークがあることが記載さ
れていました。もう一度画像に戻ってみると同じ位
置にマークがありましたので６版で間違いないよう
です。 
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その３（チェックレターJE） 
スタンペディア世界切手カタログに掲載されているペ
ニーブラックを版分類してみます。この切手の特徴は 

① 左のJの文字が上がっている。 

② 右のEの文字が右下に寄っている。 

ことです。 

この特徴を画像で精査していくと１版であることが
解りました。次に1a版か1b版かの判定に移ります。

リッチフィールド本のJEの覧をみてみると1a版が5 

o’clock Ray Flawで1b版が7 o’clock Ray Flawの特徴

があることが解ります。この切手は5 o’clock Ray 

Flawがありますので1a版ということになります。こ

のほかにも1b版にはJのマス
に横のガイドラインがある
ことや、右上のマスにリエン
トリーのトレース等があるの
ですがこの切手には見られ
ませんので1a版で間違いあ
りません。 

今回はうまくいきましたが消
印のかかり具合によってチェッ
クレターの特徴が解らない
こともありますのですべての
切手が版分類できるとは限
りません。また、分類の難し
いものも存在することも事実です。 

何版かを求めるだけでしたら版分類を業者に依頼するという方法もあります。英国には古くから
プレーターという版分類をしてくれる人（業者）がいて広告などを出していました。現在でも
ebayなどでそのような業者をみつけることができます。価格も１枚３～４ポンド程度です。 
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最後に 
版分類のされていないペニーブラックを所有している方はとりあえずSPINKの画像を見てはどう
でしょうか？それだけで版分類できる可能性も十分あります。 

ペニーブラックをはじめとする英国の初期の切手は一部を除いてチェックレターが入っています。
自分と同じイニシャルのチェックレターを持つ切手を１枚手に入れるのも面白いと思います。ペニー
ブラックはTLまでですが、４コーナーのハーフペニーはTWまであります。 

切手の楽しみ方は実に多様であります。版分類の出来た時の喜びはクイズが解けたときの感覚と
よく似ています。自分のコレクションの切手をアイデンティファイして価値を高めていくことが好
きな方には是非おすすめしたい楽しみ方です。 

参考資料 

・１a、２版は初期使用と思われる美しい赤消が割とよくみられる 

・３版と黒消の組み合わせは少ない 

・６版以降の赤消はスタンプ台が汚れてくる為か鮮やかな赤のものは少ない 

・１０版の赤消はカタログ価の割に数はあるので美しいものを 

版 SGカタログ評価 
赤マルタ消

SGカタログ評価 
黒マルタ消

市場価格 
赤マルタ消

市場価格 
黒マルタ消

1a 350 1100 ２５０～５００ ６００～１２００

1b 350 350 ２００～４００ ２５０～６００

2 350 650 ２００～４００ ３５０～８００

3 475 475 ３００～６００ ４００～８００

4 350 350 ２５０～５００ ２５０～５００

5 350 350 ２５０～５００ ２５０～５００

6 350 350 ２００～４００ ２００～４００

7 375 375 ２５０～５００ ２５０～５００

8 500 500 ３００～６００ ３００～６００

9 600 600 ３５０～７００ ３５０～７００

10 1500 900 ７００～１４００ ５００～９００

11 40000 4500 ほとんど見ない ２５００～４０００

※カタログ評価および市場価格の単位は、英国ポンドです。
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JAPEXグランプリスト記念投稿 
「アメリカ上海郵便局とその前史1802～1922」の裏話 

大場 光博　miu@tkg.att.ne.jp 

今年のJAPEX2014大金賞は吉田敬さんの「Switzerland-from Canton to Confederation」と私
の2作品でした。そして私の「アメリカ上海局とその前史」がグランプリを受賞しました。JAPEX
事務局から600字で原稿を依頼されましたが文字数が少ないので、充分な説明が困難でした。 

吉田敬さんから記事掲載の打診がありましたので、ザ・フィラテリスト・マガジンに作品収集の
切掛けやいろいろな体験の裏話をまとめるのは如何でしょうかと提案しました。興味ある裏話が
ありますので少しお話ししてみたいと思います。 

1.収集の切掛けとチャレンジ 
華郵集錦1「在中国アメリカ郵便史」の出版後なので1982年頃と思います。今から32年前になり
ます。当時新宿駅南口にあった旧日本郵趣協会の4階会議室の一番前に私は座っていました。室内
には50名位が出席していました。水原明窗理事長（当時）の講演が始まりました。 

「上海には1845年に外国人居住者は90名、それが1848年には159人になってアメリカ人のシェ
アが拡大しました。」こんなに詳しいオリジナルな研究をして郵便史の作品をまとめ、国際展に
出品し、その成果を出版する。学術論文のような発表を初めて聞いた私は新鮮な刺激を受けまし
た。今も脳裏に鮮明に蘇ります。 

そして、2003年私はロンドンのSPINKにいました。 
SPINK Meiso Mizuhara The Exhibition Collections “United States Post Offices in China” 
LONDON, FRIEDY 5 DECEMBER 2003 
12月5日(金曜日)午前10時30分、SPINKの4階オークション会場に40～50名が出席していました。 

ステージにはオークショニアのNeill Granger氏が今まさに競りを行っています。Lot 69の競りが
始まりました。このカバーはLocal Postの九江½¢×2とアメリカ5¢のコンビネーションカバーで
す。現存数は唯一と思われました。Est. £1,500～2,000です。私は最初から札を挙げ続けました。
しかし何故かヒートしてグングン値が上がっていきます。ハット気がつくと既に£3,000を超えて
しまいました。私の右前に座っている男性がテーブルでコーヒーを片手に微かに指で指示していま
す。中々ハンマーが落ちない、ついに私は諦めて札を降ろしました。£3.800で彼が落札しました。
私はこのカバーを手に入れたくてロンドンまで出かけてきたのに、見事に失敗しました。落札し
たのは国際的なアメリカのディラー Andrew G. Holtz氏でした。私の札は同じ番号なのに、彼は
落札の度に違う番号です。顧客の代行で落札しました。 
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翌朝ベッドフォード・ホテルで彼と朝食をともにしながら「ローカル・ポストのコンビネーショ
ンカバーはまだまだ安い」「ヒースロー空港から帰国するけどまだ時間は間に合うだろうか？」彼
は慌ててチェックアウトしました。 

私はホテルの5階の窓からひとりボンヤリ眺めていると2階建てバスがゆっくり走っていて、建物
の間に細い路地が見えます。朝から冷たい雨が一日中シトシト降り注いでいました。私は落胆の
あまり部屋に佇んでいました。 

私は90パーセントの失敗、そして10パーセントの成功を繰り返しました。しかし救われたのは展
示フレームには限界があることです。国際展は5フレームから始まり最大で8フレームです。勝率
は低くても休まず繰
り返しチャレンジし
続けることで少しず
つリーフが整理され
ていきます。国際的
なディラーの資金力
は豊富で、逆立ちし
ても勝てません。彼
らの気がつかないア
イテムをこつこつと
地道に入手すること
を目指しました。 

あれから11年が経
過してローカル・ポ
ストのコンビネーショ
ンカバーは彼の予想
通り、今なおヒート
し続けるアイテムに
なっています。 

2.作品の
Top Leaf 
図を参照して下さい。
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3.作品の概要と構成 
1786年アメリカ領事館が広東に設立されて「中国貿易」が始まりました。アメリカ政府の中国内
の郵便局は天津にごく短期間設けられたのを例外として上海郵便局のみでした｡1867年に上海ア
メリカ郵便局は開局して1922年に閉局するまで、約半世紀にわたり主としてアメリカ本土と中国
の間を結ぶ郵便物の発送と受け取りに活動しました。 

本コレクションは1802年最初期のスタンプレス時代から1919年の加刷切手を経て1922年12月
閉局までの120年間の郵便史(経路・料金・郵便印など)を研究しました。誌面の都合上特徴的なリー
フの概要を説明しましたが、詳しくは図版のリーフの記述を参照して戴ければ幸いです。 

第1章　郵便取扱所設立の前史 1802～1866 
第1節　阿片戦争の前史 
1784年８月24日 アメリカ商船“Empress of Asia”が広東に到着し中国の交易が開始された。
1786年広東に最初のアメリカ領事館を設置。1839年11月３日第一次阿片戦争が勃発します。 

阿片戦争の序幕 
1839年7月7日、香港九竜半島でイギリス人水夫が地元の男性を殴って殺害した為に、林則徐は
犯人引渡しを求めましたがイギリスの貿易監督官チャールズ・エリオットは拒否しました。両軍
の戦闘開始は1839年9月4日、エリオットの船が九竜半島に近づいた時、清朝の砲台と戦闘にな
りました。1839年11月3日、珠江の入口の川鼻で両軍の艦船が交戦しました。 

遠征軍の決定は1840年4月、イギリス政府は中国遠征軍の派遣を決定しました。そして1840年6
月、南西の季節風にのって広東の近海にイギリス艦隊16隻が到着しました。大砲70門以上を備え
た軍艦が4隻。東インド会社も武装汽船4隻を派遣しました。 

イギリス艦隊は広州を攻めずに北に進み、舟山群島の定海を占領しました。更に北上して渤海湾
の大沽に迫りました。1841年1月、イギリス軍は攻勢にでて広州への海路の入口にある虎門の砲
台を占領しました。イギリス軍は北に進み廈門・定海・寧波・上海・鎮江を占領して南京に迫り
ました。 

清朝は敗北を認めて1842年8月29日、イギリス軍艦コーンウォリスの艦上で南京条約が調印され
ました。1844年に清朝はアメリカと望廈条約を締結しました。 

東海岸から西部開拓に時間を費やして太平洋に至ったアメリカは、アジアへの進出に出遅れまし
た。大西洋から太平洋に鯨の群れを追って、アリューシャン列島からアジアに至り、日本近海や
中国にもアメリカの捕鯨船が既に辿り着いていました。 
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当時の広東からインド洋経由の西回りで米国へ
は約2ヶ月もかかりました。 
中国からの最初期の1802年広東発のスタンプ
レスカバー（図１）はアメリカ東海岸のロー
ドアイランドの捕鯨基地であるナンタケット
島宛です。広東滞在中の軍人から妻宛の手紙
です。 

図２は1812年11月28日、広東からアメリカ
東海岸の同じロードアイランド宛の商業文で
す。 

中国の乾隆帝は1775年に鎖国して広東のみを
貿易港にしました。特許商人に外国との仲立
ちをさせて外国人の監視をさせました。 

外国人はポルトガル領のマカオに家族を生活
させて、中国の内陸部に入ることを禁じられ
ていました。 

 
筆者のニックネームHouqua(1769-1843)が
手紙の一番下のサインです。中国名は通商「伍
浩官」または単に「浩官」です。この手紙を
書いたのは43才の時です。彼は広州商館の有
力な中国商人で広州のアメリカ商人から信頼
され、30年間にわたり貿易商人ギルド公行の
中で最も成功した中国人です。ボストンとの
取引にはクリッパー船で中国茶の普及に貢献
しました。 
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Chapter 1 Before the MaiI handling ofEce was
established between rSoz- 1866.

Section r Before The Opium war
rSoz Letter from Canton via Baltirnore to Nantucket Massachusetts U.S.A
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図１ 1802 広東からUSA捕鯨港宛最初期カバー
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Ship zz rates.
Canton zB Nov rSrz -Rhode Island. U.S.A.

Stampless folded letter signed "Houqua" The famous Chinese merchant.

The text of inside letter
The included is a note of Mr. William(Farley/Bailey) which you will

please to do the needful with there being a small balance due thereon
which you will please to have collected and passed to the credit of my
���� Your humb. Serv. Signed Houqua.

Houqua (rZ6g-t8+3) was the senior hong merchant of Canton and
a staunch friend of the American merchant there. During the latter part
of his career, Houqua devoted his energies exclusively to Russell and Co.,
and managed his foreign ventures through that house-including
substantial investments in the infant U.S. railroad industry.

(References;Peabody Museum of Salem)

# �

�
Houqua (tZ6g-t8+5,)

図２　1812 広東商館特許商人の浩官HOUQUA 
(1769-1843)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図３は、1833年2月9日広東からインド・カルカッ
タ宛のカバーです。サンプルとして麻布が同封され
ており、文中には「今年は米国に絹を出荷した」や
「アメリカ市場の為に絹が作られたが昨年の天候で
すっかり破壊された」等の記述があります。 

第2節　南京条約後 
1842年8月21日イギリス軍艦コーンウォリスの上で
イギリスと中国は南京条約を締結します。イギリス
は香港を獲得し上海に居留地を設け、この条約によ
りイギリスは厦門・広東・福州・寧波・上海の５港
を開港して外人が居留地を建設し商業活動を開始し
ます。広東から外国人が上海に流れ込んで新しい居
留地を建設して活発な活動を開始しました。 

1846年 米国領事が上海に着任、しかし郵便事業は
未設で英国領事館郵便、或は商船を活用しました。当時上海に居住した外国人は1845年が90名、
そして1848年が159名です。アメリカ人のシェアが次第に増大しました。 

1848年 米国から中国宛の郵便は英国経由で郵送。1852年 上海から米国宛の英国郵便の料金は
半オンス１シリングを１シリング８ペンスに値上げしました。 

上海発着のスタンプレスカバーをご覧ください。南京条約(1842)前は存在しません。今回紹介す
るのは1847年が一番早いものです。 

図1のカバーが中国から最初のアメリカ宛の郵便と考えれば、この図4はアメリカ宛の上海発信の
最初期のスタンプレスカバーです。2014
年11月Hong Kong Interasia Auctionで
落札。 

1847年上海からアメリカN.Y.宛なので図
5よりも4年早く記録更新できました。
1847年(7月/10月22日)上海-米国間の郵
便です。上海在住の宣教師ソロモン・カー
ペンターからニューヨークStephentown
の彼のいとこ宛のエンタイアです。ニュー
ヨーク3月23日赤色日付印「ニューヨーク
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Forerunner-Pre-Agency- Period

1833

Early China Mail to India
Stampless Folded Letter
from Canton to Calcutta

Rate : Inland Postage 6.
SHip Do 6.
(z) As rz.

Canton gth Feb 1833

A sample of hemp cloth

The text of inside letter
The quantity of silk shipped to
the U.S. Thisyearhasbeen quite
moderate ... the Crop of C-anton
Raw Silk of which the great
proportion of the Silkforthe
American Market are made
were almost totally destroyed
last season.
When I speakof thisyear I mean
the commercial year commencing
the rst June and ending the 3rst May.
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図３　1833 広東から麻布のサンプル便

図４　1847 上海からNEW YORK宛最初期カバー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

/船/7 セント」、料金は9 (2+7)を示しています。この中国に関する多くの宗教の内容および意見
を含んだ長い手紙は筆者の見聞したことを記述しています。追伸の10月22日に発送者の注意書き
として「ニューヨーク行き直通便になる船でこの手紙を送る機会を待ちます」と7月から10月迄
船便を待機した様子が伺えます。この時代の合衆国への直通便の困難を示しています。 

図5は、上海からN.Y.宛の初期カバーです。経
由地は香港・シンガポール・セイロン・スエ
ズ・アレキサンドリア・マルセイユ・イギリ
ス・ニューヨーク着です。 

1848年に大西洋間の郵便料金をめぐってイギ
リスとアメリカの｢郵便戦争｣が終了しました。
このあとアメリカから中国宛の郵便はイギリ
ス経由で郵送されます。 

1849年７月11日外国租界法令が施行されて
上海工部局(Shanghai Municipal Office)を上
海租界の最高行政機関としました。外国人に
よる上海独自の行政システムが着々と進展し
て、中国の租界が外国の一部に取り込まれて
いく様子が伺えます。 

図６は、太平天国軍と戦った常勝軍C.G.ゴー
ドン将軍カバーです。アヘン戦争後、イギリス
への賠償金が重税として農民に課せられまし
た。経済的に破綻した彼らは太平天国の乱を
起こして北上しました。 

清朝に加担した外人部隊の将軍として中国の
ゴードンと名を馳せたイギリス軍の将校
Charles George Gordonの手紙です。 

彼は一時ロンドンに戻り、そして政府の要請
により1885年アフリカ・スーダンの反乱マフ
ディー軍の鎮圧任務に派遣されましたが、イ
ギリス遠征軍が到着2日前に殺害されました。
彼は波乱万丈の生涯を過ごしました。 
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Section 2
Since the Nanking Agreement

Early China Mail to United States ofAmerica
Under the terms of the r84z Treaty of Nanking China granted Great Britain and its
citizens commercial privileges in five Treaty Ports: Amoy, Canton, Foochow, Ningpo
and Shanghai. British Consuls were appointed to each Port and their offices, as
usual during this period, collected and distributed mail for the Britigh eommunity.
This system was formally recognized by a Hong Kong GovernmentNoticepublished
on 16 April 1844. Mail from the consular offices was postmarked when it passed
through Hong Kong.
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図５　1851 上海からNEW YORK宛初期カバー

Forerunner- Pre-Agency- Period
Chinese Gordon

r87S *Colonel GORDON-Exploration of the WHITE NIr.E'
t8z5 Enrelope with firll text (g pages) written & signedby GORDON, addressed to GIEGLER
Exceptional historical document.
This letter is an interesting historical
item, associating the three names that
are ahrars mentioned together in
Egptian/Equatoria history: GIEGLER,
Carl Christian (addressee); GESSI,
Romolo (an associate of the sender) and
C,ORDON, Charles George (Major-Gen.)
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Charles George Gordon
Major-General Charles George Gordon, CB
(28 January 1838 - z6 January r88S; 5r
years of age at death), also known as Chinese
Gordon, was a British army ofEcer and
administrator. He made his military
reputation in China, where he was placed in
command of the "Ever Victorious Army," a
force of Chinese soldiers led by European
officers. In the early r86os, Gordon and his
men were instrumental in putting down the
Taiping Rebellion, regularly defeating much
larger forces.
For these accomplishments, he was given the nickname "Chinese" Gordon and was awarded honours from both
the Emperor of China and Queen Victoria. He entered the service of the Khedive in 1873 (with British government
approval) and later became the Governor-General of the Sudan. A serious revolt then broke out in the Sudan, led
by a Muslim reformer and self-proclaimed Mahdi, Muhammad Ahmad. A relief force arrived two days after the
eity had fallen but Gordon had been killed.
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図６ 1875 太平天国常勝軍C.G.ゴードン将軍

http://ja.wikipedia.org/wiki/1885%E5%B9%B4


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図７は香港からアメ
リカロードアイラン
ドへの新聞帯封で、
「The China Mail」
の日付は1852年11
月18日です。 

日本では嘉永5年で
瓦版の時代ですが、
香港では既に現在の
ような印刷された新
聞が発行されていま
した。 

ニュースの内容は英
国やアメリカ人の東
インドの茶の中国ス
テーションから米国
への輸出についてで
す。 

香港発の帯封の消印
は1852年11月20日
なので、新聞発行日
から僅か2日目とス
ムーズな仕事をして
います。 

そして、1860年アロー戦争が勃発して、イギリスとフランスの連合軍は北京へ入城します。 

翌1861年列強各国は北京の公使館を開設します。1862年11月フランスは上海の軍事局を民間局
に移管して開局しました。イギリス郵便だけを頼っていたアメリカ人に郵便方法の選択が可能にな
ります。この年太平天国軍が上海に入城しました。 

1863年アメリカとイギリスは上海の居留地を合併して共同租界として、この上海工部局
(Shanghai Municipal Office)は1863年に郵便業務の取扱いを開始し、1865年に中国国内では最
初の切手(Shanghai Large Dragon)を上海で印刷して発行しました。１月イギリスは上海で香港
切手の使用を開始します。 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Foremnner-Pre-Agensy- Period
Nerr-spaper Wrapper

r85z "The China Mail" from Hong Kong to Rhode Island.
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Hong Kong zo Nov.r85z - Singapore - Galle - Suez Overland - Alexandria
-Malta - Marseillers Franceline - Great Britain - NewYork * Rode Island.

"The China Mail" Nervspaper for rB Nov.r85z. Wrapper from Hong Kong to Rhode Island.
The News were British andAmerican men of the East Indii and China Stltion and Export of Tea to the

United States. Hong Kong circle date stamp was 20 November 1852.
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図７　1852 “THE CHINA MAIL”新聞



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第2章　アメリカ上海郵便局の設立1867～1874 　　   
1867年１月 香港とSan Francisco間に“The Pacific Mail Steamship Company”が就航して料
金は10¢、しかし11月１日より８¢に値下げました。 

1867年６月11日 上海鎮江路2号の上海アメリカ領事館の1室にPostal Agency(郵便取扱所)を設
立しました。1869年２月 香港より東廻り米国経由で英国宛料金は西廻り経由と同じ24¢に値下
げします。1869年５月10日 Central & Union両鉄道会社が米国大陸横断の営業を開始して、上
海-N.Y.間は英国経由より１ヵ月以上も短縮になります 

図８は1858上海からChambersburg宛はNew Yorkで米国切手3¢を貼った最初期の唯一のカバー
です。 
1858年11月22日上海からN.Y.まではスタンプレスで送付され、ニューヨーク到着後に国内料金3
¢が加貼されてペンシルベニアChambersburgへ送付されました。 

上海からアメリカ宛でアメリカ切手の貼られた最初期のカバーですが、今迄あまり注目されていま
せん。 

参考文献②によると在日アメリカ局の初期エンタイアも1860年7月(万延元年)函館から出された
米国宛カバーはBrig Orbit号でオレゴン州のポートランドまで運ばれて投函されて米国1857年発
行10¢切手2枚が貼られた最初期使用例です。図8のカバーはこれよりも2年前になります。一方、
中国宛のARRIVALカバーはキラ星のごとく惚れ惚れするようなアメリカ切手がこれでもかといわ
んばかりに多数使用されています。  
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Chapter 2
American Affairs Bureau lvas established

in 1867, and, continued till 1874.

FORERUNNER.RRE-AGENCY PERIOD
In 1865, The Congress of the United States orders the postal administration director-general to

establish the fixed mail via the Pacific Ocean crossing by steamship.
January 1867 The "Pacific Mail Steamship Company" goes into commission between San Francisco and
Hong Kong. The first ship is the "Colorado". The postage between China and the United States at this
time is 10 cents. However, the price is reduced from November r to 8 cents. June tt The U.S.
Consul-General in Shanghai may establish a Postal Agency in the consulate. The year of this cover has
not yet been checked.

Forerunner MaiI
1858 Letter from Shanghai, China to Pennsylvania, LI.S.A.

Rate : Carried privately from Shanghai China to U"S,A.
3 cents from NewYorkto Chambersburg, Pennsylvania,

Shanghai China zznd November 1858 +New York* Chambersburg, Pennsylvanirr
1858 entire dateline on front "Shanghai China, Nov.zznd t858"to Mrs. F.S. Culbertson in
Chambersburg, Pennsylvania, carried privately to U.S.A. and placed in mails there with 3 cents
cancelled by "NewYork" c.d.s.

May to, 1869 The railroad companies Central & Union start the business of the first U.S. continental
crossing route. As for the mail between Shanghai and NewYork, the time period for delivery was shorter
by a month or more, compared with the British course. Postage via U.S. ships addressed to Britain was
reduced in February to the same z4 cents as the price from Hong Kong via the United States as it was a
shorter route than going west on the Southampton course.
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図８　1858 上海発N.Yで3¢加貼初期カバー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図９は、米国 - 中国郵便の海軍カバーです。 
1859年9月香港居留中のU.S.S.ポウハタン宛の封筒でロンドン(10月8日)経由です。 
1857-61年発行の1¢ペアおよび3¢切手貼りです。赤色の消印で「ニューヨーク/交換」9月23
日消印があります。 

U.S.S.ポウハタン号はペリー提督の旗艦でした。1858年7月日米修好通商条が艦上で署名されて
います。ペリー提督の黒船来航は文明開化で大変刺激的な事件ですので、日本の開国には必要なア
イテムですが、外国人は興味を示さない感じがしました。2014年11月Hong Kong Interasia 
Auctionでこのカバーを落札しましたが、あまり競らずに落札できました。 
 
一方、図10に示すようにアメリカからは初期(1863他)から切
手が貼付されていました。1861年南北戦争が勃発して太平洋
回りの郵便物は極端に減少して郵便船は1867年まで途絶え欧
州を経由しました。南北戦争は1865年に終戦になりました。 

上のカバーは1863年2月28日ボストン発、ロンドン中継印3
月16日、香港中継印5月5日。Augustine Heard & Co. 
Shangha i宛です。アメリカ切手の1¢ b lue , 10¢. 
green(2)and 4¢. grayish-lilacの3種類が貼られていて華や
かなカバーです。料金は45¢。 

下のカバーは1864年11月5日ニューヨーク発、ロンドン中
継印11月17日、香港中継印翌年1865年1月14日。上海に1
月19日着印です。アメリカ切手の5¢ brown and 4¢. 
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図９　1859 ペリー艦隊の旗艦U.S.S.POWHATAN号

United States Post Office
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1863. Entire Letter from Boston to Shanghai.

1
*(

; )2

95
6�4-'

=Rate : 45 cents
Bostou z8 Feb.r863 - london t6 Mar.r863 r Hong Kong 5 Ma1'.r863 * Shanghai.China

t863(28 Feb.) entire letter from Boston to Augustine Heard & Co. Shanghai (t3.5,per docketing)r,ia l,ondon
(t6.S)bearing U.S.A. rc. blue, 1oc. green(z)and z4c. grel-ish-lilac. cancelled br-Boston"Paid"circular grid, with
matching redBoston origin c.d.s. adjacent, shouing red'Boston -{m. Pk1- Paid'and-Hong Kong/C"(5,5)
c.d.s .on reverse, handstruck 'rd"credit. �%��!(<��� �#"!�#��$$%����������

1864. Envelope from NeH'York to Shanghae.

+,&:+ 	

7��83
/

Rate : 53 cents
NewYork5Nov.r864-LondonrTNor'.r864*HongKongt4Jan.r865-Shanghait9Jan.t865

t86+(S Nov.)envelope from New York to Shanghai(r.9.r.1865) "Via Marseilles"and L,ondon (17.tr.)bearing U.S.A.
5c brown and z4c. grayish lilac(z), tied by cork cancellations, with red "New York Am.Pkt./Paid"origin c.d.s.
alongsideand"Hong Kong/C"(r4.r)and Shanghae/C"c.d.s .both inblue on reverse, "32"and"1" credits, minor

Philatelic Foundation certificate (1995) . Scott 76,78a.
EX Professor William Spicer. 19

0
(

.

cover repairs at left and right, fine.

図１０　1863-64 上海宛初期
ARRIVAL切手カバー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

grayish lilac(2)が貼られています。料金は57
¢です。 
図11のリーフでは当時のニューヨークから
ヨーロッパ経由で中国・上海への航路をわか
り易く図示しました。 
インド洋からスエズを経由してサザンプトン
を経て、大西洋を横断してニューヨークへ西
回りで至っています。料金は57¢です。 

N.Y.からロンドン迄は14日、そしてロンドン
から香港迄は38日、全体で53日です。船旅
はこの当時でも2ヵ月近い時間を必要として
いました。 

 

図１２は、1867上海～香港～サンフランシスコ
間のU.S.SHIP4カバーです。 

1861年4月には、南北戦争が勃発し、太平洋周
りの郵便物は極端に減少しました。当時はまだ
太平洋汽船会社の定期郵便船が就航(1867)され
ていなかったので、欧州経由で幸便(人に託すな
ど)による以外に郵便を送る方法がありませんで
した。 

香港1867年3月30日に出発してサンフランシス
コ到着は5月26日と日数は57日もかかっていま
す。SHIP4はサンフランシスコで証示されたも
のです。現存数(石川良平U.S.P.Oに確認2通のみ)
の少ないカバーです。 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United States Post Office
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1863. A letter from Nern'York via Marseilles to Shanghai.

iie*-york Br. plr. Dated ,, rvruyYliJil"l}ru"n transit z6 May 1863 -
Hong Kong transit 4 July 1863 * Shanghai

1863(rz May)commercial entire from New York to Augustine Head & Co in Shanghai "p'Europe' & ria
Marseilles". This cover, eorrectly prepaid at the S7-cents rate, is endorsed"via Marseilles"and was carried by the
Bitish Cunard Packet that departed Boston and anived in Queenstown. The cover arrived in Marseilles in time to
catch the P &O line departure of the steamer. The ship arrived in Alexandria. After land carriage to Suez, the letter
was carried by steamer that departed and arrived in Galle. From Galle it was carried on steamer that departed
and arrived at Hong Kong. The cover was back stamped at Hong Kong with a July 4 l.86g date stamp and was
Placed on the same steamer that then departed Hong Kong and arrived in Shanghai.

Sea routes New York via Europe to China.1863.
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図１１　1863 N.Yからマルセイユ経由上海便
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l86Z Q6 Mar.) entire
letter from Shanghai to
San Francisco (26.S)
"via Hong Kong" (3o

Mar.) bearing 8c.
brownish orange r*'ing
margin example
cancelled "F,62" and b1'
San Francisco target,
showing on reverse
"shanghae/C" origin

and "Hong Kong/C"
transit c.d.s.,with U.S.

"Ship4" h.s.on front,
rated "4" (Shanghai
to Hong Kong
interport rate), filing
crease at right through
adhesive,very scarce
usage prepaid only to
Hong Kong, then
carried by private ship
to San Francisco.

Ex Milo Rowell.
R.P.S.certificate(rgg6).

Rate:
rate 4 Shanghai-H.K.
8 cents Hong Kong*

San Francisco

Shanghai z6 MR. 1867
I
Hong Kong 3o MR.67
T

San Francisco 26 MAY
t86Z
(c) The Royal Philatelic Socieg

London 28 August 1996

図１２ 1867 上海～香港間U.S.SHIP14-サン
フランシスコ便



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンフランシスコ・横浜・香港の太平洋横断郵便船の第1便はコロラド号で1867年1月1日サンフ
ランシスコを出発して香港・横浜経由でアメリカに帰航。1867年7月27日横浜に到着した最初の
3回のみの航路に使われたのがSTEAM CHINA赤色消印です。 

その後、このカバー（図１３）の“China and Japan Steam Service”楕円形赤消印が引き続き使
用されました。1867年10月～1869年9月迄の2年間です。この楕円形赤消印はサンフランシスコ
到着の郵便船の中で押印されたとの説があります。 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ghanghai Postal {gency
Pacifrc Mait Steamship Co.

r.867. CHINA - JAPAN/STEAM SBRVICE

Rate : ro cents

Shanghai r7 Dec.r867 * Yokohama * San Francisco zr Jan.r868 - NewYork
Foreign Post offices in Japan. PMSS Pacific Crossing Postal Service Transit Yokohama U.S. Mail
Transit Yokohama "CHINA AND JAPAN / STEAM SERVICE" Marking Carried by the "Costa Rica"

1869. CHINA - JAPAN/STEAM SERVICE

9o.* Aarr*"J-4.

fu Oo+--e"c."*c
�
�

��

� �

	�

��� �

�

����

Rate : ro cents
U.S.P.O. Shanghai 19 May 1869 "*5., Franciso CAL.zr Jun.r869-NewYork.

Type I c.d.s. A z6 mm c.d.s. in black "P.o.U.S.Con."at top,"SHANGHA["at bottom Date in center, no year,
applied on envelopes used Record:eo Mar.r868-24 Oct.187r. Carried by the "Great Republic".

��

(c) The Philatelic Federation of Japan Inc. SAugust 1999 (Hrr) 27

図１３　1867-69 “CHINA AND JAPAN STEAM SERVICE”カバー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第3章　アメリカ局の展開　1875～1902     
1875年11月14日 上海から本国宛の料金10¢を５¢に値下げしました。外国郵便を始めた日本郵
政は打撃を受けて米国宛の郵便料金を1876年4月1日に12銭から5銭へ値下げしました。 

図14は1892“U.S.POSTAL AGENCY/SHANGHAI,CHINA”消印と海関小龍3分銀カバーです。 
1892上海市内カバー(©B.P.A) “U.S.POSTAL AGENCY/SHANGHAI,CHINA” 濃紺二重丸印カバー
の現存数は半ダース程度です。 

海関小龍3分銀(消印漏れ)は海関郵政と組織が異なり消印されていません。投函者が海関郵政を考
慮して手持ちの海関小龍切手を貼ったのに何故かアメリカ上海局が受け付けました。 

しかし、郵便組織が海
関郵政と異なるために
アメリカ上海局の消印
が小龍切手には押印さ
れていません。 

注意して見ると消印の
青色が海関小龍切手の
上にかすかに残ってい
ます。手紙の宛先が
A s t o r H o u s e , 
Shanghaiです。 

多分郵便局に持参した
のは手紙を書いた本人
でなく召使いが海関郵
政に持参しなければな
らないのを、アメリカ
上海局に持参したので
はないかと推測しまし
た。 

念の為、B.P.A.の鑑定
書を取得しましたが、
詳しい解明のご意見が
ございましたらご教示
下さい。 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United States Post Offices
" LJ.s.PosrAL AGENCY/SHANGHAI,CHTNA" double-ring cds.

U.S. Postal Agency Mail Used within China
Non Adhesive Use

A 29.5-r9mm Double circle date stamp "U.S. POSTALAGENCY," aTound the top,
"SHANGHAI,CHINA." Aroundthe bottom Date and year in center

Only half a dozen examples of this Postmark Known

t892. Envelope to Shanghai, foanked with Small Dragon B ca mamve.

t89z (8 Sept.) envelope to Astor House, Shanghai bearing 3ca.Perf.u.S uncancelled and showing
a good strike of the rare "U.S.POSTALAGENCY/SHANGHAI,CHINA" business use datestamp in
blue (used on U.S. Postal Agency mail within China) alongside; the reverse with Shanghai Local
Post c.d.s. and Postman's manuscript characters; a little roughly opened at side. A rare and
important cover, there being only about half a dozen examples of this Postmark, this is the earliest
example recorded byus.

This couer usqs deliuered by Shanghai Loeal Post, so there uas no need to cancel the Customs
Post stamp. (c) B.P.A. zznd May, zor3

�
��

図１４　1892 “U.S.POSTAL AGENCY/SHANGHAI,CHTNA” 
DOUBLE-RING消印



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図１５に示す、1889-95 Local 
Postとアメリカ局のコンビネー
ションカバーは現存2ダース程
度と思われます。福州コンビネー
ションカバーを1点と南京コン
ビネーションカバーを作品では
2点紹介しました。 

先ず南京(消印)ローカル・ポス
トは、早くも1885年に恐らく
開局しました。最初の切手発行
は1896年2月2日です。南京
L.P.O.は1897年2月2日に営業
を停止しましたが、1897年の
年末迄営業していました。 

南京L.P.O.の切手発行は1896年
ですので、このカバーは切手発
行7年前になります。郵便引受
の南京局の消印が押印されて上
海L.P.O.経由でアメリカ上海局
に持ち込まれて太平洋を横断し
て、サンフランシスコ経由で
Philadelphiaへ送付されました。
漢字の「下水上海」の意味は南京からの船積みを上海で荷下ろしの指示です。 

一方、福州(1¢切手)L.P.O.の業務は1863年7月から始まり、上海は福州に郵便を急送しています。
福州L.P.O.は1895年1月1日に開局
して福州切手の発行は1895年8月
1日です。 

図１６のカバーには福州の「竜船
レースとジャンク」の1¢ 切手が使
用されています。郵便局長はH.W. 
Churchill。福州L.P.O.は1897年2
月2日に業務を停止しました。福州
の上海エージェンシーは、恐らく
最初の郵便は、清朝の海関郵政の
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United States Post Offices

Nanking Local Post
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Nanking Bilingual

37mm c.d.s. in Blue
Used 1886-1895

The large chop
"Local Post Agency
NANKING" was
used until at least
late 1895. as
evidenced by covers
that exist.
The cove shows the
chop used on back
ofa cover.
Such covers appears
to be rare.
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Rate: ? cents From Nanking to Shanghai.
Rate: 5 cents From Shanghai to Philadelphia.

Nanking L.P.O.-Shanghai L.P.O.-U.S.A. Shanghai 13 Dec,r889-
San Francisco 9 Jan,t99o--*Philadelphia 15 Jan,r89o.

Shanghai Agency Nanking opened to Foreign trade and settlement by Treaty of Nanking,
186o. However, It was not until 1899 it opened as a Treaty Port, and the same year, Shanghai opened a
Local Post Agency; It was the last of the Treaty Posts to issue stamps. The Local Post was organized by
the foreign residents in 1885, but special Nanking stamps were not used until September 1896.

Authority Organized by Nanking Community Committee for the Stamps for the l,ocal Post
Office.
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図１５　1889 南京LOCAL POST COMBINATION COVER

United States Post Offices

Foochow Local Post

r89S. Combination Cove from Foochow L.P.O. to New York
via tI.S. Postal Agency Shanghai, China.
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r895(r5 Sep.) envelope addressed to New york bearing
FoochowAugust 1st,18g5 r cent tied by "Foochow l,ocal
Post" dated circled in back. and used with U.S.r89o-93
5 cents yellow-brown tied by tlpe M.S.P.Shanghai
Agency.Other transit marks on reverse with Shanghai
Local Post,San Francisco transit and arrived NewYork
c.d.s.

Postal Cancellation

A single lined circular date chop was used at Foochow.
It was z4 mm in diameter with the words "Postal Service-
Foochow China" in the center, On three lines, is the
letter "T," and the date abbreviated as shown. Strikes
are in black. No letter other than "T" has been found.

�&�.&'7�//&)&�4

Foochow Beginning in July 1863, Shanghai was dispatching mail to Foochow. The earliest letters
were probably handled by ship captains, and agents, and possibly the Imperial Maritime Customs
Service. Proving examples will have to be covers originating in the Shanghai system and with markings
indicating handling in Foochow.
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図１６　1895 福州LOCAL POST COMBINATION COVER



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

船長によって運搬されました。上海支局の代理人、及び福州およびパゴダ・アンカレジの業務は
1882から1894年12月31日迄ですから、このカバーは福州L.P.O.の業務が開始された切手発行の
1ヶ月後で初期使用例になります。 

このようなローカル・ポストとアメリカ切手のコンビネーションカバーは絶対数が少ないので、
注目され始めると直ぐに枯渇してしまいそうです。 

図１７は、1897 10cents Columbian封筒で、ハワイから香港宛てです。 
ハワイの歴史を紐解くと、カラカウア王の没後に即位した妹リリウオカラニの代でカメハメハ王
朝は権力を失い、このカバーの翌年の1898年にハワイはアメリカ合衆国に併合されました。カラ
カウア王はハワイ王国の再建を胸に1881年に世界一周の途中で日本や清朝を訪問しました。この
カバーには意外なところに歴史の接点が見え隠れしています。 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図１７　1897 ハワイ・ホノルル-香港便



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第4章　アメリカ局の繁栄　1903～1918       
1903年6月1日 アメリカ上海局はアメリカ宛を国内料金2¢を適用して値下げしました。一方、
1892年7月1日から日本郵便局の料金はアメリカ宛5senとアメリカ上海郵便局よりも料金が高かっ
た為に、日本上海局は大打撃を受けました。反面この時の日本局のアメリカ宛のカバーはアメリ
カ上海局よりも極端に少ない筈です。時代の裏を読むと何か違う発見ができます。 

1907年９月25日 アメリカ上海局の取扱量が激増
して上海黄埔路36号に新局舎を新築しアメリカ郵
政省の直轄とする。局名は"Posta1 Agency"(郵便
取扱所)のままでした。 

図１８は、1903 上海からニューヨーク宛書留便で
す。注目はこの書留印ですが現存2通です。といい
ますのも文献②に「現存1通」(SPINK2003落札値
£2,300)の記述がありました。 

しかし、私が落札した時のオークションカタログで
は消印を良く確認しないでこの珍品を小さな写真で
評価も低くして出品したのではないかと思います。

自分でどこのオークションで落札したのか思い
だせないのです。または複数カバーのロットを
落札したら偶然珍品が混ざっていてリーフ作成
の段階でようやくスポットライトが当たった気
もします。既存のコレクションと比較しながら
リーフを作成していると突然苦労が喜びに昇華
する時もあります。 

図19は、いずれも2¢切手1枚貼のカバーです。
上のカバーは上海1903年8月8日発信、シアト
ル着が1903年8月26日です。18日間で太平洋
を横断しています。船名は“Empress of China”
です。一方下のカバーは、上海1904年3月21日
発信、フィラデルフィア着が4月22日です。32
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Chapter 4
The Prosperous Period of

Shanghai American Affairs Bureau r9o3^'r9r8
The charge between Shanghai and the United States was renewed as a domestic charge, and
1A ounces were assumed to be zC on June r, 1909. The great reduction in price for the
handling of mail caused tension between the United States and Japan, Who's prices were
make expensive as a result the handling of the American Aftairs Bureau increased suddenly.
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図１８　1903 確認2通書留印
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図１９　1903-04 国内料金2¢適用便



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日間です。アメリカの西海岸と東海岸の違いで、
2週間の差が生じています。 

図２０は、1906年の、北京の中国外務省宛の合
衆国公使館の公用便です。サイズの大きな公用
便で縦270mm×横137mmでリーフの上下一杯
になりました。 

上下2箇所に縦75mm×横50mmの赤色公印があ
り、デザインは合衆国国鳥の白頭鷲、そして21
の星と周りに合衆国の文字で囲み下部に篆刻文
字が彫られています。オークションカタログで
は同じコレスポンデンスに他に2通の記述があり
ました。水原コレクションにも1通確認されてい
ます。 

 

図２１は、小包のローラー消しで1$切手が使
用されていますが高額切手の現存例は少ない
です。“U . S . P O S I A L AG ENCY ” と 
“SHANGHAI CHINA” が2箇所に区別された
ローラー印です。 

梱包した布地に5¢から1$の5種類の切手が貼
られています。このローラー印は1916年か
ら閉局される1922年迄使用されました。 

下側には10種類の使用済を整理しました。 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"Legation of the United
States of America
to China"

r9o6, Official envelope
add.ressed to the Foreign
Ministry in Peking.

Onli' Three Covers Knoun

19o6(rr Dec.; Kuang Hsu Year
3znd Year, roth month, z6th
da1,) official envelope (*7 ><

z7omm.) addressed to the
Foreign Ministry in Peking,
showing three strikes of
"Legation of the United States
of America to China"
ornamental framed
bilingual cachet in red, is, in
our opinion, genuine with small
opening faults. According to
our records, there are tno other
covers from this
correspondence with the
"Legation of the United States
of America to China"
ornamental framed bilingual
cachet in red. One is dated
Kuang Hsu Year, Bft month,
z3rd day(ro October 1895,
Western calendar) and was in
the Mizuhara Meiso coliection,
and the other is dated Kuang
Hsu Year, z8th month, loth
da1'(8 December rgo2,Western
caiendar).

Certificate of Opinion:
Jeffrey S. Schneider

Interasia Auction,r July zot3

��

図２０　1906 北京外務省宛の合衆国公式便

United States Post Offices

Shanghai Postal Agency

tgt6. Parcel Post Roller Cancel

Parcel Post Roller Cancel

���� �

"U.S.POSIAL AGENCY' and "SHANGHAI CHINA"
Used Record : tgt6-tgzz

The above piece with .U.S.*So+Gc), 5ro(roc),5r6(3oc), 5r7(5oc), and SrB(gr) of the issue
ofr9r7-rg is afExed to a piece oflinen fabric typical ofthat used to wrap expensive silk or
similar merchandise for shipment at that time in China.

In 1916 the U.S.Post Agency Shanghai received a roller cancel to be used on parcels. Prior
to this date parcels were cancelled bybrush strokes, pen, killers or first class postmarks.
This roller cancellation continued in use until the closing of the Agency.
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図２１　1916 1$切手小包ローラー消印



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第5章　加刷切手の発行　  1919～1922      
1919年５月24日上海加刷切手16種(1¢～1$)を発行。７月１日上海市場で発売。1922年7月3日 
Ctsの加刷切手2種類を発売。アメリカ切手に倍額料金を加刷した切手が2種類発行されました。
中国情勢が不安定な為に中国貨幣での購入は倍額の加刷料金で、米$での購入は加刷前の額面料金
で販売しました。加刷切手は殆ど閉局直前の一瞬のみです。そしてこれらの加刷切手は臨時的な
側面が強く発行数も極めて少ないのです。 

1920 上海からNew Brunswick,N.J.宛書留便(図22)  
加刷切手は中国通貨で売る為に発売されました。その半価しか郵便料金には使えません。 

中国通貨の為替変動が激しく投資対象の防止策を考慮した為です。1919年5月24日に発行されて、
中国上海で1919年7月1日から販売されました。 

これらの加刷切手は本国の各郵便局には供給されていません。そしてその使用方法はアメリカ本国
宛の上海アメリカ郵政取扱所から差立てられた料金前払いの郵便物に限り、本来の額面分の価値
(加刷の台切手の額面)
だけが有効で使用され
ました。そして中国通
貨がアメリカドルの半
額になった1920年10
月から1年後の1921年
10月迄は発売が停止さ
れました。その為に現
存しているカバーは少
ないのです。 

このカバーは加刷切手
の多数貼りカバーです。
1920年1月9日付の書
留便で、2、4、20¢の
計26¢が貼られていま
すが郵便料金としては
13¢の仕様です。1¢多
く貼られています。Ex 
M . M i z u h a r a 
Collections 
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United States Post OfEces
1920. Registered Cover from LI.S. Postal Agency Shanghai
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図２２　1920 加刷切手多数貼カバー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1922年6月上海アメリカ郵便局では低額切手が不足しました。緊急措置として上海局に残ってい
た1¢と2¢の上に倍額の加刷を上海の東方印刷局で行いました。加刷数は各1万枚です。 

1922年7月3日に“Cts”の加刷切手が2種類発行されました。（図２３）しかし、たちまち売り切
れてしまいました。ワシントンから増刷分(各5万枚)が届く迄、低額切手が窓口から姿を消しまし
た。活字に“¢”がなかったので“Cts”となっています。 

1922年12月31日上海郵便局長C.S.Ford大佐はアメリカ上海郵便局を閉局しました。この最後の
臨時加刷切手が使用されたのは僅か5ヵ月間になります。　　　 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United States Post OfEces

Surcharged Issue

tgz2. Post Card from Shanghai to Wine, Austria.

Rate: z cents
Shanghai 5FEB.t9ez.- Wine*{ustri a.rg22

Used as base stamp Value. No overprint lalue.
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The-Shanghai Agency ran out of the two lowest values of surcharges in June,
rgzz and requested a new supply from Washington. The Postmaster General
authorized the local overprinting of roo sheets each ofthe zc and 4c surcharges
for-use until a shipmen could be sent from Washington. The job was completed
and stamps placed on sale on July S, tgz2. They were soon sold out but in the
mean time a supply from Washington arrived at the end of July.
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図２３　1922 CTS加刷切手



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4.アメリカ上海郵便局の年表 

1784年８月24日 
中国に入った最初のアメリカの商船“Empress of Asia”「中国皇后」号が広東に到着してアメ
リカと中国の交易が開始された。 

1786年　広東にアメリカ最初の領事館が設置された。 

1834年　イギリスのNapier卿により英国との無料の郵便が広東で開始される。 

1839年11月３日(新暦12月8日)　第一次アヘン戦争が勃発する。 

1841年 
イギリス人 A. R. Johnston が香港で民間郵便業を営業開始する｡メールサービスは香港郵便局
の設立後の1841年8月と同じ位早く始まりました。無料の料金は外国の船の香港に到着して
いる手紙の地元の配達に該当した。香港または中国から西欧に送付された郵便はパケットレー
トを支払っていた。送信側により先払いされるか、または到着先の受領者から支払われた。香
港郵便規則1841の1番目参照によって、香港／中国からのアメリカへの経路はサウサンプトン
経由で½oz.あたり2シリングであり、先払いされなければならない。イギリスとアメリカの間
のパケットレートは1839年に1シリングで固定された。 

1971年(10進法導入)以前のイギリスの貨幣単位 
12ペンス(「12d」と表記)が1シリング(「1s」ないし「1/-」と表記)をなし、20シリングが1
ポンド(「£1」と表記するが、しばしば「L1」とする)となっていた。したがって1ポンド=20
シリング=240ペンス(1シリング=12ペンス)に相当した。例えば、2ポンド14シリング5ペン
スは、「£2 14s 5d」と記された。 

1848年 
12月にイギリスとアメリカは郵便協定にサインして 1849年7月1日に実行した。イギリスと
アメリカの間の大西洋横断料金は8ペンスだった。香港／中国とイギリス間の植民地の料金は
½oz.あたり1sでありこの横断大西洋8d=1s 8dを追加した。更にアメリカは米国内陸料金½oz.
あたり5セントまたは1½d をアメリカの手紙の受領者に請求した。 

1842年8月29日 
イギリスと中国は南京条約を締結する。イギリスは香港を獲得し上海に居留地を設ける。この
条約によりイギリスは厦門・広東・福州・寧波・上海の５港(条約港)を開港する。 
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1843年 
上海は租界(居留地)になり、イギリス・フランス・アメリカの三か国が委員を選出して司法権
をもった管理を行なう。 

1844年４月 
上海を含む条約港のイギリス領事館内に外国人の送受信を処理するための郵便機関(Postal 
Agencies)が設立された。最初のカバーは郵便印のみの取り扱いです。上海に居住した外国人
は1845年90名、1848年159名でアメリカ人のシェアが次第に増大しました。 

1844年　アメリカ人が初めて上海の土地を購入した。そして彼らが居留地の建設をはじめた。 

1846年　アメリカ領事が上海に着任した。 

1847年　フランスが上海に居留地を開設する。 

1848年 
大西洋間の郵便料金をめぐってイギリスとアメリカの｢郵便戦争｣が終了する。このあとアメリ
カから中国宛の郵便はイギリス経由で郵送される。 

1849年７月11日 
外国租界法令が施行されて上海工部局(Shanghai Municipal Office)を上海租界の最高行政機
関とする。 

1860年　アロー戦争が勃発する。イギリスとフランスの連合軍は北京へ入城する。 

1861年　列強各国は北京の公使館を開設する。 

1862年11月 
フランスは上海の軍事郵便局を民間郵便局に移管して開局する。イギリス郵便だけを頼ってい
たアメリカ人に郵便方法の選択が可能になる。同じ1862年太平天国軍が上海に入城する。 

1863年 
アメリカとイギリスは居留地を合併して上海共同租界とする。上海工部局(Shanghai 
Municipal Office)は1863年に郵便業務の取扱いを開始して1865年に最初の切手(Shanghai 
Large Dragon)を発行する。 

1863年１月　イギリスは上海で香港切手の使用を開始する。 
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1865年　アメリカ合衆国国会は郵政長官に蒸気船による太平洋横断の定期郵便路の開設を命じる 

1867年１月 
サンフランシスコと香港間に“The Pacific Mai1 Steamship Company”が就航する｡ 
最初の船はコロラド号。この時のアメリカと中国間の郵便料金は10¢。しかし11月1日より８
¢に値下げになる。 

1867年６月11日　上海のアメリカ総領事は領事館内にPostal Agencyを設ける。 

1869年５月10日 
アメリカのセントラルとユニオンの両鉄道会社が初のアメリカ大陸横断ルートの営業を開始す
る。上海-ニューヨーク間の郵便はイギリス経由より１ヵ月以上郵送期間が短縮された。 
香港よりアメリカ経由でイギリス宛のアメリカ船による郵便料金は西廻りサザンプトン経由と
同じ24 ¢に２月に値下げする。　　 

1869年2月 
英国宛の米国船による郵便料金は24¢で、これは香港から太平洋横断の米国定期船よる米国宛
の料金が8¢で米国と大西洋横断は16¢、合計24¢となる。 

1870年３月 
帝政ロシアは北京・天津・張家口の自国民開局を官営郵便局に接収して開局する。 
（1920年11月閉局）。　　 

1875年 
アメリカは上海からアメリカ本国宛の料金10¢を５¢に引下げる。上海のUSPAにのみ5¢が該
当しました。香港/上海とアメリカの間のパケット割合はまだ8¢でした、香港が1877年にUPU
に参加するまで変更はありません。サンフランシスコ経由の郵便のルートを使っている米国汽
船太平洋横断によって上海のUSPAにだけ適用されたこの米国5 centレートを事例により確認
しました。 
1. Reference case/ 1876 from Shanghai to North Carolina, U.S.A. 6¢. 1 ¢ over paid.  

Lot 50 SPINK 2003  
2. Reference case/ 1876 from Shanghai to Paddys Run, Ohio, USA. 5¢ Rate. 1 ¢ 

over paid. Lot 51 SPINK 2003  
3. Reference case/ 1876 from Kiukaing to Minnesota,USA.  5¢ Rate. 47 page 

SPINK 2003  
4. Reference case/ 1877 from Kiukaing to North Marshfield, Mass., USA. 10¢, 

Double Rate Lot 52 SPINK 2003  
5. Reference data / SPINK Meiso Mizuhara The Exhibition Collection “United States 

Post Offices in China”　LONDON, FRIDAY 5 DECEMBER 2003. 
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外国郵便を始めた日本郵政は打撃をうけて郵便料金を値下げする。日本郵便局はアメリカ宛の
料金(1876年1月1日)12銭を1876年4月1日に5銭に値下げした。 
当時の日本の外国料金を整理しました。  
1872年4月8日　Shanghai 14銭. U.S.A 28銭. 
1873年3月10日Shanghai 8銭. U.S.A 10銭. 
1875年1月1日　Shanghai 6銭. U.S.A 15銭. 
1875年9月10日Shanghai 6銭. U.S.A 15銭. 
1876年1月1日　Shanghai 6銭. U.S.A 12銭. 
1876年4月1日　Shanghai 5銭. U.S.A 5銭. 

1876年 
日本はアメリカの太平洋蒸汽船会社の横浜-上海間の航路と船を買収する。４月に同航路に郵
便路を開始する。同年、中国海関は全海関に郵便部を設けて日付印の使用を開始する。当時の
海関郵政時期の基本料金は、1878年5月18日5分(各局相互間の料金) 、1879年11月15日3
分(各局相互間の料金)、1878年　 清朝時代の郵票の額面は分(Candarin)で、10分が1銭
(Mace)、10銭が1両(Tael)に該当する。 
1884年 6分(各局相互間の料金)、1884年書留料金開始6分です。このことから「不足税」を
支払うよりも「中国内陸料金」を活用する方がベターと思われた。 

1876年４月15日 
日本政府が上海に初めての日本郵便局を開局する。中国からアメリカ宛の郵便料金を５銭に値
下げした。そして全中国内より横浜経由アメリカ宛郵便物の日本郵便局の独占化を図った。 

1876年 
イギリス商社恰和洋行(Jardine Matheson)は呉淞-上海関に鉄道を敷設し、麦辺洋行は長江に
運航を開始する。 

1878年　中国の海関郵政が最初の中国切手(Customs Dragon Stamp)を発行する。 

1881年 
ロシアは旅順口に最初の洋式砲台を竣工する。日本とロシアの帝国主義国の中国侵略の目標と
なる。 

1886年８月16日　ドイツが上海郵便局を開設する(1917年３月17日閉局)。 

1887年 
中国海関郵便が九竜とマカオに郵便局を開設する。そして中国海関郵便局間の公用便を取扱う 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　　59
　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1890年　中国海関郵便が全通商港に開局を通知する。 

1892年7月1日 
日本郵便局の料金は上海宛 5銭及びアメリカ宛5銭とアメリカ上海郵便局より料金が高かった 

1894年8月1日　日清戦争が宣戦布告される。 

1894年８月16日より翌1895年８月17日まで在中国日本局は日清戦争により閉鎖される。 

1899年　帝政ロシアの上海郵便局が開局される(1920年11月に閉鎖)。 

1900年 
中国とフランスの郵政協定が結ばれる(義和団運動の発生で実施は1902年に延期になる)。こ
の年に列強９カ国の連合軍は北京・天津へ出兵して野戦局を開設する。アメリカ野戦局は1901
年に閉局する。 

1903年 
アメリカの上海郵便局はアメリカ国内料金の½オンスの2¢を適用する。中国の日本の郵便局は
厳しい打撃を受けた。なぜなら、上海の郵便料金の日本のレートは、USPA上海局より高かっ
たからである。 

1907年９月25日 
アメリカは上海郵便局の取扱量の激増により新局舎を新築してアメリカ郵政省の直轄にする。
初代局長にJohn Darrahが任命された。郵便局名は"Postal Agency”のままである。 

1911年５月 
中国郵政は海関から離脱して政府郵電部の直接管理下になる。中国郵政は北京に郵政総局を開
設して各省の省都に郵政管理局を設置する。 
8月19日（新暦10月10日）武昌で辛亥革命が蜂起される。11月13日（新暦1912年１月１日）
中華民国が建国される。南京で孫中山が臨時大統領に就任する。 

1913年 
アメリカの上海郵便局は未公認の地方加刷切手を準備するが中国の郵政当局により無効とされ
る。同年、清朝の駅逓制度が廃止される。 

1914年7月28日 
オーストリアとハンガリーがセルビアに戦線を布告した。第一次世界大戦が勃発した。 

1914年8月23日 日英同盟を理由に日本がドイツに戦線を布告した。 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1914年９月 
中国郵政が正式にＵＰＵに加盟する。日本軍が山東に上陸して膠東鉄道を制圧する。日本がド
イツに代り青島等に多数の郵便局を開設する。 

1917年4月6日、アメリカ合衆国議会はドイツに戦線を布告した。 

1917年 
アメリカ上海郵便局長Darrahの後任としてE. H. Everettが着任する。　　　 
11月２日　戦争時の緊急措置としてアメリカの国内料金１オンスを３¢に値上げする。 
上海郵便局も同じ料金になる。（1919年７月1日に旧料金２¢に回復する） 

1919年５月24日　アメリカは上海加刷切手を正式に発行した。そして７月１日に発売した。 

1922年　アメリカ上海郵便局長のEverettの後任としてC. S. Ford大佐が着任した。 

1922年 
12月31日に彼はアメリカ上海郵便局の閉局を実施した。　　　 
12月31日　 アメリカをはじめ日本・イギリス・フランス・イタリアの各在中国郵便局が閉鎖
された。1930年まで賃借地の英国の植民地だった威海衛を除いて。 
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5.エピローグ 
郵便史は自分のテーマのオリジナルの年表を作ることが大切です。私は中国におけるアメリカの活
動を整理しました。 

18世紀の広東から1842年南京条約後の上海へと時代によって拠点港が移動しました。自分のテー
マの年表を整理して時代の背景を読み解いてみると新しい発見ができそうです。 

カタログに掲載されているのは1919～22年の加刷切手の3年間のみです。つまり1919-
1802=117年間と考えると97.5%(117/120)は自分で調べていろいろなオリジナルなアイテムを
発見できる時代です。 

今回のテーマではカタログの時代は線香花火の最後の一瞬のような感じがします。郵便史にはカ
タログにない面白さを発見する楽しみもあり興味がつきません。 

あなたの希望するテーマはどんな大きなテーマでも小さなテーマでもチャレンジができます。 
そして一番先に誰でもがぶつかるのは資金不足です。コツコツとあきらめず一歩一歩階段を登る
ように積み上げていかなければなりません。幸いな事は展示フレームに限界があります。5フレー
ムは80リーフ、8フレームは128リーフです。根気よく諦めずに追い続けることも能力です。 

とっくに会の皆様をはじめ多くの収友の方々にご協力戴きました。厚くお礼申し上げます。皆様
のご健闘を祈念申し上げます。 

6.参考文献  
① 「客郵外史」李頌平1966   
② The Forerunner Foreign Post Offices in Japan British-U.S-French 

石川良並1975日本郵趣出版 
③ 「華郵集錦Ⅱ1.在中国アメリカ郵便史」水原コレクション1982   
④ SPINK LONDON, Friday 5 Dec, 2003 Meiso Mizuhara The Exhibition 

Collection「United States Post Offices in China」   
⑤ 「The United States Post Offices in China and Japan 1867 to 1874」R.C.Frajola, 

M.O.Perlman & Lee C.Scamp.2006 
⑥ 清朝と近代世界19世紀 シリーズ中国近現代史①　吉澤誠一郎　岩波新書2010 
⑦ 年表の資料 

・第32回全国切手展〈JAPEX’02〉第2会場「水原明窗コレクション展 アメリカ上海郵便局と
その前史」-切手の博物館第8回コレクション展-パンフレット 
・The Hong Kong Philatelic Society　Mr. Charles T.M.Chan 陳達文先生に資料のサポー
トを戴きました。厚くお礼申し上げます。 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　　62
　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和欧文機械印トピックス（第3回） 
水谷 行秀 

東京都には行政区が23あるのはほとんどの方がご存知だろうが、他の政令指定都市に行政区がい
くつあるのかはあまり話題にもならないし意外と知られていない。これは時々ではあるが行政区
の分割や統合などが行なわれ、数が変動することが理由の一つではないだろうか。この行政区割
の変更が和欧文機械印に影響を与えたことが1期（1968.12.1-1979.8.31）の間に2回あった。
今回はこれについて触れてみよう。 

【1期】横浜南→港南 
和欧文機械印の使用開始初日である1968年12月1日より使用している局の１つ横浜南局は、その
名の通り横浜市南区に位置していた。 

経済の発展と東京のベッドタウ
ンとして1960年頃より人口が急
増し、1969年には28万人に達
した。以前よりこの人口増は予
想されていたこともあって、
1969年10月1日に区の南部を港
南区として分離した。 

横浜南局は分離した港南区にあ
るため、行政区名に合わせ同年10
月20日に港南局と改称した。当
然和欧文を含む全ての印が同日
をもって新局名に変更された。
これにより｢横浜南｣表示の和欧
文は10ヶ月と19日で終了した。 

横浜南の和欧文は短期間の使用
により少ないことが以前より知
られている。1期の和欧文を収集
する上で、まず第１の関門とな
ろう。（1番難しいという意味で
はない。） 
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港南もその約3年後には使用を
中止する。横浜南ほどではな
いが、入手は簡単ではない。 

ところで港南区はその後も発展
を続け、発足時には人口9万5
千人であったが、現在は22万
人となっている。 
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【1期】東住吉→平野 
大阪市では1974年7月22日に従来の区より分区させ4つの区が誕生した。それらは、 
①東淀川区から分区した淀川区 
②城東区から分区した鶴見区 
③住吉区から分区した住之江区、そして 
④東住吉区から分区した平野区である。 

この時点において大阪市内で和欧文機械印を使用していたのは、大阪中央・大阪南・天王寺・大
阪西・大阪城東・都島・大阪東・東住吉（使用開始順）の8局。これらの中で分区に関連する局が
大阪城東と東住吉。大阪城東局は分区後も城東区に位置するので問題なし。 

これらの中で唯一問題と
なるのが東住吉局であっ
た。当時の東住吉局は分
区後には平野区になって
しまうために局名を変更
する必要があった。この
ため分区と同日に平野局
と改称した。こちらもそ
の日より全ての消印は新
局名となった。旧東住吉
局では1973年5月7日に
和欧文機械印の使用を開
始していたため、｢東住吉｣
表示の和欧文機械印は1
年と2ヶ月強の期間で終
了した。（前ページ図） 

なお2期に入ると新しく
できた同名の新｢東住吉｣
局にこの平野局から機械
が管理換えされた。 

この時｢東住吉｣表示の和
欧文が復活するが、元の
東住吉局とは異なる局で
ある。 
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未解明押印機の郵便史（１） 

見えてきた「ドイツ製足踏式押印機」 
永坂一郎 

『全日本切手展２０１４』の特別企画には「記念切手発行１２０年」等のほかに「機械印１００年」
というテーマがありました。逓信博物館所属の技術員であった林理作が１９１０（明治４３）年に
特許を出願し、翌１９１１（明治４４）年に登録された「林式郵便葉書押印器」の最初の実用機を
使って、京橋局で１９１４（大正３）年１月１日前０－７付で消印を開始したことに由来します。 

「機械印１００年」を機会に、郵便史の中で忘れ去られたり見落とされたりした押印機の幾つかにつ
いて解明を試みました。皆さんの収蔵品の中からその機械印使用例が発見されんことを期待します。 

 
１.ドイツ製足踏式押印機は野村靖駅逓総監が購入してきた機械か 
「郵便スタンプ物語」の検証 
現在「ドイツ製足踏式押印機」（図１）と呼ば
れている我が国最古の自動押印機が郵趣界には
じめて紹介されたのは、逓信博物館を退職して
間もない樋畑雪湖が執筆した「日本郵便切手協
会」発行の「郵便切手雑誌」第４巻第５号「郵
便スタンプ物語（第１２回）」(昭和２年)で、
次のように述べられています。 

『独逸に於いては西紀千八百八十年代に於いて早
く、既に足踏活字印刷�機械を応用飜案して之を試
みたるものがある。現に１８８５（明治１８）年
駅逓�総監野村靖氏（後の逓�信大臣野村子爵）が欧
州巡遊のとき、時の独逸逓�相ステファン氏に懇望
し、明治１９年此の新機械一台東京に到着す。之
を江戸橋郵便局をして使用せしめし結果によれば、
葉書にして其の印面消印に的中するもの十分の三
に過ぎずして其の押印能率は一分間五百枚、書状
に適せず、使用者の疲労手押の比にあらず、とし
て報告があった。その後、此の機械は本国に於い
ても汎く行はれずして止みたるが如し。』



「郵便スタンプ物語」の翌月号には林式葉書押
印機やＤ型押印機の写真が掲載されていますが、
この新機械は写真も図も紹介されていませんの
で、部外者にはそれがどんな押印機でどんな消

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　　66
　

図1 いわゆる「ドイツ製足踏式押印機」 
縦・横・高さ共約４５ｃｍの本体に、足踏駆動
装置付き鋳鉄製架台と書状受板と書状運搬ケー
スが付属した押印機。逓信総合博物館の許可を
得て昭和５３年に郵政省飯倉分館倉庫で撮影



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

印かを想像もできなかったでしょう。 

「日本通信日附印史話」の検証 
それから１０年後の１９３７（昭和１２）年に、樋畑雪湖は「郵便スタンプ物語」を下敷きにし
て切手趣味社発行の「切手趣味」叢書第４編「日本通信日附印史話」の筆を執りましたが、この
押印機について「郵便スタンプ物語」と同様な話をここでも述べています。 

『機械押印を工夫したのも矢張り独逸が先鞭をつけている。現に西紀千八百八十年代に於いて足踏
活版印刷�機械に等しき様な仕組のものが出来て使用した。それを明治１８年代の駅逓�総監野村靖が
欧州帰りに自動衡器と共に購い来たり、それを東京郵便本局に試みた時の報告によれば、日本の封
筒は紙質が軟弱にして思う様に機械から繰出して来ない。僅かに葉書に応用されるが其の能率は五
分間五百枚前後にして、しかも足踏の疲労は却って手押印刷�よりも甚しきとの報告に依って不採用
となった。独逸其のものも亦其の後手廻式に改�正せられ……』



この９３頁の小冊子に口絵として、初めて押印
機の写真（図２）と鮮明な丸一型日付印（年月
日便号なし）が明らかになりました。 

口絵の説明に『野村駅逓総監将来の独逸郵政庁
が最初に使用した足踏押印機図』とあり、押印
機は展示用の木製台座の上に固定されていて、
駆動用平ベルトから活字まで大部分の付属品が
失われたままの姿です。 

筆者が、１９７８（昭和５３）年に逓信博物館
のご許可を得て、麻布の旧郵政省飯倉分館１階
倉庫でこの押印機を見学させて頂いたときも、
写真とほぼ同じ状態でした。関東大震災や東京
大空襲の被害をも免れて残った、まさに幸運の
産業遺産と言えましょう。 

押印機の名称 
これまでは、この押印機を気軽に見学出来ませんでしたが、２０１４（平成２６）年に東京墨田
の東京スカイツリータウン９階に「郵政博物館」がオープンし、「ドイツ製足踏式押印機」の名
称で常設展示されるようになりました。戦前の機械名称は、１９３８（昭和１３）年発行の「逓
信博物館物品調書（昭和１２年）」を以前に閲覧させて頂いたとき、旧帳簿では「独逸押印機
械」、新帳簿で「ドイツ式自動押印機」となっていました。 
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図２「日本通信日附印史話」の口絵



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

我が国最古の押印機といわれるこの機械の押印部には、二重丸型日付印や拇太印ではなく鉄鋼製
の丸一型日付印の印顆が装着されており、機械名称を「丸一型日付印押印機」とした方が妥当な
気がします。 

樋畑雪湖の脚色か 
ドイツや英国の押印機の歴史を調べてみると、後述するように野村靖UPU委員が外遊中はこの押
印機を購入できる取引環境ではなかったようです。 
樋畑雪湖が「郵便スタンプ物語（第１２回）」の中で述べているのは古い話で、逓信博物館の館
内伝説か一部彼の脚色のような気がします。 
ちなみに、樋畑雪湖が長野県庁から出向により上京して駅逓局に仕官したのは、野村靖駅逓総官
が帰国する４日前であり、逓信省発足の９日前でした。また、政府高官といえども備品よりはる
かに高価な固定資産を独断で発注するとは考えられません。 

「丸一型日付印押印機」を考証するまえに、ドイツや英国における同形式の押印機ついて概略の
状況を把握しておきましょう。 

２．「丸一型日付印押印機」は「ホスター式押印機」 

押印機は英国製 
機械には製造銘板が付いていませんが、英語で HOSTER‘S PATENT （ホスター所有の特許）（図
３～４）という刻印が本体と架台に各１個所と印顆の隣接部分４個所に見られます。ドイツ語に
よる表示ではないことから、これだけでこの押印機が英国製であることを推定させてくれます。 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図３　本体手前側の刻印 
　　　下側に「３１」の数字

図４ 押印ハブ側面の刻印　　下側に「３１」の数字



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書状繰込みフィンガー 
この押印機の特徴は、書状の繰込みをゴム製の繰込みフィンガーによって行うというホスター所
有の特許にあります。ゴム製の長い指が書状を押さえ込んで、その摩擦力により押印機の中に繰込
み、更にそのまま書状を押印部まで移送することが複数ある特許に共通する内容です。 

HOSTER‘S PATENT 
HOSTER‘S PATENTには、ホスターのほかに２名の出願者の特許（図５～７）も含まれています。
ホスター式押印機に継承された基本メカニズムの発明者は、ドイツ人のレッフェルハルト（Ｌöｆ
ｆｅｌｈａｒｄｔ，Ｗｉｌｈｅｌｍ）という技術者で、１８８０（明治１３）年と翌年にドイツ
特許№１０５１１他２件の特許を取得し、これを同じくドイツ人のハラー（Ｈａｌｌｅｒ， Ｇｅ
ｏｒｇ）が譲りうけました。ハラーは１８８１（明治１４）年にハンブルクにハラー社（Ｈａｌ
ｌｅｒ　 ＆　 Ｃｏ.）を設立し、押印機の製造販売を開始しました。同年にハラーも追補のドイツ
特許を１件出願しています。 

 

ハンブルク出身のホスター（Ｈｏｓｔｅｒ, Ａｌｂｅｒｔ）は、１８８３(明治１６)年にハラーか
らドイツ特許を買取り、英国で営業すべくロンドンに移住しました。ドイツ特許を２件追加取得
しましたが、併せて英国特許も№２７０など５件を取得しています。英国の特許を取得していない
と英国では見向きもされませんでしたから。ホスターは、ロンドン移住と同時にＴｈｅ　 Ｐｏｓ
ｔａｌ Ｓｔａｍｐｉｎｇ ＆ Ｐｏｓｔａｌ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ Ｃｏ．Ｌｔｄ. (後にＰｏｓｔａｌ 
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図５ レッフェルハルトの特許図面の一部



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ　Ｃｏ．Ｌｔｄ. ポスタルマシナリー社と改称) を設立しました。また、レッ
フェルハルトを技術者として雇い入れますが、レッフェルハルトは起業のため翌年には米国へ去っ
てしまいました。 
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図６　ハラーの特許図面の一部

図７　ホスターの特許図面の一部



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハラー式押印機 
ハラーは、レッフェルハルトと自分の特許を用いてハラー式押印機を製造し、ドイツ逓信省と折衝
の結果、１８８１（明治１４）年にＢｅｒｌｉｎ　Ｃ２局、翌年にＨａｍｂｕｒｇ １局など４都
市の局に納入し使用が開始されました。この押印機の押印洩れは１０％を超え、印影は歪んだも
のが多く押印位置も正確ではありませんが、４００通／分の押印能力が繁忙期の戦力として大い
に役立つという採用理由から、すべてが到着印専用であって差立用（切手抹消用）には使われま
せんでした（図８～９）。 

ドイツ逓信省とハラー社との売買契約は、初号機納入の１年以上後の１８８２（明治１５）年７
月に締結されました。翌年７月、日付印の活字が摩耗しやすいので活字を鉄鋼製にして字体も大
きくすることを条件に、１０台の追加発注がありました。ハラーは特許権を譲渡してしまったの
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図８　ハラー式押印機により到着印（左下）を押捺した葉書　Schumitt.M 
http://www.arge-krone-adler.de/archiv/aktuell04.html から転載

図９　ハラー式押印機による到着印各種　Ｋｏｈｌｈａａｓ，Ｗ． ＆ Ｒｉｅｓｅ，Ｉ．Ｄｉｅ 
Ｂｒｉｅｆｓｔｅｍｐｅｌｍａｓｃｈｉｎｅｎ ｖｏｎ Ｈａｌｌｅｒ ＆ Ｃｏ． から転載

http://www.arge-krone-adler.de/archiv/aktuell04.html
http://www.arge-krone-adler.de/archiv/aktuell04.html


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

で、この１０台はドイツ逓信省に予告せずに英国のホスターの会社で製造させて納入しました。
ハラー社は、これら１５台の押印機の保守を業務として細々と営業を続けました。 
この押印機で注目すべきは、主軸を挟んで大きな押印ヘッドを２個装着していることです。そして
手動式であることです。業務用設備なので稼働をやめると廃却処分され、１台も現存していませ
んが、幸いにも２枚の写真（図１０～１１）が残されています。ホスター式押印機はこれとほと
んど同じ構造を引き継いでいますので参考になります。 
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図１１　ハラー押印機 （書状の繰込み方法が良く判る） 
Ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ Ｖｅｒｋｅｈｌｚｅｉｔｕｎｇ誌　１８８１年６月２４
日号 から転載

図１０　ハラー押印機 
MEYERS　Ｋｏｎｖ．-Ｌｅｘｉｋｏｎ、第６版付録（１９０９年）から転載



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ドイツ以外では、オーストリア帝国で１８８６（明治１９）年以降数局で使用され、電動手動兼
用式で１台は英国製ですが他は現地のＣｚｅｉｊａ， Ｎｉｓｓｌ ＆ Ｃｏ．の製造とされていま
す。ホスターがどのように関与したのか残念ながら詳細不明です。 

１８８２（明治１５）年１０月に英国のＬｏｎｄｏｎ ＥＣ局に持ち込まれた同種押印機の印影は、
日付印の右側に斜線が平行に並んだ抹消部を持っていて、押印機は差立用にテストされました。
消印漏れが多く実用性なしとして返還されています。 

消印が形状により分類されていることから、現在では慣例としてハラー社仕様の押印機でも到着
印用はハラー式押印機、差立用はホスター式押印機と呼ぶことになっています。 

英国のホスター式押印機 
英独逓信当局は、増大する郵便量に対応するため差立用押印機の出現を強く要望していました。
ハラーの同業者であったホスターは、英国の代理店がＬｏｎｄｏｎ ＥＣ局に対し料額抹消用斜線
群入り大型日付印を装備したハラー式押印機２台のテストと採用を受け入れるよう積極的に営業
させましたが、Ｌｏｎｄｏｎ ＥＣ局は実用性が低いとして採用には否定的でした。ホスターはハ
ラーから特許権を買い取ると、英国に製造と営業の中心拠点を置くため、ハンブルクからロンド
ンに移住しました。 

ホスターは積極的な行動をとる人柄のようで、ホスター式押印機を１８８３（明治１６）年８月
にＬｏｎｄｏｎ ＥＣ局へ、局長等責任者の許可が下りる前に押印現場と話し合って持ち込み、実
作業を始めさせました。この時の押印機はまだ手廻式だったようです。差立用には消印洩れが多
く数日の試用で運転中止となり押印機は引き揚げられました。 

ホスターは機械の改良を重ね、更にＬｏｎｄｏｎ ＥＣ局へ１０５ポンド／台という低価格で提供
できる旨を強調して、１８８３（明治１６）年の前半にホスター式押印機２台を設置させる内諾
を得て納入しました。価格からみてこの２台も手廻式と推測しています。その１台には差立用の
印顆が装着されていますが、もう１台には額面抹消用の斜線群がなく日付印の中に「ＯＦＦ-ＰＡ
ＩＤ」とあり赤色インクで押捺しました。押印機の試用と評価に時間がかかり、売買契約の締結・
支払は翌年１月と遅れました。 

１８８４（明治１７）年暮れから翌年暮れに、新型のホスター式押印機が３台Ｌｏｎｄｏｎ ＥＣ
局に導入されました（図１３）。手動式から電動式に移行する暫定仕様として、架台付きの足踏
式駆動方式を採用し、印顆には製造号機を示す印顆番号を彫り込みました。 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印顆番号入りの印顆は、他局への移設や到着印用への用途変更などにより数年後に廃棄され、多
種類の番号なし印顆に置き換えられました（図１４）。押印機と印顆との関係は対比不能とされ
ています。この３台の売買契約は１８８６（明治１９）年半ばになってようやく締結され決済さ
れました。 

英国では、製造会社がロンドンにあったのでアフターサービスは良好だったのですが、ホスター
式押印機の押印漏れや消印の歪みが不評のうえ、足踏みの疲労が作業者に耐え難いことから実務
担当局員から推奨されず、合計５台で新規の導入はしないと決め、残存していた押印機は総べて１
８９３（明治２６）年末までに使用中止となりました。したがってホスター式押印機は現存して
いません。 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図１３　ホスター式押印機による消印各種　Ｋｏｈｌｈａａｓ，Ｗ． ＆ Ｒｉｅｓｅ，
Ｉ．　　Ｄｉｅ Ｂｒｉｅｆｓｔｅｍｐｅｌｍａｓｃｈｉｎｅｎ ｖｏｎ Ｈａｌｌｅｒ ＆ 
Ｃｏ． から転載

図１４　Ｌｏｎｄｏｎ　ＥＣ局の印顆番号なし消印の一種　　　抹消部の斜線方向が１８０度逆



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ドイツのホスター式押印機 

ホスターは、差立用押印機の需要が 見込めるドイツでも営業を開始し、１８８３（明治１６）年
４月にＢｅｒｌｉｎ Ｃ２局へ抹消部と一体の日付印が付いた手廻駆動押印機を持ち込み、実逓便
で数日間試用してもらいました。Ｂｅｒｌｉｎ　Ｃ２局はハラー式押印機を最初に導入した局です。
評価が低く機械は引き揚げさせられました。Ｂｅｒｌｉｎ　 Ｃ２局はホスター式押印機を最初に
使用した局にもなりますが、最近になって最古使用例を更新する葉書（図１２）が発見されウェ
ブで公開されています。 

Ｌｏｎｄｏｎ　 ＥＣ局に新型のホスター式足踏押印機を設置することに成功したホスターは、１
８８５（明治１８）年７月にドイツでも局長等の設置許可が下りる前にＢｅｒｌｉｎ　 Ｃ２局の
押印現場と話し合って持ち込み、試用を始めてもらいました。押印機の調子は好くなく、１１月
には別の押印機と入れ替えました。シュテファン遞信次官は、勝手な押印機の持ち込みや性能な
どの点で、ホスターとその押印機に対し強い不信感を抱いたようです。同年にＨａｍｂｕｒｇ １
局とＨａｍｂｕｒｇ １０局へも各１台（図１５）を押印現場と話し合って持ち込み、この時も設
置申請は後回しにされています。 

シュテファンは、押印機の試用を２ヶ月以上続けた上で評価するから試用中は無償提供させるよ
う指示しました。Ｂｅｒｌｉｎ　 Ｃ２局は押印前に書状を厚さや大きさ別に仕分けして、押印洩
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図１２　ドイツのホスター式消印付き最古実逓葉書（新発見） 
Ｒｉｅｓｅ，　Ｉ. ＆ Ｋｏｈｌｈａａｓ，　Ｗ. 
http://www.poststempelgilde.de/hoster.html 　から転載

http://www.poststempelgilde.de/hoster.html
http://www.poststempelgilde.de/hoster.html


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

れが少なくなるよう工夫したようでこの点の評価は良好でした。Ｈａｍｂｕｒｇ １局では押印洩
れが多いもののクリスマスやユダヤ新年祭の祝賀状の処理には大いに力を発揮しました。書状繰
込み装置の耐久性や裏面の汚れは不評でしたが、両局の評価は全体的に悪くなかったので、Ｂｅ
ｒｌｉｎ　Ｃ２局は１８８５（明治１８）１０月に、Ｈａｍｂｕｒｇ １局は翌年１月に購入が認
可されました。しかし、押印機の価格が極め高いので購入台数は２台に限ると決定されました。
なお、Ｈａｍｂｕｒｇ １０局では帯封付郵便物が多く押印機は殆ど稼働せず返却されます。 

価格交渉が長引き、２０５０マルク／台で売買契約が締結され決済されたのは１８８６（明治１
９）年７月末でした。売買契約では押印機の稼働保証期間は２年となっていましたが、レッフェ
ルハルトが米国へ渡りドイツでのアフターサービスが悪くなって、Ｂｅｒｌｉｎ　 Ｃ２局では半
年後の１８８６（明治１９）年７月に最後の修理を要請し運転を中止してしまいます。ホスター
は要請にも応ぜず代替機との交換もしなかったため、ついに１８９０（明治２３）年９月、ベル
リン逓信局はポスタルマシナリー社に対し民事訴訟を起こしました。裁定は供託保証金の没収と
売買代金の返却でしたが、
履行されないまま英国の
ポスタルマシナリー社は
消滅し、ホスターは既に
フランスに移住していま
した。郵便博物館に展示
用として１台納入された
という記録が見つかりま
したが、ドイツでも押印
機は写真以外に現存して
いません。 
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図１５　ホスター式足踏押印機（ドイツ郵便博物館所蔵写真） 
Ｍｏｒｒｉｓ，　Ｒ．　 Ｆｒüｈｅ　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｓｔｅｍｐｅ
ｌｍａｓｃｈｉｎｅｎ、　Ａｒｃｈｉｖ　ｆüｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　
Ｐｏｓｔｇｅｓｃｈｉｃｈｉｔｅから転載



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３. 押印機の構造 

構造と作動 
ホスター式押印機もハラー式押印機も本体部分の構造や作動に大きな違いはありません。図１０
で説明しますと、主軸ａには左側から角柱状印顆ホルダー（両端に夫々印顆）、繰込みフィンガー
付きベルトのプーリー、書状搬送用ゴム製円形板（押印前後の書状の安定的送りを行う）、フレー
ムを越えて手動用ハンドルｇ（足踏式ではベルト用プーリー）が付いています。主軸ａの下に押印
受けローラーｂがあって押印時の押圧を受け止めます。インキの補給は印顆が回転の都度インキ
ローラーｋに接触して行われます。 

繰込みベルトのもう片方のプーリー支軸ｃの働きと書状の供給方法は図１１を見ると判り易い。
料額印面のある長手方向を前方にして、重ねた書状を右手で支えるようにして挿入すると、繰込
みフィンガーが上から１通ずつ繰込んで行きます。特許図面の図６と図７で判るように、押印機本
体の繰込み部には反対方向に回転するローラーがあって重なって繰込まれるのを防止しています。
予め書状を大きさ・厚さ別に揃えておくと、重ね繰込みによる押印洩れや空押しなどが少なくな
ります。 

ハラー式押印機では、繰込みフィンガーがスプロケット駆動のチェインに４個所装着されており、
ホスター式押印機では、プーリー駆動のベルトになっていてスリップしないよう内側に突起があり
ます。 

日本にある押印機では、早い時期から駆動平ベルトや繰込みフィンガーが逸失していたので、遞
信博物館では書状繰込みの作動について伝承が途絶えてしまい、「日本通信日附印史話」の口絵
説明でもこの部分には全く触れていません。 

当時の１銭葉書の寸法は９０×１４２㍉で、現在の常識である縦長方向に繰込ませようとすると搬
送用ゴム製円形板に接触できず、正常に押印出来なくなります。これまで発表されている丸一型機
械印と称する使用例は全て縦向きですから、手押し印ではないかと推測しています。 
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印顆 
ホスター式押印機には２個の印顆が装着されました。ホスターの特許には印顆が１個の構造をも
つ特許もありますが実用化されていません。印顆は鋳鋼製で図１６のように彫刻されています。東
京の印顆も英独と同じ母材から彫刻されました。斜面中央に１個所溝があり、印顆ホルダーに逆
付けされないよう配慮されています。 

東京の押印機には印顆が１個しか装着されていませんが、もう１個は早い時期に持ち去られたと思われ
ます。印顆が片方だけですと平衡重量はアンバランスになり、振動が大きく運転は不能となります。 

日本で通信日附印に鋼製活字が試用され始めたのは、１９００（明治３３）年１２月末からの丸
二型日附印の東京からで、
明治２０年前後の日本の工
業水準では鋼製印顆や活字
の製作は至難と考えられま
す。 

印顆の印面が摩耗して潰れ
ているという人がいますが
（図１７）、摩耗ではなく
幾多の人々が印影を得よう
として印汁を塗り残し、膠
化したものではないかと推
察します。 

活字の取付け方など裏側の
構造も知りたく、洗浄され
ることがあれば印面の地肌
を拝見してみたい。 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図１６　ホスター式押印機の印顆　印顆母材からの製作工程。Ｌｏｎｄｏｎ　ＥＣと武蔵東京

図１７　丸一型機械印の印顆の接近写真。 
逓信博物館の許可を得て昭和５３年に撮影



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４. 印顆番号と最古使用データ 

レッフェルハルトの特許を使用した押印機 
モリス他が１９９６（平成８）年に刊行したAn Introduction to Japanese Cancelling 
Machines and Markingsの中で、欧州各局のホスター式日付印の最古使用データを表にまとめて
発表しました。 

東京の押印機には、HOSTER’S PATENTの刻印の下に３１という数字が刻まれています。東京の
使用時期は未発見のためこの表に入っていませんが、本文の中で印顆番号を３０と誤記していま
す。これを参考にしてコールハースとリーゼは１９９８（平成１０）年刊行の共著Die Hoster- 

一貫 
番号

印顆 
番号 使用局名 最古使用例 最終使用例 機　種

消印　　
　タイプ 摘　    要

1   Berlin C2 1881.04.25 1906.08.02 ハラー  以下ドイツ製

2   Hamburg 1 1882.04.05 1897.11.22 ハラー

3   Breslau 1 1882.09.19 1899.01.06 ハラー

4   Frankfurt a Mein 1 1882.08.13 1893.11.26 ハラー

5   Leipzig 1 1882.07.23 1899.01.01 ハラー

6   London EC 1882.10.26 1882.10.28 ホスター L1  ハラー機で試用後 返却

ホスターがハラー所有の特許を買入れ （1883.02.20）

7   Berlin C2 1883.04.10 1883.04.13 ホスター (B0)  試用するも評価低く 返却

8   London EC 1883.07.12 ホスター L2  ハラー機、使用例未確認

9   London EC 1883.08.30 1883.09.03 ホスター L3  試用するも評価低く 返却

10   Dresden Altst. 1 1883.11.11 1897.10.25 ハラー  以下英国製

11   Halle (Saale) 2 1883.11.15 1909.03.22 ハラー

12   Hannover 1 1883.11.02 1890.03.02 ハラー

13   Magdeburg 1 1883.10.24 1888.05.17 ハラー

14   Stettin 1 1884.02.29 1887.10.28 ハラー

15   Bremen 1 1884.01.04 1905.04.23 ハラー

16   Düsseldorf 1 1884.03.19 1887.04.15 ハラー

17   Köln 1 1884.03.10 1902.06.18 ハラー

18   Mannheim 1 1884.04.13 1885.05.06 ハラー

19   Straßburg 1 1884.05.23 1885.04.16 ハラー

20   London EC 1884.04.28 1892～94 ホスター L4  1885年1月売買契約･支払

21   London EC 1884.06.10 1892～94 ホスター L5  1885年1月売買契約･支払

22 22   London EC 1884.12.22 1892～94 ホスター L6  1886年-月売買契約･支払

23 23   London EC 1885.03.18 1892～94 ホスター L8  1886年-月売買契約･支払

24 24   Hamburg 10 1885.09.-- ホスター (H2)  試用するも評価低く 返却

25   Berlin C2 1885.07.24 1885.10.02 ホスター B1  試用するも評価低く 返却

26 26   Hamburg 1 1885.09.18 1886.07.09 ホスター H1  1886年7月売買契約･支払

27 27   Berlin C2 1885.11.07 1887.01.24 ホスター B2  1886年7月売買契約･支払

28

29 29   London EC 1885.11.23 1892～94 ホスター L12  1886年-月売買契約･支払

30

31 31   武蔵 東京 ホスター T1

32   London EC ホスター  使用例未確認、詳細不明

33   Wien 1 1886.10.25 1906.08.-- ハラー  手動電動兼用
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Briefstempelmaschinenの中で、レッフェルハルトの特許を使用したハラー式とホスター式押印
機について、最古使用データ順に一貫番号を付けて印顆番号も入れ、１から３２まで拡大した一
覧表を発表しています。 

最新の情報も加え最終使用データや逓信当局との契約状況などを補填して、前頁に使用押印機一
覧表を掲げました。武蔵東京には印顆番号３１を加えましたが、印顆番号３２のＬｏｎｄｏｎ Ｅ
Ｃは未だに印影の発表がなく実在か不明です。一貫番号３３オーストリアのＷｉｅｎ　１のハラー
式押印機には、もう足踏ペダルでなく電動機が装備されています。 

この押印機事業の規模はホスターの意気込みほど発展せず、ハラー式押印機ではドイツに１５台、
オーストリアに１＋α台が販売され、ホスター式押印機では英国に５台、ドイツに博物館展示用
を含め３台、日本に１台が販売されたに過ぎません。現存する押印機は、付属品が大分散逸して
いますが日本の１台だけです。特別予算か篤志家の寄附により、繰込みフィンガー付きベルトだ
けでも修復されれば素晴らしいのですが。 

武蔵東京のホスター式押印機は最新型か 
この一覧表では、武蔵東京の一貫番号と印顆番号は３１です。これまで各押印機の最古使用デー
タから一貫番号は製造順の番号と思われていました。ところが、一貫番号２４～２７に相当する
押印機の姿を見ると、歯車機構やフレーム形状などから、一貫番号３１の押印機よりも明らかに
新型です。 

図７は１８８５（明治１８）年７月出願のドイツ特許の図面ですが、武蔵東京の押印機には反映
されていません。どう見ても武蔵東京の押印機は足踏駆動型の試作機です。製造順であれば一貫
番号は２１前後となるでしょう。したがって、一貫番号または印顆番号は納入予定番号と考えた
方が適切と思われます。 

野村靖の外遊 
１８８４（明治１７）年１０月リスボンで開催予定の第３回ＵＰＵ大会議の日本委員として、野
村靖は同年７月に欧州に向かって出発しましたが、その後に開催が翌年２月に延期されましたの
で、それまでベルリンに滞在して郵便事業のほかドイツ（プロシャ）帝国の憲法から行政法・財
政まで帰国後の立憲を念頭に調査を尽くしました。 

野村靖はシュテファンとも会いましたし、Ｂｅｒｌｉｎ　 Ｃ２局でハラー式押印機の稼働も見学
した筈です。彼は大会議終了後直ちに帰国せず仏英等を経由して米国に渡ります。この頃、ドイツ
でも英国でもホスター式押印機の価格交渉や製品保証問題で揉めている最中でした。駅逓局のトッ
プとはいえ固定資産を稟議なしに購入してくることは考えられません。 
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野村靖が米国から帰国したのは余りにも遅い１８８５（明治１８）年１２月１７日でした。伊藤
博文の信頼を失い逓信大臣に昇進できず、上司となった榎本武揚とそりが合わないで次第に周辺か
ら軽視される様になりました。同藩閥の伊藤博文を援けるつもりで、帰国を遅らせてまで立憲制
の調査に没頭したのが不運でした。 

帰国翌年の３月には「交通要論」を、６月には「孛国地方自治行政説略」を、更に明治２０年１
２月には「国家論略」、「独逸帝国憲法要論」、「孛国憲法要論」を逓信省内で刊行しました。 

５. 見えてきたもの 
上述してきたことから見えてきたものは次の通りです。 

(1) この押印機はドイツ製でなく、英国ロンドンのホスターの会社で製作されたもの。即ち英国製。 

(2) 足踏み駆動式は、手動式から電動式に発展する端境期の短期間の産物。 

(3) 野村靖ＵＰＵ委員はベルリン滞在中に、到着便処理用のハラー式手動押印機を見る機会を持つ。 

(4) ドイツのシュテファン遞信次官は、ホスター式押印機の性能とホスターの営業方法に否定的。 

(5) 野村が元駅逓総官であっても、備品より高価な固定資産を独断で購入する権限は持たない。 

(6) 押印機は、帰朝後の野村遞信次官の見聞に基づき稟議されて購入されたとするのが妥当。 

(7) 丸一型日付印の様式が決まってから漢字の雛形をつけて注文したもので、恐らく明治２１～２２
年に売買契約成立。 

(8) 英国製の足踏駆動の試作押印機在庫品で、ホスターから最新型でないことを知らされていない。 

(9) 葉書または書状の押印機へ供給方法の詳細は、部
品逸失と共に博物館内で伝承中絶。 

(10)二重丸型日付印の時代の使用はない。明治２１年
３月以前の輸入なら東京郵便局と共に焼失。 

(11)印顆２個と活字類２組は押印機の付属部品で鋼製。
逓信省傘下では製造不能と思われる彫刻品。 

読者の収蔵品の中に、図１８のような横向きの武蔵
東京丸一型日付印（外環の丸と一とが接触）が押捺
された葉書または書状が眠っていませんか。あれば、
それがこの押印機の貴重な使用例です。 

印影が左肩にあれば差立便の消印。右下端付近にあ
れば到着印。いずれも局名部分が外側を向いていま
す。年月日が入っている筈ですが、それは明治２２
～２３年まででしょう。繰込みフィンガーに寿命が
ありましたから。 

ご幸運をお祈り申し上げます。 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図１８　丸一型機械印の押印雛形
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欧文消印もれ消印 
鈴木 盛雄 

長く消印を集めていると時々分からないものが出てくる。左図
もその一つで、欧文の消印もれ消印。 

確かバーコード切手が売出されたときのことで、実逓便を作る
ので早速航空書簡に５０円切手を貼って（３５０円分）英国に
短期留学していた娘に差したてました。残念ながら娘が受け取
れず後日返送されてきました。それには横浜港の和欧機械印と
見慣れない印が押されていました。和欧印には９７．８．３０ 
１２-１８。戻ってきたのが９月中旬でした。（図１） 

TOKYO INTの文字が見えたので、９月の末に東京国際局を訪ねてみました。答えは予想していま
したが「今、使ってはいない。ここには置いていない。」とのことでした。まあ現場での対応で
はこれ以上無理だなと思い帰りました。９
月の暑い日でした。 

そのまま月日が経ち、あるオークションで
この印の押された香港宛のカバーが目に入り
勿論おとしました（図２）。香港の着印
（紫 HONG KONG 13 FEB 1997 
G.P.P.P.R.）が押してあり同時期使用です。 
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図１ 返送された、英国宛て速達航空書簡

図2 香港宛て航空書状 不足料取り立て



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「ほら、やっぱり使っているじゃないか！」この話を方寸
の例会で話したら廃刊された全日本郵趣（財団法人日本郵
趣連合）の澤護氏の記事をいただきました。（図３） 

それによりますと、同局調整課業務係による回答で、 

(1) 消印のCACHET/TOKYO INTの印は当局で使用してい
た末消印です。 

(2) 使用期間につきましては、平成７年１０月から平成８年
９月の１年間使用していましたが、現在は使用しており
ません。（1995-1996年） 

(3) 消印使用につきましては、「海外あての郵便物の消印漏
れを発見した場合は国内郵便で使用している末消印で消
印すること、と規定されていますが、当局で海外用にフ
ランス語表記の末消印を作成し、試験的に使用したもの
です。 

とあります。 
私も局に出向かずに正式に文書で問い合わせるべきでした。 

もっとも使用期間については上記を越える使用例が、呉ポス
ト５６１号で発表されています。９年４月１０日発売の印字
コイル貼りのものが見つかったのです。（報告者：津田延
氏）これにより現場レベルでは試用後も廃止せずに印を継続
使用していた可能性がでました。 

これで終わればよかったのですが、続きがあります。 
右下のオンピースは欧文丸型消印漏れ消印と同一表記の長方
形のタイプです。 
平成９年の年賀切手に押されているので、平成８年１１月以
降の使用例と言えます。 
ということは、同時期に二種類の消印漏れ消
印を使用していた可能性もあります。 

いずれにしろ、他の報告も含めて、カバーが
ほしいものです。お持ちの方のご報告をお待
ちしております。 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図3 全日本郵趣 1997.1.1 P.18 
✴現在の全日本郵趣を発行する日本
郵趣連合とは別の、同名の団体（財
団法人）が発行していた雑誌

図4 呉ポスト561号



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

斜線型・和文ローラー印 
高崎 真一 

最近キロボックスを見て思い出した平成2.10.1の新型ローラー印の話を書きたいと思います。 

当時の郵政省では消印デザインの簡素化変更に力を入れており、平成2年10月1日に和欧文機械印
全局、和文機械印の公示する局、和文ローラー印の普通局全局に新型消印を投入しました。 
機械印については、新旧混合や誤刻等面白い話が沢山あるのですが、それはまた別の機会とし、
今回は和文ローラー印に絞って書きます。 

明治43年（1910年）の導入以来、原則として、局名・年・日付の間に横線が入り、それ以外の
抹消部分は複数の直線で構成されてきたローラー印は、和欧とも、平成2年（1990年）10月以
降、横線無し・斜線抹消の形態に暫時置き換えられました。 

和文ローラー印の初日は10月1日、欧文ローラー印の初日は11月30日ですが、全ての郵便局で一
斉に切り替わった分けではありません。和文ローラー印については、初回配備対象局は全普通郵
便局が対象でした。 

この初回配備は本省発注のため各地方郵政局独自の発注の従来のものと字体が異なり、全国統一
された字体で使われ始めました。これは試行ローラーの時と同じでローラー印をよく研究されて
いる方なら既におわかりのお話です。 

また全普通局というのが曲者でこれには無集配普通局が含まれ札幌大通、小伝馬町、両国、森下
町、東京国際、マーチャンダイズビル内、高槻駅前、深草、美栄橋等々全国に点在する無普局で
もしっかり使い始めました。上記サンプルの「横浜桜木」は私の中では大珍品です。 
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初年度使用例（左より）横浜桜木 12.21 蒲田 10.1（初日）呉羽 11.13



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当時、私は和欧文機械印の半数以上と和文機械
とローラー印の注目局に郵頼して消印を見るこ
とができたのでローラー印の字体の全国的な統
一感に驚いたものでした。 

翌年の平成3年4月20日には印色が錆桔梗色に
変更されるので黒色新型で本省彫を全局実逓で
集めてみるのも楽しいと思います。 

最後になりますが、最近驚いたのは、この本省
彫を東京都内の各局では20年も大事に使い続け
中にはボタ印のようになって殆ど読めないもの
もあることで、ご苦労様と言いたくなる草臥れ
具合です。 

いくつかサンプルをご紹介しますので、是非皆
さんも切手市場などで探してみて下さい。 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　　87
　

青梅 H2.11.13 第一種定形外100G迄 175円

左より、杉並25、足立24.4.19、江戸川23.11.10、小石川24.2.9



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コレクションの創り方 
The Philatelist Magazine 第３号のオンラインアンケートで、最も大きな反響を頂いた記事は
「切手展向けリーフの作り方」でした。そして、この結果は編集者にとりたいへん意外でした。 
フリーコメントを見ていくと、リーフ作りの記事といえば今まではソフトウェアの解説書の様な内
容しかなかったのに比べて「考え方」や「概念」など根本にあるものを示した上で「コレクショ
ンの創り方」を示せていることに、読者の支持があることがわかりました。 
そこで第4号以降「コレクションの創り方」をコーナー化しております。 

「コレクションの創り方」は必ずしもリーフ作成だけにとどまりません。収集対象の取捨選択や、
マテリアルの研究方法・情報交換方法、切手の整理・処分等多岐にわたります。今回はリーフ作り
の話は一旦お休みにして、知識をもとにしたフリマの活用法と、外国切手収集を始めるにあたっ
ての考え方を対談形式でまとめてみました。 

次号以降も様々な記事を掲載して行きたいと思いますので、ご期待ください。 

お金をかけなくてもこんなに楽しめる郵趣 

「切手市場」の楽しみ方 第２回 
行徳 国宏 

＜対談＞外国切手収集の進め方 
竹上 幸浩、榎沢 祐一 

スタンプショウ2015まであと４ヶ月！年一度のトピカル展 まだ間に合います 

トピカル作品を魅力的に見せるための3つのポイント 
吉田 敬 
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お金をかけなくてもこんなに楽しめる郵趣 

「切手市場」の楽しみ方 第２回 
1987年4月1日～1988年3月31日間の外国郵便エンタイアを買う 

行徳 国宏 

本誌に「戦後日本の郵便史」を連載されている行徳さんは「切手市場」（管理人：高崎真一氏）
のヘビーユーザーで、毎月欠かさず参加されておられます。 
郵便制度史研究家として数々の著作を著された行徳さんですが、切手市場では、郵便史側面だけ
でなく、カタログ収集面からも、珍しい郵趣マテリアルの入手の機会が豊富だとのこと。 
そこで、どんな点に目を付けて切手市場を探索されているか、是非手の内を見せて頂けないかと
ご寄稿をお願いし、快く引き受けて頂きました。 
紹介するマテリアルが一枚50～100円程度のマテリアルの山から発掘されたものであり、お金を
かけなくても郵趣を楽しむ方法を是非知って頂き、切手市場で実践して頂きたいと思います。 

現行外国郵便エンタイアがいっぱい 
切手市場の各ブースを探索してみると、現行の外国郵便エンタイアがけっこう里帰りしている。一
般便はもちろん、外国の郵趣家宛に日本の郵趣家が差出したものも見つかる。今月は、切手市場
で現行切手貼と現行記念切手貼の外国郵便エンタイアの発掘と入手状況を報告する。 

現行の外国郵便エンタイアの大半は、各種額面の通常切手の混貼である。 
適正１枚貼もあるが、ほとんどが適正料金通りの、ありふれた額面切手使用である。 
通常切手、記念特殊切手、記念シリーズ切手など貼付切手による見方、選び方によっては、多方
面の収集視点が見いだせる。 
私はサイドコレクションとして額面50～60円の記念シリーズ切手のエンタイアを入手する場所と
して切手市場を有効に利用しており、国内郵便使用、外国郵便使用とも入手できている。 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郵便料金短期間使用の外国郵便エンタイアを探す 
現行切手、現行郵便料金等に詳しい、また関心のある方はご存知のところであるが、昭和末期に
外国郵便料金の期間がかなり短かい時期があった。それは僅か一年のみの料金だった。 

1987年4月1日, 外国郵便料金が引き下げられた。この料金期間は１年後の1988年4月1日にさらに値
下げされた。外国郵便料金期間がたった１年間だったことは近年にはなかったことであった。これほ
ど短い期間に使用された外国郵便エンタイアを通常切手と記念切手とで集めてみようと考えてみた。 

まず通常切手では、使用期間が長く、外国郵便に使用されやすく、また各種外国郵便料金に近い
額面切手と、その料金差額分を補填する小額切手との混貼使用例が見つかる。他方、記念行事を
題材にした記念切手とシリーズ記念切手とが使用されたものも見つかる。 

１　通常切手 
現行通常切手を収集されておられる方は、この短かい郵便料金期間内に発行された通常切手がな
かったことを承知しておられる。その上で，現行切手による郵便の種類別使用例、増料金になっ
た場合の１枚貼•複数枚貼などに関心を向けておられる。これは一つの収集視点になっている。 

私は、通常切手が使用された外国郵便の地帯別、郵便の種類別に目線を置いている。まず航空郵
便では、地帯別書状•葉書•印刷物（クリスマスカード等）、船便の書状や葉書そして書留や速達
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第１地帯 第２地帯 第３地帯
書状 10gまで 110 130 150

以上10gごと 70 90 110
郵便葉書 80 90 100
印刷物 20gまで 80 90 100
小型包装物 80gまで 200 240 280

外国航空郵便料金（1987.4.1-1988.3.31） 
なお上記以外に、書留350, 速達300, 航空書簡110円

通常宛先料金 アジアオセアニア郵
便連合加盟国宛料金

書状 20gまで 110 70
50gまで 200 120

葉書 80 50
印刷物第3種 50gまで 60

100gまで 80
その他 20gまで 70

50gまで 110
外国船便郵便料金（1981.7.1-1988.3.31）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Express（別配達の名称は1986年1月1日速達に改称された）等の特殊郵便使用例を分けて収集
対象にしていて、１枚貼使用例があれば集めるし、混貼を当たり前の使用例と思っている。どん
な郵便の種類があって、どれだけ集められるかに関心を持っている。 

図１は260円切手１枚貼の第３地帯西独宛航空書状、料金内訳は20gまで260円（150+110）で、
たまたま１枚貼が生まれた。この１枚貼は時たま見かける。　 

図２は第２地帯宛航空書留書状で、料金内訳は20gまで220円(130+90）に書留料金350円を加
算した570円である。 

郵便料金と現行該当額面切手とを対象にすれば、１枚貼使用例はもっと見つかるだろう。郵便料
金表を簡便に記入した手帳を作成して、即売会等には携帯している。必要なときには取り出して参
考にしている。私もそれなりに工夫しているのですっ。 
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図１　KUKI 31,X.87,

図２　KAIJI BLDG/102  3.VI.87.



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　記念切手 
私がこの短期間使用例として注視しているのは記念切手の方である。記念切手は，私にとってあ
りがたいことに、切手市場ではライバルがいないようだ。探し放題、見放題、買い放題、（まと
めると）サービス（可能）放題と，”至れり尽くせり”。この１年間使用の記念切手を集めなければ
損する？、そんな遊び場であり、切手市場を利用するメリットがここにある。 

まず、この１年間に発行された記念切手はカタログにある通り。私が特に関心を持って収集対処
にしている記念切手はシリーズもので、 
(1) 1987年10月 発行の国際文通週間切手 
(2) 第３次国宝シリーズ切手（１～３集） 
(3) 奥の細道シリーズ（２～５集） 
(4) 年賀切手である。 
この使用期間１年以内に発行されたその他の記念切手で、中には実際の該当使用期間が１ヶ月以内とい
うものが存在している。そんな使用例を今のうちに集めておこうというのである。実例を開示する。 

国際文通週間切手は10月6日発行で、130円（元宵観燈）と150円（宴の花）の２種で、それぞ
れ第２、第３地帯宛航空書状に使用されていて、最近では里帰り品がある。130円切手は第２地
帯アメリカ宛航空書状への適正１枚貼が見られる。ありふれているので趣向を凝らせてみたい。 

図３を見られた方は、例の台湾宛のものだと思い出されるであろう。そうです、図３は第２地帯
宛ではなく第１地帯宛に130円切手を４枚貼の航空書留で、重量20gまで180円（110+70)を書
留扱い350円にした530円料金のものである。図３は郵便料金上第１地帯宛料金に該当する額面
ではないが、それを承知の上で、異なる宛先•地帯料金の使用例として取り上げてみたものである。
第2地帯宛料金切手を貼った第２地帯宛カバーなら、ありふれているのである。 
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図３　MINAMITOKIWADAI 12.XI.87.



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図４は図３と同様，発行目的と異なる地帯宛
に差出された例である。 
第３地帯宛の額面切手が使用された、第２地
帯 宛 航 空 書 状 ３ 倍 重 量 便 3 1 0 円
（130+90+90）である。国際文通週間切手
はこの短期間使用例として外せない。 

第３次国宝シリーズ切手でこの料金期間に該
当するのは１～３集である。１～2集110円切
手の第１地帯宛航空書状は最近里帰りが多数
実現しており、ありふれた使用例になってい
る。そこで反対に、異なる宛先への使用例が
ないか郵便料金を調べてみると、110円切手
が第２地帯宛220円料金（130+90）に２枚
貼されている一般便が見つかってきた。図５
は第１と第２集切手の組合せ使用である。 

国宝シリーズ切手の額面60円切手では、図６の
東京中央局Philatelic section差出しで西ドイツ
宛のものがかなり里帰りしていて、あるブースで
売られていた。著名な郵趣家宛である。 

額面60円記念切手２枚貼に30円切手加貼のも
のであった。図６はその第３集の60円切手２
枚貼である（発行日1988.2.12.）。該当する
使用期間は50日弱である。 
 
該当使用期間中の他のシリーズ切手から「奥の
細道」を取り上げるが、このシリーズ切手は２
～５集が該当期間中に発行されている。 
図７は第３集切手の４枚貼使用である。同一シ
リーズ切手の多数貼の場合、時たま異集シリー
ズ切手が混貼使用されたものが散見されるので、
カタログは携帯必需品にしている。 
第３地帯ソヴィエト社会主義共和国宛書留の郵
趣便で、書状10gまで150円を書留扱い350円
にした500円料金である。他の記念切手が貼付されているが、気にしない。気にしなかったもう
一つの理由は100円だったことである。自分で作成すれば500円かかる。 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　　93
　

図４　YOKOHAMASHUCHU  1.II.88.

図５ OSAKA  25.XII.87.

図６　TOKYO  13,II,88.

図７　YOKOGAWA/733  26.VIII.87.



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

次に関心のあるシリーズ発行のものは年賀切手である。
年賀切手は収集範囲にしており、複数貼、混合貼使用の
ものでも見つけ次第、重品承知で買っている。 

図８は第１地帯宛航空葉書80円料金に、同年の年賀葉
書に年賀切手を組合せてダブル使用したもので、”究極
の年賀切手”と勝手に呼んでいる。 

最後に、該当料金期間の最後期に発行されたのが青函ト
ンネル開通記念の切手で、1988年3月11日発行だから、
該当する使用期間はたったの20日間であった。 
図９は第３地帯宛航空葉書100円に60円分の切手とし
て使用されている。 

消印の形式を見落とすな 
この料金期間中の使用例を通常切手と
記念切手とで開示したが、もう一つ、
注目•収集しておきたいのは欧文三日
月印の形式である。 

外国郵便を取扱う無集配特定局が大幅
に増えたことから、使用する欧文三日
月印の形式の一部が改正され、そのD欄に「受持集配郵便局の郵便番号」を配した形式が告示され
た（1985年2月20日付け郵政省告示第97号）。使用開始時期は各地方郵政局によって異なって
いる（「郵便消印百科事典」(株）鳴美、平成19年4月1日発行）。 

その後1986年10月1日、丸型欧文印が全国の約1900の普通局に使用開始された。その例を図２、
７及び８に示した。郵便番号入り欧文三日月印使用のエンタイアにも,台切手と同様に配意してお
きたい。 

主題の料金期間中の外国郵便エンタイアを通常切手と記念切手とで揃えると、ワンフレーム展の
作品にも流用することができそうだ。２、３千円も出せば完成できる。サイドコレクションとし
て楽しみたい向きにはこんな集め方はいかがだろうか。 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図８　KOBARI/441  25.XIII.87.

図９　WAKKANAI  22.III.88.



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜対談＞外国切手収集の進め方 
竹上 幸浩（JAPEX2014 審査員長）、榎沢 祐一 

テーマティク出品者として活躍されている榎沢祐一さんが、伊藤昭彦さん（外国切手出品者の会・
会長、当時）と対談し、国際展への出品を前提にした外国切手収集について教えを請うた当誌第
３号（2014.6.15）の記事は、郵趣雑誌として初めて公開された「20代, 30代の普通の収集家で
も数年で狙える正しいアプローチ」として、多くのご反響を頂きました。 
榎沢さんからはその後、ご自身でヨーロッパの数カ国のシリーズの収集を開始された旨お聞きして
おりましたが、収集を開始されると色々と課題が見つかって来たため、その点を解消すべく、か
つてメキシコクラシックで国際展に参加されていた、竹上 幸浩さんとの対談を設けました。 

 
日時 11/3（月） 12時 
場所 汐留シティセンター 
対談者 竹上 幸浩氏、榎沢 祐一氏 
司会 編集部 吉田 敬 

竹上幸浩氏のご紹介 
国際展ゴールドメダリスト 
（Mexico - 1856 First Hidalgo 
Issue, PHILANIPPON2011, 
G(92)） 
サブコレクションとして、ヨーロッ
パ切手を収集し、特にクラシック
やプレスタンプ時代に造詣が深い。

2008年よりJAPEX審査員長を務
める。 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竹上幸浩氏（左）と榎沢祐一氏（右）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前回対談後の榎沢さんの外国収集の状況 

編集部（以下「編」）「榎沢さん、前回の対談から半年強経ちました。今年は、メインのテーマ
ティクに力を入れると仰っておられた（編集部注：榎沢さんは12月に開催されたMALAYSIA2014
のテーマティク部門で金賞を獲得されました。）ので、あまり時間を割けなかったのではと思いま
すが、伝統郵趣のご進捗はいかがですか？」 
榎沢（以下「榎」）「おっしゃる通り、十分な時間は取れていませんが、前回の対談で伊藤さんに教
えて頂いた郵趣文献販売サイトなどから、興味があ
る国のハンドブックやカタログを取り寄せ、楽し
めそうな対象を探しています。前回、伊藤さんと対
談させて頂いた中で得た結論としては、一つだけ
に絞った後に『なんか違うなぁ』で終わってしま
わないように、あまりお金をかけずに複数始めて
みるという事でした。こちらの方が、どれかに自
分の好みや戦略がフィットする可能性が高くなる
ので、まずはいくつか始めてみました。」 
編「そういえば、スイスの建物シリーズを集め
ているとご連絡いただいていましたね。郵趣マ
テリアルは入手できていますか？」 
榎「カバーは面白いものが増えてきています。
eBayを活用できるのが大きいですね。ただ製造面
については、計数番号のバラエティといった枝葉
末節なものが入手できた以外、膨らませるのが厳
しい状態で、コレクションとしては、使用例に寄
りすぎた状態になっています。」 
編「同シリーズの発行年は1960-1968年ですか
ら、スイスでは特に製造面の精度が決して低く
ない時代ですね。」 
榎「そうなんです。英語だけでなくドイツ語の文
献まで含めて探してみたのですが、精度が高い切
手のようで、製造面で満足のいく作品を創るのが
難しいのではないかと感じています。そういった
中で、今の私の中の候補は、スロベニアのチェー
ンブレーカーと、フランスのガンドンのマリアン
ヌです。単純に個人的に何枚集めていても、図案
が見飽きないという前提の上で、上述の製造面の
件と、経済的な負担、文献の入手と日本語か英
語での可読性を基に考えてみました。」 
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1964-1968 スイス通常切手（建物シリーズ）30
サンチーム切手縦ペア貼り 日本宛て航空葉書

1920 スロベニア スモールチェインブレーカー
ズ バイセクト使用例

1948 フランス通常切手（ガンドンのマリアン
ヌ）10フラン横ペア他貼り 日本宛て航空書状



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伝統郵趣に適したシリーズを選定するポイント 

竹上（以下「竹」）「現代の伝統郵趣の理想型は製造面と使用面がバランスよく整った作品で
す。伝統郵趣の生い立ちを辿って見てみると、フィラテリーがこの世に登場してから現在迄の収集
のありようが見えてきます。つまり、最初にゼネラル収集があって、２０世紀になり「カタログに
載った全部を集めるのは無理」となると、時期や地域を絞った集め方が登場し、戦後になるとト
ピカルが登場し、それがテーマティクに進化したというような流れです。これが郵趣の伝統なわけ
ですが、一方で狭義の伝統郵趣というものは、ストーリー性のある製造面と使用面の展示になり
ます。そしてこの製造面に加わる物として「郵政による運用」、例えばエッセイやプルーフ等のアー
カイブが含まれた作品はよりストーリーが強化された作品になります。」 
榎「アーカイブ以外の製造面についてはどう考えたらいいでしょうか？」 
竹「切手の変遷を考えるとき、第一回目に納品された切手の特徴を現物と共に述べられれば意義
があります。また製造ロットごとに紙やシェー
ドや目打ちを見分けることができれば、それ
は伝統郵趣の製造面として十分に展開できる
切手であると言えます。ですから新しい切手
だからダメ、古い切手だから良い、なのでは
なく、製造時期による切手の細区分ができれ
ば、時代を問わず、少なくとも製造面の点で
は伝統郵趣に適した切手だと言えることに
なります。」 
榎「使用面は、郵便使用期間がそれなりにあった切手であれば、たいていの切手で、展開が可能
だと思いますが、それで間違いないでしょうか。」 
竹「使用面については、ありふれた展示をするか否かの違いは、アピールポイントがいくつあるか
だと私は思いますよ。料金が珍しい、宛先が珍しい、消印が珍しい、切手が珍しい、等いろいろ
なポイントがあると思いますが、そのポイントが一点だけでなく複数あると魅力的に見えます。
私の経験上、アピールポ
イントが６つあると、競
争展に出して全く恥ずか
しくないマテリアルにな
ると思います。」 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第一回製造分（左, 橙黄）とそれ以降（右、黄）でシェー
ドの差が大きい切手の例。1851年 バーデン大公国

魅力的なカバーの例 
• UPU前の外信カバー 
• 宛先国で転送 
• 混貼り 
• 7S切手に大マージン 
• 封筒表面に全到着印 
ハンブルグ 1864年 7S
切手貼り英国宛書状



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伝統郵趣以外の選択肢 

榎「なるほど。使用例を収集していく時の指針として考えてみたいと思います。」 
竹「ところで根本的な話なんですが、榎沢さんが外国切手に興味を持ってくれるのは嬉しいのです
が、伝統郵趣じゃなきゃダメなのですか？テーマティク以外の切手展の部門は別に伝統郵趣だけ
ではありません。郵便史、航空郵趣、印紙などいろいろとありますよ。」 
榎「いえ。決して伝統じゃなきゃだめというわけではありません。外国の郵趣マテリアルを集め
てみたいという気持ちが強いので、それさえかなえば、伝統郵趣・郵便史・航空郵趣のどれでも
いいと思っています。」 
竹「では候補の一つとして是非プレスタンプカバーの収集も候補に入れてみたらどうでしょう？日
本の競争展ではあまりでてきませんが、郵便史部門では高く評価される作品も多い割りに、切手
貼りカバーに比べるとかかるお値段は安いことが少なくありません。それ以上に、郵便や消印の
知識を学ぶ上ではとてもよい教材だと思います。」 
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1847年 フランス 民間宅配業者によりパリの郵便局まで配達された印刷物 1847.5.10 
宅配業者 BONNARD CAMPMAS & C の印が上部に押捺されている。 

通常郵便料金に比べて安い料金で引き受けられており、 
フランスの印刷物の郵便史作品を作る上では、冒頭に飾ることのできるアイテム



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

榎「プレスタンプ時代の専門収集は、これまで考えたこともありませんでしたが、お話を聞いて
なるほどと思いました。ただ伝統郵趣以上に収集の始め方がよくわかりません。外国のオークショ
ン雑誌などを見るとよく売り物は出ていますが・・・。」 
竹「伝統郵趣でも同様と思いますが、プレスタンプカバーも良いコレクションを買うのが、初め
方として良い点は変わりません。その時に切手と比べてプレスタンプが優れているのはやはり経
済的だと言うことですよね。外国のオークションで著名コレクターのネームセールを時々やります
が、カタログの後ろの方にプレスタンプカバーのコレクションが出品されていることもあります
よ。」 
榎「よりよいテーマティク作品を作るにあたり、プレスタンプカバーを有効に活用することは郵
趣知識の表現の上からもプラスになりますから、単に外国切手収集をするにとどまらず、メインの
テーマティクの方にもよい影響がありそうです。既に始めたいくつかのシリーズとあわせて検討し
てみたいと思います。」 

最後はなんとプレスタンプカバーの郵便史というところまで話が展開していきましたが、榎沢さ
んにとって、今回の竹上さんとのやり取りは視野を郵便史や航空郵趣といったところまで広げる
刺激的なものになったようです。 
確かに国際展では、大金賞のプレスタンプカバー作品も登場します（The Postal History of 
New South Wales 1801-1849, アジア国際切手展・MALAYSIA2014 チャンピオンクラス等）
し、本格的な航空郵趣の作品もよく見かけます。その点では切手の貼られたマテリアル以外にも
目を向けても良いかもしれません。 

日本語ではほとんど情報
がない分野の為、その後、
榎沢さんが参考書を探し
たところドイツ語文献で
はあるものの、ミッヘル
から上下二巻のハンドブッ
クが発売されていること
が分かりましたので、ご
紹介します。 
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ミッヘル プレスタンプ ハンドブック 
著者：DR. JOACHIM HEELBIG 

左）第1巻 2005年11月発行 PDF版 CD-ROM 19.8ユーロ 
右）第２巻 2004年9月発行 144ページ フルカラー 29.8ユーロ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スタンプショウ2015まであと４ヶ月！年一度のトピカル展 まだ間に合います 

トピカル作品を魅力的に見せるための
３つのポイント 

吉田 敬 

スタンプショウ2000で開始されたトピカル切手展は、本年四月のスタンプショウ2014で第15回
目を迎えました。しかしトピカル切手展が話題になることは余り多くないように思います。 

理由の一つは全日展やJAPEXの様な世界基準のルールに準拠することを宣言している切手展でな
い事にあります。これは国際展にトピカル部門がない現状では仕方のないことで、各国とも現地
のローカル団体がそれぞれ独自の審査基準を設けて審査しているのが実情でしょう。そして、同
様の理由で国際交流もしずらく、レベルの高いトピカル作品が海外にあったとしてもそれを見る
機会は、同水準の伝統郵趣やテーマティク等の作品に比べると少ないのです。 

ただこの理由は「トピカル作品がどう転んでみてもわくわくする展示にはならない」という結論
にはつながりません。毎回数点ですがハッとする作品に出会うことがあり、そのようなトピカル
作品から得られる刺激が大きく、私自身もトピカル作品を作るようになりました。今回はその経
験から魅力的なトピカル作品を作るポイントをまとめてみました。恐らく年が明けるとスタンプ
ショウ2015に併設されるトピカル切手展の発表があるでしょう。同展覧会への出品をお考えの方
にとって、製作上少しでも参考になる点を見付けて頂けると嬉しく思います。 

同じ図案を集めるにとどまらず「分類」に到達できるか？ 
トピカル収集のありがちなパターンとして、例えば自動車が好きで、自動車の描かれた切手を手当
たり次第に収集し、お金に余裕ができると、自動車切手の頒布会に入るという収集方法が考えら
れます。このような収集家は、切手ディーラーや各国郵政から見たら神様でしょう。 

しかしトピカル展に出品する作品を作ろうと考える段になると、こうして集まった自動車の描か
れた切手をどのように展示したら最良かについて確信が持てることは少ないと思います。これは
伝統郵趣や郵便史、テーマティクでも同様ですが、郵趣マテリアルが沢山手元にあって「それだ
けで展示が完成してしまう！」様なフィラテリストは、一部の恵まれたフィラテリストのみです。 

大半の展示者は、自分なりのストーリーや並べ方を考えて、そこに合致する切手がないか常日頃
から探し、一つ一つ入手していき、それにより展示の完成度を高めているのであって、同様のア
プローチをトピカル作品でも行えば、魅力的な作品ができる可能性が高まるのは一緒です。 
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ところで、「ストーリー」と言う単語を使いましたが、図案別収集におけるストーリーとは何で
しょうか。テーマティク収集とは異なるトピカルにおける「ストーリー」とは「分類」なのでは
ないか、と筆者は思います。 

下図は、筆者がスタンプショウ2014に出品した作品（金銀賞）のタイトルリーフで、トピカルと
して人気の高い「城」をテーマにしています。「城」を扱ったトピカル作品は過去に何作品も出て
いるでしょうが、この作品の最大評価ポイントは、その分類方法が新しかった事のようです。 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　101
　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

過去の「城」作品で、最も多いパターンは、日本の城を北から都道府県別に並べるというもので
すが、そうすると東北以北がほとんどなく、名古屋以西が多くなってしまい、全体のバランスが
悪くなってしまいます。また都道府県別に並べたところで起承転結があるわけではないため、参
観者にも審査員にも「次はどう展開するのだろう？」をわくわくさせづらい悩みがありました。 

何かよい分類法は無いかと思い、城の定義について書籍やネットで勉強する中で、天守が現存す
るか否か、現存しない場合の復元と復興等の違い、復元方法の違い等があることが分かってきま
した。勉強を進めると、これらと国宝指定、重要文化財指定および戦前の重要文化財指定は緊密
に関連している事が分かり、それを分類の主軸に置くことにしました。 

異分野ですが、植物
切手のトピカル作品
を多数作り、トピカ
ル切手展上位入賞常
連の石田徹さんも、
分類の重要性を唱え
ているフィラテリス
トの一人です。11月
にミニペックスとし
て開催された、第5
回世界の植物切手展
に上京されるとのこ
とで、初めて同氏と
意見交換することが
できましたが、私以
上に「分類」に力を
入れておられました。
これは同一の植物に
ついて、古今東西で
複数の呼称があるこ
とに端を発しており、
学名も必ずしも統一
されていない事があ
ります。 
(右図は第15回トピ
カル切手展グランプ
リ「植物切手の魅力」
より第5リーフ) 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主題を狭くできるか？ 
伝統郵趣で長い期間のシリーズを設定すると、評価が辛くなり、ジュリークリティークで狭めるよ
うにアドバイスを受けがちです。テーマティクでも広すぎるテーマを設定すると、一部の審査員は
テーマが広すぎるからもっと狭めるよう指導してきがちです。 

トピカルも同様に考えてみると良く、狭めても十分な作品が製作できるのであれば、それに越し
たことはないと思います。 

「城」を展示するにしても、日本の城と共にヨーロッパや中国の城を展示せざるを得ないか？ 
日本の城に絞るとして、中世以前の柵でしかない城も展示するか？逆に幕末の五稜郭は入れるの
か？など、色々な事を考える中で筆者は、「天守を持つ近世日本の城」に絞ることにしました。
これにより展示できなくなる切手は出てきますが、切手展は「自分の持つ全ての切手を展示する
場」ではなく、第三者の目を意識して、どれだけ自分のコレクションからそぎ落とした展示がで
きるかを考えなければならないと私は思います。 

このようなアプローチは「城」以外のテーマでも同様だと思います。「動物」というテーマは広
すぎるが「犬」としてもまだまだ広いかもしれない。人や産業との関わりで狭めるのか？それと
も分類で狭めるのか？そのヒントが得られるのは当該テーマについて勉強した人だけであり、も
しそこに面白いテーマが見付けられれば、それは審査上も重視されている「独創性」のポイント
を獲得できることにつながります。 

参観者にとっても「犬」切手は説明をされずとも「犬」切手だとわかるわけで、展示者がどのよ
うな観点で郵趣マテリアルを並べているのか、その説明が一番必要な情報です。結局のところ、
見る人をワクワクさせるような展開の作品こそが、トピカル作品を一つ上の段階に持って行くこ
とにつながるのです。 

多様な郵趣マテリアルを使用した作品か？ 
テーマティク部門の国際展審査ルールでは、郵趣マテリアルの多様性がよく言われます。古今東西
のバランスを取った切手の選定（なるべく多くの国々の切手で、クラシックからモダンまで）や、
切手の単辺に限らない様々な状態（ブロック、シート、使用例、アーカイブ）の郵趣マテリアルの
展示が求められます。この類推は各国で地元の郵趣団体（日本のトピカル切手展で言えば日本郵
趣協会）が独自の審査基準を設けるトピカル切手展の審査基準に影響を与えています。 

各国郵政が図案別切手収集家の財布を意識して切手を発行するようになってからは、トピカル収
集の対象になる切手は多く存在しますが、それ以前はほとんど存在しないため、古い切手を使え
と言われても困る人もいるかもしれません。しかし、意識しないとクラシック切手の一部に描か
れたモチーフすら気づかない事もあるようです。 
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たとえば今号でペニーブラックの解説記事を
執筆している畠山茂樹氏は、英国クラシッ
クのコレクターですが、サブコレクション
として、ここ数年、毎年「さくら」というト
ピカル作品を出品されています。（右上図） 

当初ご本人からその話を伺ったとき、テー
マ的に古今東西のマテリアルを活用できる
のだろうか？と思ったのですが、私は日本
のセミクラシック切手に描かれている「桜」
に全く気づいていませんでした。同氏によ
れば、震災切手や桜切手といった通常切手
はもちろん、ステーショナリーや封緘紙に
も桜は描かれているのだそうです。 

クラシック切手を展示する工夫は前出の石田
さんもされていて「植物切手の世界」では、
世界初の植物切手として英領北アメリカの切
手を展示しています。（右下図） 

主題によっては、古い切手や世界中の切手
をバランス良く使うのは難しい面もあると
は思います。例えば、私の「城」では日本
の戦後が大半です。しかし意識していると
何かが見つかるもので実際最近は城を描い
た戦前の風景印実逓外信使用例や絵入り官
製葉書等に可能性があると気づきました。 

これに加えて単辺以外の切手、すなわち、
ブロック、シート、リコンストラクション、
カバー、アーカイブ、加刷バラエティ、ス
テーショナリー、消印など様々な要素を付
加できると、「多様性」に加えて「郵趣知
識」もアピールできます。 

スタンプショウ2015まであと4ヶ月。あな
たも何かトピカル作品を出品してみません
か？ 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郵趣活動の記録 
競争展レポート 
アメリカの“郵便史シンポジューム”と“Aerophilately 2014” 

和田 文明 

Stampex Autumn 2014参観記 
大越 紳一郎 

JAPEX2014 
競争出品一覧、参観記、国内競争展史上最多出品者対談 

編集部、長野行洋、須谷伸宏、木戸裕介 

MALAYSIA2014 
まとめ、参観記 

編集部、江村 清、行徳 国宏 
その他のイベントレポート 

第２回ヨーロッパ切手展 
ヨーロッパ切手展実行委員会 

第２回競争展ルール勉強会 
外国切手出品者の会 奥山 昭彦 

郵趣文献古今東西書評 

樺太の郵便と郵趣に想う 
フレッチャー・オークション 

水村 伸行 

セールの記録 

ジャパン・スタンプ オークショニアレポート 
ジャパンスタンプ商会 鯛 道治 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アメリカの“郵便史シンポジューム”と
“Aerophilately 2014” 
アメリカ郵趣協会(American Philatelic Society)会員　＃146012　和田　文明 

本誌2号で紹介しましたアメリカの第8回郵便史シンポジュームとFIPの認定を受けた航空郵趣展
“Aerophilately2014”が9月12日から14日の3日間、ペンシルバニア州ベルフォンテのアメリカ郵
趣協会(APS)の“アメリカ郵趣センター”(写真1)で開催されました。私の出品したコレクションの
審査結果を含めて報告します。 

この切手展には残念ながら参加できません
でしたが、130年前の1886年から開催され
続けているAPSの伝統ある全国切手展
“Stamp Show 2014”(8月21日～24日)を
参観し、2016年5月28日から6月4日まで
開催が予定されている国際切手展“New 
York 2016”の会場“Javits(ヤコブ)センター”
を下見して来ましたので、併せて報告します。

第8回郵便史シンポジューム 
今回で第8回目の開催となる“郵便史シンポジューム”のテーマは、『大洋横断の航空郵便発達史』
(Development of Transoceanic Air Mail Service)という大西洋や太平洋などの大洋横断の航空
郵便に係わる郵便史がテーマです。 

このフィラテリスト、学術研究者、郵便歴史家などによる“郵便史シンポジューム”は、APSの他、
郵趣文献の団体であるアメリカ郵趣リサーチ・ライブラリーやワシントンDCにあるスミソニアン
国立郵便博物館の三者が共同で、国際切手展“Washington 2006”が開催された2006年から昨年
(2013年)を除いて毎年開催されています。 

これまでの“郵便史シンポジューム”のテーマは、2006年の『郵便史とは何か』 (What is Postal 
History) や2008年の『戦争と郵便』(When the Mail Goes to War) 、2011年の『商業や産業
はアメリカの郵便をどのように形成してきたか』(How Commerce and Industry Shaped the 
Mails)、2012年の『北軍と南軍：郵便と南北戦争』(Blue & Gray: Mail and the Civil War)など
多様なテーマについて研究が行われてきました。 
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(写真1)アメリカ郵趣協会(APS)の本部会館である“ア
メリカ郵趣センター”

http://www.postalmuseum.si.edu/symposium2006/index.html%22%20%C2%A5t%20%22new
http://www.postalmuseum.si.edu/symposium2006/index.html%22%20%C2%A5t%20%22new
http://www.postalmuseum.si.edu/symposium2008/index.html%22%20%C2%A5t%20%22new
http://www.postalmuseum.si.edu/symposium2011/index.html%22%20%C2%A5t%20%22new
http://stamps.org/2012-Papers-and-Presentations%22%20%C2%A5t%20%22new


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郵便史シンポジュームの共催団体の一つであるスミソニアン国立郵便博物館は、これまでの郵便
史シンポジュームの研究成果を取り纏めた100ページ以上の論文集を2回刊行し、そのPDF版はウェ
ブサイトを通じて無償で提供されています。今回のシンポジュームも近々論文集を出してくれるの
ではと期待しています。 

今回の“郵便史シンポジュー
ム”では、公募された研究成
果の中から、事前審査を経た
『ドイツの大西洋航空郵便、
1929-1939』や『海軍航空
輸送サービスによる太平洋航
空郵便ルートの開拓について』
など8つの研究成果が、9月13
日・14日の両日に三つのセッ
ションに分けて発表(写真2)
が行われました。 

“Aerophilately 2014” 
今回のアメリカで航空郵便史のシンポジュームの開催
に合わせて、APSやアメリカ航空郵趣会が中心となっ
てFIP認定の航空郵趣の専門切手展“Aerophilately 
2014”(図1)を9月12日から14日まで3日間APSの本部
会館である“アメリカ郵趣センター”で開催しました。 

当初シンポジュームはAPS本部の建物の“アメリカ郵趣セ
ンター”で開催し、切手展は別途ホテルで開催する案が
ありましたが、切手展も“アメリカ郵趣センター”で開催
することになりました。300フレームのコレクションを
展示する場所がよくあるものだと驚かれるかもしれませ
んが、APS設立125年を機に、新しい郵趣図書館の建設
計画がスタートし、このほど“アメリカ郵趣センター”に
新しい郵趣図書館“American Philately Research 
Library”部分の増床が完成したので、そのスペースを用
いて“Aerophilately 2014”を開催したのです。 

ブラジル国際切手展の開催期間中の2013年11月23日に開催されたFIP理事会において、APSは
“Aerophilately 2014”をFIP認定(Recognition)展であることの承認を得ています。APSでは、
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(写真2) シンポジュームの風景

(図1) “AEROPHILATELY 2014”のカタ
ログ(28ページ立て)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

“Aerophilately 2014”を『世界的な参加によるFIP認定の“航空郵便のみ”の国内展』として内外に
紹介しています。 

“Aerophilately 2014”は、｢航空郵趣｣(Aerophilately)、｢宇宙郵趣｣(Astrophilately)、｢航空切手｣
(Traditional, limited to airmail stamp issues only)、｢航空郵便史｣(Airmail postal history)、｢航
空と宇宙に関するテーマチィク｣(Thematic, limited to airmail, aviation or astro subjects)、｢航
空ステショナリー｣(Postal Stationery, limited to airmail postal stationery only)の各クラスを
次の六つの展示部門に分けて展示(写真3)並びに審査が行われています。 

FIP審査基準による審査が行われる部門に46作品222フレーム、APSのWSP(World Series of 
Philately)の審査基準による部門に11作品55フレーム、併せて60作品277フレームが出品・展示
されています。国別の出品者は、アメリカが最大の36名、カナダ2名、コロンビア2名、スイス3
名、フランス1名、ドイツ1名、イギリス1名、アイルランド1名、オーストリア1名、ルーマニア2
名、オーストラリア6名、インド2名、中国1名、日本1名(筆者)でした。ちなみに、私のアメリカ
郵政の1945年までの公用航空郵便史の5フレームの航空郵趣コレクション『U.S. Post Office 
Department/ Official Business Airmail, 1911 ~1945』は、②のFIP 5フレーム展示部門に展示
されました。 
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(写真3) 新しい郵趣図書のスペースを利用した“AEROPHILATELY 2014”の展示風景

(表1)“AEROPHILATELY 2014”の部門別出品作品

展示部門 作品数 フレーム数

①	 FIP 8フレーム展示(過去の国際展で大金銀賞以上受賞作) 12作品 96フレーム

②	 FIP 5フレーム展示(過去の国際展への出品作又は同等レベル) 23作品 115フレーム

③	 FIP 1フレーム展示(過去の国際展への出品作又は同等レベル) 11作品 11フレーム

④	 ナショナル8フレーム展示 4作品 32フレーム

⑤	 ナショナル5フレーム展示 4作品 20フレーム

⑥	 ナショナル1フレーム展示 3作品 3フレーム

合　計 57作品 277フレーム



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

“Aerophilately 2014”の審査は、APSの会長であるStephen Reinhard氏とPeter McCann氏
(FIP)2名を審査チームのリーダーとし、アメリカから2名、コロンビアとカナダからそれぞれ1名、
合わせて6名のFIPの審査員資格を有する審査員でFIPの航空郵趣(Aero Philately)などの審査基準
に基づいて審査が行われています。なお、Stephen Reinhard氏はソウルで開催された
“PhilaKorea 2014”でもエキスパートチームの審査員を務められており、同展のウェルカムパーティ
とAPSの“Stamp Show 2014”のパルマレスパーティでお目にかかることができました。 

全員FIPの審査員資格を有する審査員による、完全FIP基準での審査が行われ、上位三賞は次の通
り決まりました。何れもアメリカのコレクターによる作品でした。 

・マルチフレームグランプリは、初期のアメリカ航空郵便を題材にしたA.D. Jones氏の
『Establishing U.S. Trans-Continental Airmail Service 1918-1924』大金賞(95ポイント) 
・マルチフレーム準グランプリは、南大西洋の1934年から1939年までの5年間の航空郵便を題材
にしたJ.W. Graue氏の『DLH South Atlantic 1934-1939』大金賞(95ポイント) 
・シングルフレームグランプリは、ヒンデンブルク飛行船の郵便印の関するワンフレームコレクショ
ンであるC.Ganz氏の『LZ-129 Hindenburg Onboard Postmarks』金賞(94ポイント) 
 

筆者の出品作品について 
今回参観することはできませんでしたが、
Aerophilately 2014”へ私の“航空郵便史”
のコレクション“US Post Off ice 
Department/ Official Business Air 
Mail, 1911~1945”(アメリカ郵政の航空
公用郵便、1911～1945)(図2)を②の
FIP 5フレーム展示部門に出品しました。
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(図2)“US POST OFFICE DEPARTMENT/ OFFICIAL 
BUSINESS AIR MAIL, 1911~1945”のタイトルリーフ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(図3)はその中の自慢のリーフで、アメリカの公式航空郵便が1918年5月15日にスタートしてから
およそ3週間後の6月3日にニューヨーク郵便局からボストン郵便局宛に送られた公用目的の初期
使用の航空郵便カバーで、24セントのアメリカ最初の航空切手が貼付されています。公用郵便と
いえども、当時は書留郵便や速達郵便、航空郵便などの特殊扱いは切手などで当該特殊料金を納
める規則になっていました。 

このコレクションは、ジャカルタで2012年6月に
開催されたFIPインドネシア国際切手展と2012年
11月にUAE(アラブ首長国連邦)のシャルージャで
開催されたFIAPのアジア国際切手展に出品し、共
に大銀(LS)賞を受賞したコレクションです。今回
は、83ポイントで国際展審査基準のFIP評価、ア
メリカ国内切手展審査基準のWSP(World Series 
of Philately)評価、共に金銀賞(Vermeil)でした。
“Aerophilately 2014”では、紙の賞状(認定書)や
受賞メダルといったものはなく、代わりに受賞盾(写
真4)が授与されました。受賞盾には、賞状(認定
書)と同様に受賞者の氏名や作品名、受賞ランク、
2名の審査チームリーダーの署名が記されていま
す。受賞ランクに関しては、『F I P金銀賞
(Vermeil)』と『APS金銀賞(Vermeil)』の2つの
受賞プレートが受賞盾に埋め込まれています。 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(図4) 受賞盾

(図3) 1918年6月3日ニューヨーク郵便局からボストン郵便局宛に送られた公用航空郵便の初期使用例



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

“Aerophilately 2014”の評価フォームと採点 
出品したコレクションの返却に合わせて、受賞盾とびっしりとコメントが記入された“評価フォー
ム”(図4)が同封されていました。FIP認定の航空郵趣という専門展における、FIPの国際審査基準と
APSの国内審査基準であるWSP審査基準の配点などを知ってもらうために私の今回の評価と配点
を紹介してみたいと思います。 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(図4) 送られてきた“AEROPHILATELY 2014”の評価フォーム



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(表2)は、FIPの評価得点と賞区分、APS国内審査基準であるWSPの評価得点と賞区分、並びに全
日本切手展・JAPEXの評価得点と賞区分を比べたものです。WSPの賞区分には大金賞や大金銀賞、
大銀賞がありません。 

(表3)は、FIP審査基準に基づいた項
目別配点と今回の私の項目別の得点、
並びにその項目別の得点を100点換
算に置き換えたものです。 

今回私の得点は83点で、金銀賞(80
点～84点)でした。各項目別の評価
得点を100点換算に置き換えてみる
とそのほとんどの項目が80点から85
点のゾーンにありますが、その中で
“Importance”(重要性)が60点と低
い評価がされているのに対し、
“Knowledge, Study and Research”(知識・調査・研究)が91点と高く評価され、“Rarity”(希少
性)への評価も85点と実力以上の評価をしていただいていることが判りました。 

これは意外な結果でありました。アメリカ郵政の航空郵便の公用使用に限定した1945年までの郵
便史による展開は、アメリカでもこれまでに同様なコレクションはなく、“Originality”(独創性)と
“Importance”(重要性)に関しては自信を持っていたからです。しかし、“Importance”(重要性)の
低い評価は、Treatmentが適格でなく、私のアピールが十分できていなかったからではと反省し
ています。なんといっても、アメリカの航空郵便を知り尽くしている審査員からの評価であり、ア
ドバイスでありますので。 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　112
　　

得点 FIP・FIAP国際展 WSP(アメリカ国内展) JAPEX・全日本切手展

95－100 大金賞

金賞
大金賞

90－94 金賞

85－89 大金銀賞 金賞

80－84 金銀賞
金銀賞

大金銀賞

75－79 大銀賞 金銀賞

70－74 銀賞
銀賞

大銀賞

65－69 銀銅賞 銀賞

60－64 銅賞 銀銅賞 銀銅賞

55－59
佳作

銅賞 銅賞

50－54 佳作 佳作

(表2)評価得点と賞区分

項目 配点 得点 100点換算
Treatment 20点 16点 80

Importance 10点 6点 60

小計 30点 22点 73

Knowledge, Study and Research 35点 32点 91
Rarity 20点 17点 85

Condition 10点 8点 80

小計 30点 25点 83

Presentation 5点 4点 80

合計 100点 83点 83

(表3) 評価得点の項目別配点と得点



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

World Stamp New York 2016 
8月に参観したAPSの“Stamp Show 2014”に
2016年5月28日から6月4日までの8日間ニュー
ヨークで開催される国際切手展“World Stamp 
Show New York 2016”のブース(写真5)が出
展されていて、ブースでは同展の案内が行われ
ていた他、会期中同展のプレゼンテーションも
開催されていましたので、参加してきました。 

同展は64,000ページ(4,000フレーム)、郵政・
ディラーブース250以上が予定されていて、展
示カテゴリーは次の13のカテゴリーと決まっ
ています。 
Championship Class　／　Traditional 
Postal History　／　Thematics 
Postal Stationery　／　Revenue 
Aerophilately　／　Astrophilately 
Maximaphily　／　Youth　／　Literature 
One Frame Exhibits　／　Modern Philately 
Open Philately (Display) 

“World Stamp Show New York 2016”のウェブページ(http://www.ny2016.org/)は、翻訳ツー
ルを用いてスペイン語の他、日本語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語など10か国語に対応して
いいます。 

ところで、アメ
リカで初めて国
際切手展が開催
されたのは100
年以上前の1913
年です。 

アメリカの国際
切手展は、(表4)
のようにほぼ10
年おきの開催と
なっています。 
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(写真5)APS STAMP SHOW2014のWORLD 
STAMP SHOW NEW YORK 2016のブース

開催年 アメリカ国際切手展 開催地

第1回 1913年 First International Philatelic Exhibition New York, NY

第2回 1926年 Second International Philatelic Exhibition New York, NY

第3回 1936年 Third International Philatelic Exhibition New York, NY

第4回 1947年 Forth International Philatelic Exhibition New York, NY

第5回 1956年 Fifth International Philatelic Exhibition New York, NY

第6回 1966年 Sixth International Philatelic Exhibition Washington, DC

第7回 1976年 Interphil ’76 International Philatelic Exhibition Philadelphia, PA

第8回 1986年 AMERIPEX ‘86 International Stamp Show Chicago, IL

第9回 1997年 Pacific ‘97 International Philatelic Exhibition San Francisco, CA

第10回 2006年 Washington2006 World Philatelic Exhibition Washington, DC

第11回 2016年 World Stamp Show New York 2016 New York, NY

第12回 2026年

(表4)アメリカの国際切手展

http://www.ny2016.org/


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2016年に開催を予定している国際展“World Stamp 
Show New York 2016”(図5)は、アメリカにとって11回
目の開催となります。 

第1回を除き開催年の末尾が｢6｣乃至｢7｣の年に開催され
ています。これは“1776年”がイギリスから独立した年で
あり、“1847年”がアメリカで最初の切手が発行された年
であり、こうした年にちなんだ周年行事(イベント)の一環
として国際切手展が開催されているからです。 

1976年に開催された第7回展の“Interphil'76”は、独立
200周年イベントの一環として、独立宣言がなされた古都
フィラデルフィアで開催されています。第9回展の
“Pacific ‘97”は、切手発行150周年を記念して唯一西海岸
のサンフランシスコで開催されています。 

アメリカにおける国際切手展の開催地は第1回(1913年)から第5回(1956年)まで金融と商業の中
心地であるニューヨークで開催されてきましたが、第6回(1966年)以降は首都ワシントンDC、や
フィラデルフィア、シカゴ、サンフランシスコで其々開催されています。次回の2016年展は、実
に60年振りにニューヨークで開催される国際切手展となります。 

コネチカット州ハートフォードで開催された“Stamp Show 2014”へ行く前に、ニューヨークに立
ち寄り、World Stamp Show New York 2016の開催場所であるニューヨークのマンハッタン中
心部にあるJavits(ヤコブ)コンベンションセンター(写真6)を下見して来ました。近代建築の巨大な
コンベンションセンターで各種会議室やレストラン、コーヒーショップ、売店、ATMなどの関連施
設も整っており、国際切手展の
会場として規模や立地、設備に
申し分はないように見受けま
した。なお、2026年開催の第
12回アメリカ国際切手展に関
す る 準 備 も ス タ ー ト し 、
“Stamp Show 2014”でも会合
が持たれていました。2006年
展の時も2016年展の概要が公
開されていましたので、近々に
2026年展に関する開催場所な
どの発表が行われるものと思わ
れます。 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(図5) WORLD STAMP SHOW 
NEW YORK 2016のロゴマーク

(写真6) JAVITS(ヤコブ)コンベンションセンター



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Stampex Autumn 2014参観記 
大越 紳一郎 

9月17日から20日の間、ロンドンで開催されたStampexを参観しましたので、簡単にレポートし
ます。今回の参観は、偶々長期出張でロンドン近郊に滞在している時期と開催時期が重なったか
らで、仕事優先のため、平日に赴くことはできず、最終日のみの参観となりました。 

英国で暮らすのは今回が2度目で、駐在員として1年間滞在し
た98～99年から実に15年ぶりのことです。相変わらず物価
が高く「変わらないな」と言う印象です。変わらないと言え
ば、筆者の英語力（笑）、そして切手収集がごく一般的であ
ることも変わっていませんでした。一般の書店にギボンズほ
かの月間切手誌が2誌＋α（コイン兼の雑誌など）あるほか、
文具店には右の写真のような収集家用コーナーもありました。
（写真は、上段右からヒンジ・パケット、中段右からストッ
クブック・簡易アルバム・バインダー、下段はバインダーに収
納する各種リーフ類です。） 

自ずと切手市のような催し物や、各地の郵趣会などの活動も
盛んで、１５年前には、ロンドン近郊の場合、毎週場所を変
えて小規模な切手市が、都心部では月１回大規模な切手市が
それぞれ開催されていました。また、ちょっとした町には必
ず郵趣会がありました。 

今回ご紹介するStampexは、切手市の大規模版という感じの
催し物で、切手商の団体であるThe Philatelic Traders 
Society (PTS)が、毎年春秋の2回、ロンドンのビジネスデザ
インセンターで開催（主催）、国内外から１００を超える切
手商がブースを並べます。有力な切手商は正面１階やメイン
会場である中二階に大きなブースを構え、大型金庫などを置
いてありますが、２階の回廊部分にはパートタイムを含む個
人切手商が狭いスペース一杯に商品を並べていました。 

品物も様々で、当然のことながら英国切手中心ですが、横長
でオレンジ色のヴィクトリアの５ポンドだけが並んでいるショ
ウケースがあるかと思えば、切手帳やプレゼンテーションパッ
クの額面販売・初日カバーの束売り（１００枚１５ポンド）
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などもあり、懐具合に合わせ誰でも楽しめそうな感じです。でも、高級品が頻繁に売れている割
に、初日カバーやPHQカード・プレゼンテーションパックなどが安売りされている感があり、収
集家の裾野が狭まっているのかな、とふと心配になったのも事実です。お年寄りの来場者が多い
のはこの国では当然のことですが、気のせいかジュニアの姿は少なかったような。取り越し苦労
だと良いのですが・・・・。 

日本の消費税に当たるVAT（付加価値税）は、一段と高くなり２０％（内税表示／非課税品目も
ありますが、郵趣関係はすべて課税です）と、１５年前より５％も上昇しています。この点も影響
し「安い」と思える商品にはお目に掛かれませんでした。 

「時間をもてあましそうだな」と思いつつ「そう言えば併設の切手展がある筈」と場内を探した
ところ、中二階のブーススペースの奥と、２階にあたる「回廊部分」に展示物がありましたので、
見始めましたが、思いがけず「まとも」な作品が並んでいるので、一寸嬉しくなり貰った宣伝チ
ラシの裏にメモを取りながら参観開始です。 

後で知ったのですがこの切手展はThe Association of British Philatelic Societiesという（地方
別にまとまった各地の会の上部団体の更に上部組織に当たる、一昔前の日本郵趣連合のような）
全国組織が開催したもので、国際切手展の審査基準に準拠した競争展でした。４８０フレームと
のことですから、結構な規模ですね。 

毎年秋のStampexと併催されるようで、毎回テーマが異なり、今回はドイツならびに関連地域が
テーマでドイツの団体からの協賛出品などもあり、中二階スペースの半分近くがドイツ語表記だっ
た印象です。 
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ギボンズ社のブース



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出品区分なども国際展準拠でしたが、唯一違和感があったのがレギュラークラスとシングルフレー
ムクラスの区分が無かったことで、８フレームから１フレームまで、規模の異なるコレクションが
順不同で並んでいたので、見ていて混乱しました。また、オープンクラスに加えて馴染みの無いポ
ストカードクラスがありました。大金賞受賞の”Paris by Night”はムーランルージュなどを描く絵
葉書で構成された８フレームの作品で、とても魅力的で印象に残っています。 

個人的に興味を持ったのは、自身の収集範囲と共通点がある「切手帳」の作品で、ゲルマニアを
扱ったものはレベルの高さが門外漢でもわかる構成になっていました。面白いと思ったのは、ペー
ンの枚数や間紙など、切手帳の構成が、模式図やコピーを重ね貼して示してあったことで（各ペー
ンには「コピー」の文字入り）、こんなことも許容されるのかと、目から鱗でした。（振り返っ
てみると「問題なし」とは言えない気がしますが。） 

日本切手の出品もあり、タイトルは昭和切手（１９３７－４７）となっていましたが、展示の主
体は３次昭和切手。青色勅額の実逓（？）カバー（帝国ホテル内局消。解説によると局長が差し
立てたものとのことで群馬県伊香保町宛の横型封筒のもの）があったほか、灰色勅額の剥ぎ取り
使用例やシートなど、目に付く材料が多数含まれており、構成には難があると思いましたが金賞
を受賞していました。 

びっくりしたのは、２階の回廊部分に差し掛かったときで、とんでもないコレクションがありま
した。（この作品をざっと見てから、昼食を兼ねて一旦外出してノートを買い、会場に戻ってか
ら真面目に切手展のパンフレットを探したのは秘密です。）その作品は、Dr. Arthur K.M. Woo
の”United States of America / The 1869 Issue”で、発行期間わずか１年ほどで、サイズが小
型（リーフを埋めるために、より多くの切手が必要）で高価なものが多いことで有名な難しい収
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会場俯瞰図（２階を望む）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

集対象を８フレームに展開した驚くべき
コレクションでした。アメリカのクラシッ
クを収集したことのある人なら「９０セ
ントで７リーフ」と言っただけで、その
凄さがわかると思います。 

買ってきたノートは、ページを１６分割
し、１コマを１リーフに見立てて構成を
記録しましたが、一心不乱に８フレーム
分を書き殴っていたところ、一人の外人
さんが来て（と言うか、こちらが外人な
のですが）「メールアドレスを教えてく
れれば、PDFを送ってあげるよ」と。
「？」と言う顔をしていると「そうすれ
ばそんなに一生懸命ノートを作らなくて
もすむだろ」と言う趣旨のお言葉。お礼
とともに、ノートの切れ端に書いたアド
レスと名刺を手渡しました。話を聞くと、
オーナーではなく、頼まれて作品の構成
をした方とのこと。半信半疑でいたとこ
ろ、翌日にはわざわざメール９通に分割
して添付したPDFのファイルが届きまし
た。（片言でも英語が話せたことに、初
めて感謝しました。） 

オーナーは英国ではなく香港在住とのことで、たぶん相当のお金持ちでしょう。そうでなければ、
かの有名な”Ice House” Coverをはじめとする珍品希品の数々を独占することはできないでしょ
うから。少しでも作品の印象を皆さんにお伝えしたかったので、構成者のBrian Moorhouse氏と
オーナーのご好意で、数リーフご紹介します。なお、この作品は今回の切手展の ”Best of Show”
を受賞したことを付け加えておきます。 

この作品をアメリカで開催される全国展や国際展で見ても、これほどの驚きは感じなかったでしょ
う。英国のしかも国内展で（さらに言えば展示物中でも恵まれた場所ではないところで）出会っ
たことによるインパクト、そして親切な方との出会いが相俟って、今回の切手展は、とても嬉しく
素晴らしい記憶として筆者の中にいつまでも残りそうです。 

思いがけない出会いは、いつ訪れるかわかりません。読者の皆さんも場所や規模はともかくとし
て、できるところから切手展参観を始めてみませんか？ 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THE ILLUSTRATIONS ARE COURTESY OF MR. 
BRIAN MOORHOUSE. THIS "USA - THE 1869 
ISSUE" COLLECTION, OWNED BY DR. ARTHUR 
K.M. WOO, WON THE “BEST OF SHOW” AWARD 
AT THE STAMPEX 2014 AUTUMN EXHIBITION.
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THE ICE HOUSE COVER, 90C 唯一のカバー
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中額面の24C, 30Cのブロックに加えてアーカイブも充実したコレクション
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シリーズ最高額面の90C 未使用のスコット評価（2011年）が12,500USDする難物がゾロゾロ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＪＡＰＥＸ２０１４競争出品一覧 
2014/10/31-11/2 都立産業貿易センター浜松町館 

国内二大競争展の一つであるJAPEXが開催されましたので、部門別の展示一覧を掲載します。 
「付録の有無」の説明は展示一覧の後に行います。 

部門 付録の有無 作品名 出品者 賞 点
伝統・日本 ◎ 田沢旧大正毛紙切手 丹羽　昭夫 金 86

JAPAN 1871-1872 The Dragon Issues 山田　祐司 金 85

30銭法隆寺五重塔 大村　公作 金 85

日本の航空切手 佐野　正道 金 85

日本普通切手　1871-1937 槇原　晃二 大金銀 81

手彫切手　1871～1876 説田　博茂 大金銀 80

南方占領地切手マライ・統一加刷　【馬来軍政部郵政局印】 小林　利行 大金銀 80

昭和11～31年用　年賀切手 粟　　篤吉 金銀 79
◎ 琉球　1948-58 木戸　裕介 金銀 79

旧小判切手(1876～1879) 村上　信和 金銀 78

新昭和切手 遠藤　浩二 金銀 75

田沢1913-25 奥田　和弘 大銀 74

第３次昭和切手５銭　旭日と「飛燕」機 佐藤　　巖 大銀 74

菊切手 藤波　誠治 大銀 73

JAPAN　-THE SHOWA PERIOD 1937-1947 Paul Jackson 大銀 70
◎ 産業図案切手 永吉　秀夫 大銀 70

日本占領下ビルマ「孔雀加刷と正刷」 中川　和樹 銀銅 64

明治銀婚記念　～世界大戦平和記念 木下　朋英 銀銅 62

郵便番号宣伝切手 濱谷　彰彦 銀銅 61
◎ 近代美術シリーズ切手(全16集) 行徳　国宏 銅 59

日本の紀念、特殊　1894～2009 栗川　徹郎 佳作 54
伝統・外国 Switzerland-from Cantons to Confederation 吉田　　敬 大金 90

エストニア「鍛冶屋・織女」切手 板橋　祐己 大金銀 81

イギリス帝国の電信切手 太田　忠一 大銀 73

ゲルマニアとその高額（無加刷のみ） 山田　厚二 銀 69

クイーンズランド 吉村　昭紀 銀 69

マーチンプレデシマルシリーズ 山田　邦博 銀 68

ヒンデンブルグ・メダルシリーズ 小見山伸彦 銀銅 64
郵便史・日本 台湾における日本郵便史 志水　正明 大金銀 82

◎ 内国葉書の郵便史 吉田　　敬 金銀 78

封書10円・はがき5円期間の国内郵便 金沢　真之 金銀 77

強制送達郵便制度　1873-2014 渡辺　藤人 大銀 72

強制送達郵便制度　1873-2014 渡辺　藤人 大銀 72

朝鮮郵便史　1905-45 木戸　裕介 銀 67
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特別賞一覧（その１） 
グランプリ   アメリカ上海郵便局とその前史　1802～1922 
日本郵便株式会社賞  日本普通切手　1871－1937 
<JAPEX>実行委員会賞 Switzerland-from Cantons to Confederation　 
小倉　謙賞   第三帝国の興亡　－1933－1945－ 
ベスト・ユース賞  North Korea 1946－52 
ベスト・ワンフレーム賞 エジプト・スーダン遠征英領インド軍軍事郵便 1882～1896 
ベスト・オープン賞  Tonga Tin Can Mail History 1882－1947 

部門 付録の有無 作品名 出品者 賞 点
郵便史・外国 アメリカ上海郵便局とその前史　1802～1922 大場　光博 大金 90

スロベニア郵便史1812-1922 人見　　敦 大金銀 81

オーストリアインフレ　1921-1925 伊藤　文久 金銀 78
◎ The U.S.Return Receipt Requested & Avis de Reception 1866 to 1945 和田　文明 金銀 77

リトアニア書留郵便史　1989-1996 荒木　寛隆 金銀 75

山形局　唐草機械日付印の変遷(大正12年?昭和52年) 高橋　照雄 大銀 73

胆振国の丸一型郵便印 長野　行洋 大銀 73

マルタ十字印の郵便 村岡　安廣 大銀 72

2月29日の日付印　1876～1968 山田　克興 銀 65

樺太の郵便印 青木　章博 銀銅 63
ステーショナリー 記念特殊葉書 須谷　伸宏 金銀 75

琉球政府発行葉書　1953-59 石澤　　司 大銀 74

波之上宮葉書　1953-58 木戸　裕介 大銀 72

航空郵趣 琉球の航空郵便と航空切手　1948-72 木戸　裕介 大銀 72
テーマティク

朝鮮戦争 内藤　陽介 金 88

花卉園芸　-ヨーロッパにおける発展と世界への広がり- 嘉ノ海暁子 大金銀 83

視覚障害 大沢　秀雄 大金銀 82

第三帝国の興亡　-1933-1945- 樋口　　豊 金銀 79

◎ 日本は如何にして「帝国」となりしか　～東アジアにおける帝国の興亡　
1894-1911 野々下厚司 金銀 78

潜水の世界　人はどこまで潜れるか 小林　　有 金銀 76

飛行船の発達史 立川　賢一 金銀 75

ジュセッペ・ヴェルディ賛歌 平林　敏彦 大銀 74

世界のトラム-馬車トラムから電気トラム、トロリーバス 三浦　正悦 大銀 72

楽しい切手教室-Part１- 高村　昌雄 大銀 70

アメリカ海軍史　1775-1865 中島　好行 銀 66

消防の世界 石井千萬城 銀 66

警察　～組織と活動～ 殿川　一郎 銀銅 64

眺望を楽しむ～日本の山々～ 中尾　英雄 銅 57

国連切手に見るジャポニカ 佐々木謙一 銅 55
ユース North Korea 1946-52 木戸　裕介 金 88

様々な乗り物 木村　和生 金銀 84

切手の水族館 井上　晶翔 銀 74

ハートがいっぱい 津田　珠野 銀 68

色いろな花切手 千葉　郁実 銀 61
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特別賞一覧（その２、各社提供の賞の受賞作品） 
日本の航空切手, 手彫切手 1871～1876, 様々な乗り物, 金井宏之コレクション「日本手彫切手」, 
台湾における日本郵便史, UPU小判　浅井治コレクション,  
南方占領地切手マライ・統一加刷【馬来軍政部郵政局印】, 新幹線開業の50年史,  
リトアニア書留郵便史　1989－1996,  
日本は如何にして「帝国」となりしか　～東アジアにおける帝国の興亡　1894－1911 ,  
飛行船の発達史, 昭和11～31年用　年賀切手, 田沢旧大正毛紙切手, 日本最初のメータースタンプ 

部門 付録の有無 作品名 出品者 賞 点
ワンフレーム エジプト・スーダン遠征英領インド軍軍事郵便　1882～1896 小岩 明彦 大金銀 84

龍文切手(明治4年3月1日発行)　未使用シートと未使用復元シート 手嶋　康　 大金銀 83
◎ コーヒーハウス 西海　隆夫 大金銀 80

小判5厘はがき 多田　由一 金銀 78

在中国日本郵便局・小包送票 柳川　英幸 大銀 74

1922年シリーズ　2セント輪転印刷切手のプレートバラエティ 小林　伸佳 大銀 74

多義的解釈の図像 小林　卓夫 大銀 74

UNITED STATES AIRMAIL ISSUE 1918 入江　　司 大銀 73

美濃国丸一印「郡名入り黒野」の局名消印の変遷(附「カタカナ郡名」の理由 高木　康之 大銀 72

韓国航空郵便史　1947-52 木戸　裕介 大銀 71

日本の初期機械日付印 冨樫　敏郎 大銀 70

タイセイヨウダラ（cod）の物語 辻　　高志 大銀 70

15日間の中央郵便局 石代　博之 銀 69

「星の街」からの郵便 加藤　和宏 銀 68

奉仕に歩む「ロータリー」 浜名　賢一 銀 66

アメリカ初期航空切手　1918-1938 濱谷　彰彦 銀銅 61

青い鳥はがき(20円時期～41円時期) 須谷　伸宏 銀銅 61

歴史を変えたペスト 谷　　覺 銀銅 61

年賀印「正」・「誤」 山田　克興 銅 57

Deutsches Reichに統合されたÖsterreich 児玉　敏夫 佳作 54

フランス美術と切手趣味週間 北野　雅利 佳作 50
オープン Tonga Tin Can Mail History 1882-1947 井上　和幸 金 92

新幹線開業の50年史 加賀谷長之 金銀 84

第三帝国の軌跡　-1919-1944- 樋口　　豊 金銀 81

日本のオリンピック100年史 犬飼　英明 金銀 77

ワーグナー生誕200年記念　ワーグナーの生涯 荒井　照夫 金銀 75

沖縄の選挙郵便　1965-72　～国政選挙参加へのへの道程～ 石澤　司　　 銀 74

アルフォンス・ミュシャ「生涯と芸術」 山本　暁夫 銀 74

日本最初のメータースタンプ 黒田　　實 大銀 74

蝶と自然 田中　　孚 銀 72

手彫証券印紙 浅野　周夫 大銀 70

ドイツの大聖堂　STRASSBURG 勝島聡一郎 銀 69

日本のしきたりと年中行事 今井　節子 銀 67

炎と情熱の国スペイン名所巡り 高木　　均 銀 67

富士山 永原　　昇 銅 58
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「付録の有無」に◎がついた作品について 
切手展は楽しく、かつ為になるイベントである一方、会期は数日でしかなく、展示作品の記憶は
会期終了後薄れる一方です。また、そもそも地理的、日程的に参観できない人も多く、折角準備
した作品が切手展の後観覧できないのは勿体ないとスタンペディアは考え「スタンペディアエキシ
ビションへの掲載」と「ザ・フィラテリスト・
マガジン付録」という二つの仕組みで展示の再
現をすることにいたしました。第４号アンケー
トにて同企画へのご参加をうかがい、ご協力し
てもよいとご回答下さった皆様のご厚意で今回、
5部門８作品が集まりました。 
これに加えて、近辻喜一さんからワンフレーム
作品「小判5厘はがき」の全16リーフをご投稿
頂きました。この作品はJAPEX2014ワンフレー
ム部門に展示予定で、直前でとりやめられた作
品で、小判はがきの製造面・使用面を展開した
作品です。 
合計９作品がJAPEX再現付録となっております
ので、あわせてダウンロードして下さい。 

部門 作品名 出品者 賞 点
文献 金井宏之コレクション「日本手彫切手」  (一財)切手文化博物館 大金 90

UPU小判　浅井治コレクション 浅井　　治 金 85

(最近の情報(120)）「最近の情報発信10周年記念」 小判振舞処 金銀 78

JPSポーランド郵趣部会報「ポーランド郵趣」 JPSポーランド郵趣部会 金銀 75

全日本切手展全記録(第1回～第64回) 小藤田　紘 銀 67

「郵趣赤れんが」200号記念誌 札幌中央支部 銀 65

「あいち支部」設立25周年記念誌　切手収集の愉しみ あいち支部 銀 65

ビジュアル世界切手国名事典 板橋　祐己 金銀 79

切手女子のかわいい収集BOOK 馬場　千枝 金銀 77

JPS植物切手部会報「植物切手」 JPS植物切手部会 大銀 71

JPS宇宙切手部会報「コスモス」(第211号～最新号) JPS宇宙切手部会 大銀 70

JPS鉄道切手部会報「Railway Stamps」 JPS鉄道切手部会 大銀 71

JPS鉄道切手部会報「Railway Stamps」2013年度合本CD JPS鉄道切手部会 大銀 71

POSTAL FRANKING MACHINE JPSメータースタンプ部会 銀 69

登戸支部会報「のぼりと」 登戸支部 銀銅 63

平野支部会報「郵趣ひらの」 平野支部 銀 65

松江支部会報「郵趣しまね」 松江支部 銀銅 64

長崎郵趣　2013-2014 長崎支部 銀銅 60

郵趣探想100 相馬　靖生 銀銅 63

世界植物切手リスト(第3巻) JPS植物切手部会 金銀 79
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JAPEX2014参観記 
長野 行洋 

例年11月初旬開催も、今年は10/31の金曜日スタート。11/3文化の日で三連休も11/2日曜日ま
での開催。サラリーマンの身には、祭りの後の１日の休日はありがたい。浅草・都立産業会館が
耐震工事で１年間休館で春のスタンプショウ同様、浜松町都立産業貿易センターで開催された
JAPEX。あいにく２日目は雨にたたられたが、初日平日金曜も含め、まずまずの人手であった。 

企画「日本の記念切手発行120年展」はこの分野のそうそうたるメンバーが、戦前戦後、最近物
まで含め７０フレームの迫力。国際展・国内展上位入賞者の、郵趣マテリアルはもちろんだが、
ポスター等周辺アイテムの数々に興味。どこで見つけてくるのか、何でも持っている方々で感心し
きり。郵政資料館の原画・試刷も眼福。記念切手金メダリスト、数年前若くして急逝された山本
知永氏のコレクション集の回覧も。ご本人より名刺代わりと頂いた想い出に合掌。 

もう一つの企画「日本・スイス国交樹立150周年記念スイス切手展」も競争出品含め、クラシッ
ク・セミクラシックからおなじみウィリアムテル・記念切手まで一同に。競争出品、例によって
文中敬称略にて。 

伝統郵趣トラディショナル 
日本及び関連地域 
手彫からはじまり、小判・菊・田沢・昭和・戦後・記念航空
まで、質量とも充実。審査員はさぞ大変だったのでは。 

金賞４点。 
「JAPAN1871-72 The DragonIssue」(長野・山田祐司)
は竜文竜銭３フレの驚くべく作品。田沢の鉄人、待望の国際展
金賞で新分野としていよいよ手彫に。谷喬コレクション
ベースにシート・リコンストラクションを加え重量感。
桜切手も加え手彫全体に挑戦、楽しみ。 
「田沢旧大正毛紙切手」(東京・丹羽昭夫)全日展に続いて貫録の金賞。１1/2銭額面表示バラエ
ティなど新しいスタディも。 
「30銭法隆寺五重塔」（愛知・大村公作）新昭和の神様のこれでもかのバラエティを追求した作
品。また98枚ブロックが増えた（シートより銘版付ペアを取り）とか。 
「日本の航空切手」(兵庫・佐野正道)マテリアル絞って全体にリーフがすっきり、珍カバーが映え
る。キジ航空のみほんタイプ違いはやや詰めすぎ。素材に困らないはずなので、芦ノ湖航空をも
う少し増やせばバランスが。 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田沢旧大正毛紙切手 より第10リーフ 
（本号付録にて全リーフ参照できます）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大金銀賞３点。 
30年ぶりの時空を超えた「日本普通切手1871-1937」(広島・槙原晃二)日本郵便株式会社賞W
受賞。30年前出品のJAPEX手彫より昭和60リーフが、今回在外局より大正切手で80リーフ。冒
頭の在外局と赤二のボタ印揃えは30年前はスタンダードも今は。逆に未使用・ブロック活用で現
代風アイテムで多数補強、見応え、感服。 
「手彫切手　 1871-76」(岐阜・説田博茂)コンデションに拘った千年収集。竜４リーフはやや物
足りないが、和紙桜こじっかり。リコンストラクションで重み。 
「南方占領地切手マライ・統一加刷(馬来軍政部郵政局印)」(神奈川・小林利行)マテリアルは抜群
も並べ方の改善で最高ランクも望めるのでは。 

金銀賞４点 
「旧小判切手 1876-79」(岡山・村上信和)30銭11L・12銭カバー等目玉多く見事上位受賞。 
「新昭和切手」(福島・遠藤浩二)やはりベテランの見応え作品、難しいカバーの数々と５円無目打
田型が白眉。 
「昭和11～31年用 年賀切手」(大阪・粟篤吉)富士山20面シート等派手なアイテムに目がいく
が、戦後のシート・小型シートの製造面のバラエティ追究は年季の賜物。リーフへの整理はまだ一
苦労か。 
「琉球 1948～58」(埼玉・木戸裕介)１次30銭・１円未シート等重みの素材、100円加刷はもち
ろんジュニアの資格ではスピード違反の作品。 

大銀賞６点。 
「菊切手」(東京・藤波誠治)30年前流行った横線入
りのリーフつくりになつかしさ。50銭櫛12×121/2
済は縦ペア。赤二との同額面異種同時使用は、カラー
コピー表裏反対の方がよかったのでは。 
「田沢1913-25」(奈良・奥田和弘)丁寧な書き込
みも字が小さすぎでは。旧毛３銭第３コーナー４×
５＝20枚ブロックアトラクティブも記念消が残念。 
「JAPAN ‒THE SHOWA PIRIOD 1937-47」
(英国・Paul Jackson)第１フレ１次・２次未に異常
の書込みの後３次昭和大ブロック用いて製造面分類
で終わり。マテリアルそこそこなので、タイトル３
次昭和に絞ったらよかったのでは。 
「第３次昭和切手５銭 旭日と「飛燕」機」(岩手・
佐藤巌)は逆に５銭のみで３フレ、20年10月14日の
葉書使用例は珍しい。 
「産業図案切手」(鹿児島・永吉秀夫)はベテランゼネラリストの素直な作品。 
「手彫証券印紙」(秋田・浅野周夫)は全日展に次いでのご出品、１ランク特進。 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産業図案切手 より第63リーフ 
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銀銅賞２点。 
「明治銀婚記念～世界大戦平和記念」(東京・木下朋英)アイテムを素直に整理。 
「郵便番号宣伝切手」(東京・濱谷彰彦)難しい１次の使用例に見応えもやはり７円は難関。 
「日本占領下ビルマ「孔雀加刷と正刷」」(神奈川・中川和樹)加刷と正刷の性格の違いに苦労。な
らべ方にやや無理が。 
銅賞「近代美術シリーズ切手(全16集)」(埼玉・行徳国
宏)戦後お得意大ベテランのモダンの作品。 

佳作「日本の紀念、特殊 1894-52」(兵庫・粟川徹
郎)は実にもったいない作品。一流のアイテム、構成・
ならべ方を変えるだけですぐ銀気に。 

最後に個人的には一番のインパクト「日本最初のメー
タースタンプ」(兵庫・黒田實)。感熱紙ゆえ消えていく
運命の本当に初期黎明期の珍しいアイテムに感動。メー
タースタンプとしては破格、お見事大銀賞。 

外国 
昨年の10作品と比べても７作品と淋しい。 
何といっても大金賞・ J A P E X 実行委員会賞
「Switzerland-from Cantons Confederation」(東京・吉田敬)。全日展の最高賞に次いで
だが、今回の目玉は日本語書き込みに全面変更。よりいっそう理解度が。とにかく眼福再び。 

大金銀賞「エストニア鍛冶屋・織女切手」(神奈川・板橋祐己)同国新テーマでも高位入賞国際展の権利。 

大銀賞「イギリス帝国の電信切手」(東京・太田忠一)フレーム・段ごとの切れ目の改善と誤記指摘
があったようだが辛すぎる評価では。 

銀賞３点 
「ゲルマニアとその高額(無加刷のみ)」(東京・山田厚二)定評のドイツコレクションも加刷なしで
評価低めか。 
「クィーンズランド」(東京・吉村昭紀)体系的な作品つくりが難しいオーストラリアステーツの意
欲作も、コンデションにやや難が。 
「マーチンプレデシマルシリーズ」(東京・山田邦博)日本の動植物国宝同様、現行からセミモダン
に。切手の格は残念ながら日英で雲泥の差。 

銅賞「ヒンデンブルグ・メダルシリーズ」(埼玉・小見山伸彦)各国の20世紀の新テーマの出品は大
歓迎、ここからがスタート。 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近代美術シリーズ より第１１リーフ 
（本号付録にて全リーフ参照できます）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ステーショナリー 
「記念特殊葉書」(大阪・須谷伸宏)出品を続け切磋、遂に金銀賞。 
「琉球政府発行葉書 1953-59」(沖縄・石澤司)「波之上宮葉書 1953-58」(埼玉・木戸裕介)と
滅多に出ない２作品、琉球の新旧専門家が隣で激突。共に大銀賞と健闘。 

郵便史 
日本 
日本関連６点と今年も淋しい。ひと頃の郵便史ブーム、今いずこ。 

大金銀賞「台湾における日本郵便史」(兵庫・清水正明)兵庫・清水正明)台湾朱丸一印を皮切りに
丸二型欧文印まで貴重なマテリアル揃いで重量感。本国・中国で日本物が大ブームで今後は大変？ 
 
金銀賞２点。 
「内国葉書の郵便史」(東京・吉
田敬)マテリアル、ハイグレードアッ
プも、葉書の使用例へのこだわり
で伝統郵趣的な面でマイナス評価。
１リーフ３通貼りも落ち着かない
印象。再構成で一等賞にチャレン
ジ。 
「封書10円・はがき５円期間の
国内郵便」 (埼玉・金沢真之)逆
に、新しい時代に絞っての作品構
成、アイテムも厳選で見応え、さ
すが。 

大 銀 賞 「 強 制 送 達 郵 便 制 度 
1873-2014」 (千葉・渡辺藤
人)(千葉・渡辺藤人)面白い視点で
の本格郵便史への若武者の参入は
心強い限り。 

銀賞２点。 
「沖縄守備隊(第32軍)の郵便使用例」(沖縄・石澤司)さまざまな切り口で沖縄を楽しませてくれ
ている氏の今回は軍事郵便史。 
「朝鮮郵便史 1905-45」(埼玉・木戸裕介)も興味深いマテリアル散見。いずれの作品も、構成の
組み立て方次第で高位入賞を望めるのでは。 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　129
　　

内国葉書の郵便史より第７リーフ 
（本号付録にて全リーフ参照できます）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

外国 
外国６点。 
「アメリカ上海郵便局とその前史 1802～1922」
(東京・大場光博)大金賞、90点の同点ながら見事グラ
ンプリ。国際展でもまれた構成組み立てはさすが。 

大金銀賞「スロベニア郵便史1812-1922」(東京・
人見敦)チェーンブローカー切手発行前のオーストリ
ア時代・ハンガリー二重帝国時代が充実。 

金銀賞３点 
「オーストリアインフレ1921-25」(東京・伊藤文久)宛
先国により国内便と同等料金などの細かい変化に興味。 
「The U.S.Return Receipt Reque-ted & Avis de 
Reception 1866 to 1945」(福岡・和田文明)米国
内の書留の付帯サービスも何回か拝見する内におぼろ
げながら少しずつ理解。時代を絞ったことは正解。 
「リトアニア書留郵便史 1989-96」(埼玉・荒木寛
隆)ソ連崩壊後の新しい時代ながら無目打切手で逆に時
代レス。書留というテーマ自体難しいのでは。 

大銀賞「マルタ十字印の郵便」(佐賀・村岡安廣)マテリアルは驚くべきほど超一流。郵便史・マル
コフィリー・伝統郵趣のボーダー不明確での低評価か、残念至極。 

マルコフィリー 
４点日本関連のみ淋しい。 

大銀賞２点。 
「山形局 唐草機械日付印の変遷」(東京・高橋照雄)地元ライフワークながらクラシックだけでな
く、新しい時代までの目配りさすが。その分類に至るまでの収集数いかばかりかの労作。 
「胆振国の丸一型郵便印」(東京・長野行洋)１フレに収まらず、持っている物全てで無理やり３フ
レに水増し。１リーフ１通ですかすかの印象、大失敗。 

銀賞「2月29日の日付印の変遷 1876～1968」(東京・山田克興)期間内日曜日のうるう日が１
回だけとは意外。 

銀銅賞「樺太の郵便印」(大阪・青木章博)は難しいが初期のマテリアルの充実が課題。 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THE U.S.RETURN RECEIPT REQUE-
TED & AVIS DE RECEPTION 1866 TO 

1945より第２リーフ 
（本号付録にて全リーフ参照できます）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

航空郵趣 
日本１点。大銀賞「琉球の航空郵便と航空切手 1948-72」(埼玉・木戸裕介)内容はともかくタイ
トルはふさわしくないのでは。エンタの充実で、郵便史か伝統郵趣かを明確化した作品つくりが
必要では？ 

テーマティク 
今年も１５点と出品数はまずまず。 
金賞「朝鮮戦争」(東京・内藤陽介)は、ご出版本・ご講演の作品具現化、お手本。 

大金銀賞２点 
「花奔園芸－ヨーロッパにおける発展と世界への広がり－」(神奈川・嘉ノ海暁子)まさに殊勲賞。
判りやすいストーリー展開に米国ファンシーキャンセル等クラシックマテリアルで重み。カバー
の重ね貼りが残念。 
「視覚障害」(茨城・大沢秀雄)ライフワークの国際展英文リーフ、テキスト文量適度ランクアップ。 
 

金銀賞４点。 
「第三帝国の興亡 1933～45」(東京・樋口豊)上位入賞
スタンダードテーマ、リーフの美しいこと。小倉譲賞も。 
「日本は如何にして「帝国」となりしか～東アジアにお
ける帝国の興亡 1894-1911」(奈良・野々下厚司)郵便
史との境目が難しいテーマ、立派なマテリアルと明確な
章分けで判りやすい。 
「潜水の世界 人はどこまで潜れるか」(東京・小林有)ユ
ニークなテーマを郵趣的に興味深いアイテムで展開。 
「飛行船の発達史」(東京・立川賢一)マキシマムカードの
多用で華やか、ツエッペリンカバーで重み。 

大銀賞３点。 
「ジョゼッペ・ウェルディ賛歌」(東京・平林敏彦)切手
とカバーのバランスの妙。門外漢にも面白いストー
リー。 
「世界のトラム－馬車トラムから電気トラム、トロリー
バス」(東京・三浦正悦)連続出品・電気の鉄人、今年も
ユニークなテーマ。子供の頃、絵本であこがれたトロリ－
バス、都バスでは乗れなかったが、黒部縦断で果たした
想い出が。 
「楽しい切手教室-Part1-」(愛媛・高村昌雄)初級者向けに初歩の初歩からかなりのグレードまで
実に楽しい作品、評価が楽しみだったが結果健闘。Part2が楽しみ。 
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日本は如何にして「帝国」となりしか
～東アジアにおける帝国の興亡 1894-

1911より第３リーフ 
（本号付録にて全リーフ参照できます）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

銀賞２点。 
「アメリカ海軍史 1775-1865」(東京・中嶋好行)迫力のＷリーフ． 
「消防の世界」(神奈川・石井千漓城)各リーフ頭の消防の文字が大きすぎやや目障りが残念。 

銀銅賞「警察～組織と活動～」(東京・殿川一郎)専門知識随所に。 

銅賞２点 
「眺望を楽しむ～日本の山々～」(千葉・中尾英雄)書込み文字がやや大きい。 
「国連切手に見るジャポニカ」(埼玉・佐々木謙一)やや材料不足のきらいが。 

ユース 
小学生は、いずれも一生懸命リーフつくり。銀賞「切手の水族館」(兵庫・井上晶翔・小５)、銀銅賞
２点「ハートがいっぱい」(兵庫・津田珠野・小５)「色いろな花切手」(兵庫・千葉郁実・小５).。３
人ともジュニア育成に熱心な兵庫より、続いて欲しいもの。 

中学生・金銀賞「さまざまな乗り物」(埼玉・木村和生)使用済ながら、ストーリー組み立てしっか
りした立派なテーマティク作品。 

大学生・金賞ベストユース賞「NorthKorea 1946-52」(埼玉・木戸裕介)88点成人顔負けの別
格作品。来年就職からか今回は、ワンフレーム含め成人部門に５作品、計22フレーム出品の貢献
度。就職を機で郵趣冬眠の無いことを祈るばかり。あしたのジョー燃え尽き症候群はダメヨダメダ
メ。 

ワンフレーム 
伝統郵趣日本 
大金銀賞「龍文切手(明治４年３月１日発行　未使用シートと未使用復元シート」(東京・手嶋康)常
人には考えつかないテーマでワンフレーム参戦。未シートは輸出品あるが、未だけでの復元シート
揃い。たった１枚未発見のポジションか、使用済が貼られていたが、タイトルと不一致は残念。 

伝統郵趣外国 
大銀賞「1922年シリーズ２セント輪転印刷切手のプレートバラエティ」(東京・小林伸佳)大ブ
ロック多用で作品に迫力。他の外国作品は、航空郵趣の項で。 

ステーショナリー 
日本２点、金銀賞「小判５厘はがき」(大阪・多田由一)玄人をうならせる作品。旧小判５厘ペア貼
加貼等、喉から手のマテリアル目白押し。銀銅賞「青い鳥はがき(20円時期～41円時期)」(大
阪・須谷伸宏)料金改正加貼・速達書留の特殊使用は、最近物でも探しても中々ないのでは。 
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郵便史日本 
２点、大銀賞「在中国日本郵便局・小包送票」(静岡・柳川英幸)菊田沢の支那字入の特殊アイテム
で仕方ない面あるが、状態の悪い物で悪印象が否めなく残念。銀賞「15日間の中央郵便局」(愛
知・石代博之)実にユニークなテーマも、タイトルはずばり大阪中央局の方がよかったのでは。 

郵便史外国 
「エジプト・スーダン遠征英領インド軍軍事郵便 1882-96」(茨城・小岩明彦)が大金銀賞・ベス
トワンフレーム賞。知識無いが、このエリアで使用されたマテリアルは本当に少ないので、ワン
フレーム作品にかなうとの受賞と推察。 

マルコフィリー 
日本のみ３点。大銀賞２点「美濃国丸一印「郡名入り黒野」の局名消印の変遷(附「カタカナ郡
名」の理由)」(兵庫・高木康之)プロローグ、二重丸印のフォアランナーと一層判り易く、稲葉削
り印は本当に珍しいのでは。「日本の初期機械日付印」(千葉・冨樫敏郎)十分３フレ以上の作品の
マテリアルはお持ちも、局名違いでは見た目面白くないと１フレ作品に凝縮とか。銅賞「年賀印
「正」・「誤」」(東京・山田克興)地味なテーマも葉書数いくら見たかを想像。 

航空郵趣 
３点航空郵趣に分類。大銀賞２点。「UNITED STATES AIRMAIL ISSUE 1918」難しい初期 
３種のごく短期間の適正料金カバー含む佳作。「韓国航空郵便史」(埼玉・木戸裕介)戦後間もなく
の難しい時期をよく展開。銀銅賞「アメリカ初期航空切手1918-38」(東京・濱谷彰彦)日本ゼネ
ラルだけでなく、外国も伝統郵趣・テーマティクと巾広いことに改めて脱帽。 
 
テーマティク 
８点出品。大金銀賞「コーヒーハウス」(兵庫・西海隆夫)地図切手
のオーソリティが実に面白いテーマで、着想がユニーク。ロンド
ンでコーヒーハウスと郵便のつながりを差し立てのクラシックマ
テリアルで表現。今だとローソンとＪＰ。大銀賞２点。「タイセ
イヨウダラ(cod)の物語」(秋田・辻高志)昨年より１フレ作品に
絞った結果ランクアップ。「多義的解釈の図像」(埼玉・小林卓夫)
この作品もＷイメージという発想がユニークで高位入賞。銀賞２
点「「星の街」からの郵便」(神奈川・加藤和宏)ロマンチックなタ
イトルだが旧ソ連の宇宙飛行士無料郵便の作品なので本来アスト
ロフィラテリー。「奉仕に歩む「ロータリー」」(千葉・浜名賢一)
ワンフレームには無理があるテーマかも。銀銅賞「歴史を変えた
ペスト」(埼玉・谷覚)これも同様ワンフレーム作品では物足りな
い。佳作２点。「Deutsches Reichに統合された
Osterreich」(埼玉・児玉敏夫)大ベテラン収集家のご出品も、
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コーヒーハウスより第１２リーフ 
（本号付録にて全リーフ参照できます）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

テーマティク・郵便史・伝統郵趣が入り混じって。「フランス美術と切手趣味週間」(大阪・北野雅利)
同年発行のフランス美術切手と日本の趣味週間を同一リーフに整理という着想はユニークながら。 

オープンクラス 
金賞・ベストオープン賞 
「Tonga Tin CanMail History 1882-1947」(東京・井上和幸)オープンクラス創生期よりの
年季のテーマ、国際展でも高位、進化最終形。郵趣的にはニウアフォオウ局の現存数点の初期消
印カット。最古のチンキャン切手の原画・不採用スケッチ等、目の保養多数 

金銀賞５点。 
「新幹線開業の50年史」(秋田・加賀谷長之)正に人生とともに歩いた収集品。一番感激は駅弁の包み紙。 
「第三帝国の軌跡－1919-44－」(東京・樋口豊)1932年のヒトラーの大統領選挙の投票用紙に
目が行った。 
「琵琶湖の汽船と郵便」(兵庫・佐々木義郎)水運史の神様が、郵趣素材以外も含めて見応え作品に。 
「日本のオリンピック100年史(東京オリンピック)」(東京・犬飼英明)日本郵船の印刷物発送封筒
の1940年東京オリンピック中止後も、五輪マークを斜線で消していたエンタは正に生きた証人。 
「ワーグナー生誕200年記念 ワーグナーの生涯」(神奈川・新井照夫)写真とマキシマムカードと
のバランスが適量。 

銀賞６点。 
「沖縄の選挙郵便 1965-72 ～国政選挙参加への道程」(沖縄・石澤司)郵趣品以外のマテリアル
が充実、どこで探してくるのだろう。 
「アルフォンス・ミュシャ「生涯と芸術」」(神奈川・山本暁夫)しおり・美術展入場券・トランプ
等多岐の材料を上手に処理、女性陣に好評。 
「蝶と自然」(大阪・田中孚)そのものズバリ蝶の標本と切手のコラボ。 
「ドイツの大聖堂 STRASSBURG」(神奈川・勝島聡一郎)郵趣品以外のマテリアルの割合がやや
少ないかも。 
「日本のしきたりと年中行事」(神奈川・今井節子)女性らしい発想で楽しめる作品。 
「炎と情熱の国スペイン名所巡り」(神奈川・高木均)やはり地図のオーソリティの400年前の遣欧
使節団の跡をたどる楽しいガイド。 

銅賞「富士山」(千葉・永原昇)写真の多用がやや多すぎ。 
今年もオープン部門全般的に、郵趣マテリアル以外の材料が、紙もの中心で硬直している印象。写
真の多用も問題では。郵趣素材の割合が多すぎる作品と、少な作品が混在。 

全般的には、伝統郵趣・テーマティク・オープン甘め、郵便史辛めだったように感じられた。 
全ての出品者・参観者・運営スタッフに感謝。来年は再び、浅草で開催。 

（JPS三鷹支部報「フィラスリーホークス」と併載） 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JAPEX2014を盛り上げたMVP2人をご紹介 

国内競争展史上最多出品者対談 
対談　須谷伸宏 VS 木戸裕介 

JAPEX2014には一人で６作品を出品されたフィラテリストが2名居ました。 
国際競争展や全日展と異なりフレーム数に上限がなく「ゼロサムゲーム（誰かが出品すると誰かの
出品を断らなくてはいけない）」でないJAPEX2014において、お二人の出品にマイナスの要素は
一切なく、JAPEX2014を多いに盛り上げる一因となりました。会期中にインタビューをお願い
していたのですが「どうせなら」ということで対談が実現しました。（編集部） 

須谷 伸宏 昭和47年9月23日生まれ（42歳）収集歴33年　国際展には産業図案切手で挑戦中。 
今回の出品作品：記念特殊葉書, 青い鳥はがき(20円時期～41円時期), 相撲絵シリーズ, 
昆虫シリーズ, 奥の細道シリーズ, 20世紀デザイン切手シリーズ 

木戸 裕介 平成4年8月31日生まれ（22歳）収集歴10年　国際展には琉球と朝鮮で挑戦中。 
今回の出品作品：琉球 1948－58, 朝鮮郵便史 1905－45, 波之上宮葉書 1953－58, 
琉球の航空郵便と航空切手 1948－72, North Korea 1946－52, 韓国航空郵便史 1947－52 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　135
　　

カメラマンの「最高の笑顔をください！」のリクエストの応える須谷さん（左）と木戸さん（右）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

どうして６作品も出品されたのですか？ 
編集部（以下「編」）「JAPEX2014を盛り上げていただいてまずはありがとうございます。しか
し、まずお聞きしたいのは、どうして６つも出す気になったのか？ということです。参観者にとっては
ありがたいですけれど、作るのもたいへんだろうし、出品料だってばかにならないと思うのですが。」 
須谷（以下「須」）「人を驚かせたい、というのが根底にありますね。僕は産業図案切手がメイ
ンですが、サブコレクションを展示することで『あいつ、こんなの集めてたんだ！』みたいに驚
いてもらえたのは面白かったですね。」 
木戸（以下「木」）「僕はワクワク感からですかね。切手が好きで切手に関わっていたいという
想いがありますし、競争部門に出品することで審査員の人や他の出品者とより多く話すことがで
きるだろうなと期待していて、実際その通りになりました。」 
須「同感ですね。出品していると、特に同年代以外のフィラテリストから声を掛けて頂く事が増
えますね。普通のフィラテリストにとって、今まで名前しか知らなかったようなフィラテリストの
仲間と友達になる契機は、やはり多くの人が参観する切手展への出品だと思います。」 
木「切手展用の作品を作ると、収集に刺激を与えることができるのも一つのメリットだと思いま
す。展示を作る目的ができて初めてコレクションに足りない物が見えてきて、それを補うために大
阪駅前第３ビルバザールや切手市場に参加している自分がいます。」 
編「競争展であるか否かに関わらず第三者に見られるコレクションは、構成をして初めて何が足
りないか気づきますよね。」 
木「もう一つジュニアだからなのかもしれませんが、フィラテリストやディーラー、オークション
ハウスの経営者の方々から、郵趣マテリアルをご配慮頂く事が時々あります。自分の中ではそのよ
うなご厚意にお応えする一つの方法は、展示を行い報告することだと考えています。」 

たいへんだったことを教えてください。 
編「なるほど。お二人は本当に今回の作品作りを楽しんでいらっしゃるんですね。しかし、実際
に作るとなると結構大変だったのでは？と思うのですがいかがですか？」 
須「僕は６作品の内、競争作品は２つだから木戸君の方が色々と大変だったと思うけど、どう？」 
木「競争作品と企画出品で、作品の製作上の違いはあまりないと思いますよ。ただユース部門以外
への競争出品は出品料を取られますから、それは大きいですよね。（編集部注：ユース部門への競
争出品および企画出品の出品料は０円）」 
須「いくら払ったの？」 
木「６万円弱です。」 
須「え？そんなに？多分JAPEX史上最大の納税者だよ！」 
編「木戸君って資産家のご子息なんですか？」 
木「んなわけないじゃないですか。（笑）・・・・・アルバイトをひたすらやって、購入資金を稼いでい
ます。うちは母子家庭ですから、仕送りももらっていませんし。今回の多数出品に関しては、『手を広げ
すぎている』という意見や『オーバーペースで息切れしそうだ』などというマイナスな意見が多いのが非
常に残念です。メインコレクションを侵害しない程度に、ほかの分野へ挑戦するのは大事なことだと思い
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ますよ。もちろん、メインを拡張せずにちょこちょこつまみ喰いして散財しているパターンは問題だと思
いますが。作品を作るレベルに真面目に挑戦しているのですから、暖かく見守って欲しいというのが本音
ですね。今は昔と比べて物が出てきているので、安価でいいマテリアルがどんどん手に入る分野も多いと
実感しています。これから出てくるユース層へも、アンテナを張り巡らせて、挑戦するコレクション作り
を奨励したいです。それに加えて今回、出品料をこれだけ支払ったのは僕なりのJAPEXへの恩返しの気持
ちなんです。というのも今大学４年生でユース部門への出品は今年で最後になります。ということは過去
ずっとタダで出品させて頂いていたということなのです。その間、審査員や参観者の方々に色々なご意見・
ご指導を頂いたから、今の僕があると思うんです。だから喜んで振り込みましたよ。」 
編「表彰式では木戸君の名前が連呼されて、その度に笑いと拍手がおきていたもんね。でも
JAPEXはゼロサムゲームじゃないから、皆本当に祝福していたと思いますよ。納税額も含めて
ね。（笑）さて６作品分のリーフ作りの作業のたいへんさについてはいかがですか？」 

リーフ作りへの二人の異なるアプローチ 
須「僕の場合は、全部が新作ではないんですよ。例えば「昆虫シリーズ」については過去作った作
品をそのまま展示しただけです。一方で「20世紀デザイン切手シリーズ」は新作です。でも楽で
したよ。ほぼ一日で作品作っちゃうことができましたから。」 
木「須谷さんは、作品ごとにリーフ製作から郵趣マテリアルの貼付まで全部やるんですか？」 
須「そうだよ。木戸君は違うの？」 
木「僕は6作品22フレーム分のデータ作成をまずやって、最後に一気に印刷してから、マテリアル
の貼付をやっています。」 
編「それ、後でサイズが合わなくなったりしないですか？」 
木「『切手展向けリーフの作り方』（ザフィラテリストマガジン第３号）にも書いてありました
が、WordやExcelを使わない事が大事だと思います。今はパワポを使っていますが、今後はMac
のレイアウトソフトであるPagesを使い、効率良くしていきたいと考えています。」 
須「確かにPCの活用で、アルバム作りは子供の頃と比べるとだいぶ変わったと実感します。今回
競争出品の方に展示した『青い鳥葉書』なんてテンプレート利用して作ったから本当にあっとい
う間でした。僕８月頭には全作品完成していましたもん。」 
木「え！それは早いですね。恥ずかしながら僕、事務局への提出が全出品者で一番遅かったですもん。」 
編「そんなギリギリに出しちゃダメだよ！（怒）」 
木「反省してます。。けど、二番目に遅かったの吉田さんじゃなかったでしたっけ！？（笑）」 
編「あ。ばれてた？（笑）」 
木「しばらく前までは、郵趣マテリアルの購入や研究よりも、リーフ作りの方に時間を多く割いて
いたのですが、最近はそれが逆になっています。須谷さんも仰っているようにリーフのテンプレー
ト化により、作品制作時間が短縮され、作品製作に対するハードルが下がったように思います。」 
須「木戸君ってそもそも、定規とペンを使ってリーフを製作した経験はほとんどないんだよね？」 
木「そうですね。でも、そんな僕にとっても、最近のパワポやレイアウトソフト pages によるテ
ンプレート化の恩恵は大きいですね。テンプレートの改造だけでどんどん新しいリーフを作る事が
できちゃいますから。でもこれって、ベテラン収集家も意外と知らないん技じゃないですかね。」 
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編「その通りだと思います。Excelや古いWordによるリーフ制作は職人技の領域で、勘と経験と
努力で印字位置を決めて、何枚も紙を失敗してという話をよく聞きます。最近のWordはレイアウ
トモードもできると聞いたので、今度チャレンジして記事にしてみようと思います。」 

メインコレクションとサブコレクション 
編「対談も中盤で敢えてお聞きしますが、お二人のメインコレクションとサブコレクションにつ
いて教えてください。というのも今回の出品物は必ずしもお二人のメインコレクションばかりで
はないと思ったからです。」 
須「そうですね。ずばり僕のメインコレクションは産業図案切手です。国際展にも出品してお
り、大金銀賞を頂いております。だから今回の出品はメインコレクションではありません。」 
木「僕のメインは北朝鮮の伝統郵趣ですから、まさに今回出品した『North Korea 1946－52』が
それです。残りの５つの中には準メインと言える琉球の伝統郵趣もありますが、基本的にはサブコ
レクションです。」 
編「対談をご覧の方の中には、何故メインコレクションに集中しないんだろう？金銭的にも時間
的にも集中した方がメインコレクションの改善には良いのではないか？と思う方もいらっしゃる
と思いますが、その点はどうお考えですか？」 
須「少なくとも産業図案切手をやっている限り、その考えは机上の空論だと思います。同シリーズは
戦後すぐに発行された切手で決して簡単なシリーズではないため、一朝一夕によいコレクションを作
ることができないからです。オークション等にも積極的に参加し長く収集してきていますが、行き詰
まることも多々あります。趣味で行き詰まる事ほど無益なことは無いわけで、メインコレクションで
行き詰まったときにでも楽しめるサブテーマを持つことは精神衛生上大事だと思います。」 
木「僕も須谷さんと全く同意見です。ジュニアとは言え国際展に挑戦するようになると、その分野
は常に展示を意識して収集や研究を行う事になりますが、北朝鮮はマテリアルがほとんど出てきま
せんし、琉球では国際展で金賞を獲得されている石澤司さんがいらっしゃいますからライバルにす
らなれませんので、どうしても行き詰まりがちです。切手好きとして、新しいマテリアルが入手でき
ないことほどフラストレーションの溜まることは無いわけですから、サブコレクションでモチベー
ションを維持できることは大きいです。」 
編「要はお二人とも本当に切手が好きということですね。」 
須「もう一つ見逃せない効果として、サブコレクションの収集・研究・展示を通じて、メインコレ
クションにも応用させられる知識やノウハウを得られることが上げられます。だからメインコレク
ション以外に、最低二つはそれなりに取り組む対象があるといいんじゃないでしょうかね？」 
木「あ。それはありますよね。他の分野からヒントを得るためには、多分メインと全く違う物を
やった方がいいんでしょうね。」 
須「その通りです。産業図案切手をメインでやるんだったら、新昭和切手と動植物国宝をやるので
はなく、ステーショナリーとか、昭和末期の記念切手や、テーマティクとかね。僕はそうしていま
す。あと大事なのはメインテーマに金銭的な影響を与えないようなサブテーマを選べばいいってこ
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となんですよ。例えば今回の青い鳥葉書」は浜松の日本切手社の500円均一やジャパンスタンプバ
ザールの50円均一から抜いた物がかなり含まれているんですが、それでも銀銅賞が取れちゃう。」 
編「それはかなり効率いいですね。」 
須「だからこれからも人の出したことのない分野を開拓していきたいですね。」 

切手展出品のメリットとは？ 
編「切手展への出品をしたいと考える人は決して少なくないと思うのですが、郵趣雑誌の記事で
リーフ作りの事を書いているのは当誌以外にはほとんどない事もあり、なかなかその第一歩を踏み
出せない人が多いと感じています。このあたりお二人はどうお考えですか？」 
須「それはすごく分かりますよ。やっぱり最初の第一歩がたいへんですから。」 
木「リーフ作りだけでなく、郵趣マテリアルの収集や研究についても、最初はたいへんですよね。僕
はたまたま関心を持った琉球と北朝鮮に石澤さんや前田さんといった年の離れた師匠と出会うこと
ができたので、ここまでうまく来れたわけですが、そんな奇跡のような事ばかりが全ての新進フィ
ラテリストに起きるわけではないので、まずは書籍やWEBでのアピールが必要ですよね。」 
須「そうだね。あと、切手展に出品して悪いことはまず無い、ということを僕は声を大にして言い
たいですね。新しい友達はできる。古い友達は、こんなの集めてたんだ、って言ってくれる。是非
最初の一歩を踏み出して欲しいですね。それと郵趣文献の出版社には切手展参加のノウハウ本を出
してもらいたい！」 
編「ははっ！」 
木「僕は出品しないフィラテリストに敢えて出品してください、って依頼するのはなんか違和感を
感じますね。二つ理由があって、一つはリーフでの展示が唯一の発表方法ではなく、書籍にまとめ
たり、ブログでの発表も今や重要な収集披露の場だと考えているからです。もう一つの理由は、こ
んなに楽しい事を敢えてお願いしてまでやってもらう事はないかなーって思っているからです。」 
須「満足行く自分の作品が展示された展覧会に参加した楽しさと言ったらこの上ないよね。非競争
の企画展でもいいからみんな何でやらないんだろうってほんと思いますよ。あと今思えば、記念切
手の４作品のうち「奥の細道」を競争展にしておけばよかったと思いました。あくまで結果論です
が、今年の審査結果状況から見れば「銀銅賞」か「銅賞」はついたはず（と思います）。こんな新
しい分野でもそこそこの賞が取れるとということを示したかったですし、今後も現行記念切手は出
品し続けようと思います。。もともと私の専門収集は、現行普通切手や最近の記念切手の満月印収
集がスタートで、そこから産業図案切手へとシフトした結果なのです。いわば今回の記念切手４作
品は私の収集の原点とも言えます。一昔前でしたらこんな分野では佳作も取れなかったと思います。
今は昭和切手が国際展で金賞が取れるようになったのといっしょで、現行記念切手も今は、国内展
で銅賞～銀銅賞が取れる分野になりました。モダンフィラテリーの先駆者になるなら『今』だと思
います。。これからの分野ですね。だから昔とちがって今は誰でも競争展に出品しやすくなってい
る。一人でも多くの人が競争展に出品する楽しみを味わってほしいですね。」 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MALAYSIA2014のまとめ 
２０１４年１２月１日から６日にかけてクアラルンプールで開催された同切手展の受賞記録（抜粋） 

MALAYSIA2014は変則的な開催の国際展で、ユース・テーマティク・現代郵趣の３部門のみが国
際切手展として開催され、それとは別に全部門を設けたアジア国際切手展が開催されました。 

国際展・ベスト・オブ・ユース（Best of Youth）選考結果 
In the Magic World of Harry Potter (Mathilda Larsson, Sweden) LV(92) 
過去の国際展でコート・オブ・オナー展示もしているラーソンさんの堂々たるベストユース受賞となりま
した。彼女と対話したことのない日本のコレクターから「父親が収集家だから本人がやってないんでしょ」
というやっかみを聞いたことがありますが、思い込みでしかありません。おめでとうございます。 

なおユースクラスの部門は、年齢により「10-15歳」「16-18歳」「19-21歳」に三分されます。
今回ベスト・オブ・ユースの作品が「16-18歳」の部門より出たため、その他の二部門において
は、各部門内のベスト作品が選考され、特別賞が授与されました。 
• ベスト・オブ・ユース・クラスA（10-15歳） 
Inflation rates in the area under Republic of Indonesia Authority in Java 1945-1949 
(Mauritania Wibawanto, Indonesia) LV(90) 

• ベスト・オブ・ユース・クラスC（19-21歳） 
North Korea 1946-53 (Yusuke Kido, Japan) LV(86) 

なお当国際展は全部門揃った展覧会でないため、グランプリ選考は行われず表彰はユースのみでした。 

国際展・日本人の出品作品の受賞結果 

木戸君の「C部門ベスト」受賞は快挙だと思います。テーマティク部門では榎沢さんが念願の金賞
を獲得。江村さん、大沢さんもLVを獲得し次回の展示で8フレームに広げる権利を獲得しました。 

アジア国際切手展・グランプリ選考結果 
グランプリ・ド・ヌール（Grand Prix D’Honneur） 
People’s China(1946-1956) - Postal History around the State Founding (Min Chang, China) 

区分 エントリー作品 F 出品者 受賞結果

ユース部門 North Korea 1946-53 4 Kido, Yusuke LV(86)+SP

テーマティク部門B The History of Artist's Portraits – The Transition of Western Art over 600 years 5 Emura, Kiyoshi LV(85)

テーマティク部門B Czeslaw Siania: The Story of His Great Work of Engraving Stamp 5 Murayama, Ryoji LS(78)

テーマティク部門C Trams – Its Development and Competitors 8 Eosawa, Yuichi G(90)

テーマティク部門C The Blind 5 Ohsawa, Hideo LV(86)
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※同候補 
 The Postal History of New South Wales 1801-1849 ( Stephen Browne, Australia) 
グランプリ・インターナショナル（Grand Prix International） 
Chinese Imperial Postal Cards and Letter Sheets (Yu-An Chen, Chinese Taipei) 
グランプリ・ナショナル（Grand Prix National） 
Straits Settlements from pre stamp to 1900 (Eng Chuan Tan, Singapore) 

アジア国際切手展・日本人の出品作品の受賞結果（文献除く） 

今回が８フレーム初展示の須谷さんは無事大金銀賞を確保しました。岡本さんが初の大金銀賞を獲
得し次回８フレーム展示できる権利を獲得しました。行徳さんが初出品で金銀賞に輝きました。 

アジア国際切手展・文献部門・日本人の出品作品の受賞結果 

玉木さんの「日本軍事郵便史 1894-1921」が初出品ながら大金銀賞を獲得。昨年の
Thailand2013で金賞を獲得した郵便史コレクションを英訳付きで解説した単行本で、高い評価を
受けました。手前味噌ながら当社刊行物二冊も入賞いたしました。「Stampedia Philatelic 
Journal」が大金銀賞に加えて初の特別賞を獲得した他、ジュニア向け切手雑誌（フリーペーパー）
の「stamp club」が初出品で大銀賞を獲得しました。皆様のご支援に感謝いたします。 

区分 エントリー作品 F 出品者 受賞結果

伝統部門 アジア・オセアニア Japan Definitives, Vocational Series 8 Sudani, Nobuhiro LV(85)

伝統部門 その他の地域 German States before German Empire 8 Yoshida, Takashi LS(88)+SP

郵便史部門 マレーシア Cenorship of Netherlands East Indies in Singapore 
and Penang from September 1939 to February 1942 5 Masuyama, Saburo V(81)

郵便史部門 アジア・オセアニア Prompt Delivery in Japan as Nationwide Services 8 Ikeda, Kenzaburo LV(87)

郵便史部門 アジア・オセアニア Japanese Postal History of Official Compulsory 
Delivery for Lawsuit Documents 5 Okamoto, Tetsu LV(86)

郵便史部門 アジア・オセアニア Postal History of Postwar Express in Japan 5 Gyotoku, Kunihiro V(80)

郵便史部門 その他の地域 The United States Registry Systems, 1880-1910 8 Wada, Fumiaki LV(85)

印紙部門 The Documentary Revenue Issue of Japan 
1873-1875 5 Hasegawa, Jun LV(85)+SP

区分 エントリー作品 出品者 受賞結果

単行本 Accident Mail of the Koban Issues – Mr Shinjiro Akiyoshi collection Narumi Co V(81)

単行本 Security Marking on the Japanese Post Narumi Co V(82)

単行本 A Guidance for Philatelic Literatures Shoda, Yukihiro S(70)

単行本 Postal History of the Japanese Military Mail 1894-1921 Tamaki, Jun-Ichi LV(85)

雑誌 Stampedia Philatelic Journal Stampedia Inc LV(85)+SP

雑誌 Stamp Club Stampedia Inc LS(76)

カタログ Visual Japanese Stamp Catalog Vol 1, Vol 2 Japan Philatelic Society V(81)
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MALAYSIA2014 参観記 
マレーシア展２０１４へ漸く念願が叶い出品 

江村 清 

今回、漸く念願が叶いF.I.P.「マレーシア展2014」へ、次の作品を出品することができました。 
The History of Artist’s Portraits　～The Transition of Western Art over 600 Years～ 
（和訳タイトル：芸術家たちの肖像史　～西洋美術600年の軌跡～） 

私の国際展出品への想いと取り組みについては、本誌の「全日本切手展2014の作品紹介」特集号
（2014年7月発行の号外）の中で、述べさせていただいておりますが、郵趣人生の締め括りとし
て地元横浜で開催の「Philanippon2011」に出展したいと思い立ったことが始まりでした。 

2009年に「全日展」「ＪＡＰＥＸ」で出品資格の金銀賞を取得。国際展レベルの作品を肌身で感
じようとF.I.A.P.「ソウル展」を参観し、初めて見た１段３ページの大型リーフに感動し、私も
「Philanippon2011」以降は国内展も含めて使用しています。 

国内展で出品資格を取得すれば、国際展には誰でも簡単に出品できるものと信じ込んでいたので
すが、「Philanippon2011」ではアクセプトされずショックを受けていたところ、3月11日の東
日本大震災と福島第一原子力発電所の事故により、西洋諸国からのキャンセルが続出し追加募集
によって出品が叶いました。このような悲惨時の出品に躊躇いはありましたが、国内では10年先
までは開催されないことから、自分の余寿命と準備を無駄にしたくないとの思いから出品するこ
ととしました。当初の目標は、国際展へ出品することだけだったのですが、評価が国内展以上の
プラス３点で最大８フレームまで展示が可能と色気を出して、2011年から郵趣材料の多様性を求
めた収集と、2013年から出品申込みを続けていました。 

しかし「Australia2013」では特殊サイズのリーフは展示フレームに合わないとのことから見合わ
せ「Brasiliana2013」「PHILAKOREA2014」と立て続けにアクセプトされずに、気持ちが折れ
掛けましたが、アクセプトされないのは国内展でのレベルが低いためではないかと思い立ち、
「JAPEX2013」「全日本切手展2014」に出品して作品のレベルアップを図ることとしました。 

今回漸く「Malaysia2014」に出品が叶い、目標の『大金銀賞』を取得することができましたが、
結果的には決して遠回りではなく、国内展で関係各位の指導を受け、作品の改善が出来て良かっ
たと思っています。ただし、今回、アクセプトされたのはテーマティク部門だけがF.I.P.主催で、伝
統郵趣や郵便史部門はF.I.A.P.主催だったという、ラッキーも十分に考えられるため、次回の出品
申込み時には、11月4日に吉田敬氏主催のセミナーで受講した、「シノプシス」を作成添付するな
どして、チャレンジをしたいと思っています。 
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本作品の国際展・国内展での評価結果の推移は次表の通りです。 

各々の展示会で枝点評価は異なるものの、トータル・レベルは妥当な評価をされていると感じて
います。元々、当初の目標は８フレームを展示することだったので、今後も無理をせず作品作りに
邁進したいと思います。 

マレーシア展　参観記 
「Malaysia2014」のテーマティク部門の審査結果は次表の通りでした。 

８フレーム展示作品は９作品であり、金賞以上は全て８フレーム作品でした。よって、３作品は
「大金銀賞」に留まりました。また、アルバムリーフのサイズは、１段２リーフが５作品（10.4
％）、１段３リーフが３作品（6.3％）、１段４リーフが４０作品（83.3％）と、大型リーフの使
用が少なくなっているように感じました。 

今回、私がサブ・テーマ・コレクションとしている、ゴルフに関する作品があり興味深く、じっく
りと参観して、自分も新たにチャレンジしてみようかという意欲を奮い起こさせる作品で、参観し
た甲斐がありました。 

切手展会場は２２時まで開いているとのことで、日本の感覚とは違い驚きましたが、会場では多
くの出品者の方にお会いすることが出来、国内展では感じない日本人同士という仲間意識が湧き
ました。一番、驚いたのは会場でお会いした吉田敬さん、池田さん、木戸さんと、広い市内の中
華料理店でバッタリ遭遇したことです。私が妻同伴たったのでお気遣いをさせてしまい失礼をし
ました。誌面をお借りしてお詫びします。 

審査項目 配点 
(A)

JAPEX 
2009

Philanipp
on2011 
(B)

JAPEX　
2013

全日展 
2014

Malaysia 
2014(C)

比較 
(A-B)

比較 
(A-C)

作品構成 35 25 30 27 26 30 -5 -5

郵趣知識・研究 30 22 25 28 28 25 -5 -5

状態・希少性 30 24 23 24 27 25 -7 -5

プレゼンテーション 5 4 4 4 4 5 -1 0

合計 100 75 82 83 85 85 -18 -15

部　門 ＬＧ Ｇ ＬＶ Ｖ ＬＳ Ｓ以下 合計

ＮＡＴＵＲＥ 1 2 5 3 5 16

ＣＵＬＴＵＲＥ 7 5 2 3 17

ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 3 3 4 4 1 15

合計 1 5 15 12 6 9 48

比率 0.2 10.4 31.2 25 12.5 18.7 －
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また、本会期中、内藤コミッショナー兼審査員をはじめ、関係諸氏には大変、お世話になりあり
がとうございました。今後ともご指導のほど、よろしくお願いします。 
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MALAYSIA2014 会場エントランスにて



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

MALAYSIA2014 参観記 

マレーシア郵趣会会員が日本から 
マレーシア国際展2014に出品 

行徳 国宏 

本国際展に関しての報告は内藤コミッショナー、参観された方からの詳細な報告があるので、本
文では海外国際展に初めて参観、出品した者としての感想を述べてみたい。 

開催２日目の12月2日、会場に到着した。入ってすぐ左にマレーシア郵趣会（PSM= Philatelic 
Society of Malaysia )のコーナーがあり、そこに行き、会員募集や会報誌の販売・PRをしていた
古参の会員に会った。切手展参観の旨を告げると、よく来たと言って握手してくれた。立ち話して
いると、さらに数人の会員が寄ってきて参観に来たのかと懐かしそうに握手してきた。歓談中に
展示カタログのことを聞くと、入り口のところで貰えると教えてくれた。 

早速自分の作品の前に立ってフレームごとに眺めてみると、あわてて作ったリーフのためデータの書
き込みが２行ほど下がっているもの、説明不足で空白のあるリーフが目についた。出品にやっと間に
合っただけに「参加することに意義あり」と観念した。他の作品を参観して１日目は終わった。 

私がマレーシア展に出かけた理由は２つあった。一つは、初めての外国国際展に出品したことで
あるが、もう一つは1993～1995年までの約３年間、クアラルンプールに駐在していた時にPSM
の会員になり、毎月の例会に参加していたからで、旧知の会員に会いたかったからであった。８
年前に国内展に出かけて以来のことであった。 

12月３日、PSMコーナーで JuryのNagarajah
さんとSenthinathanさんに会った。前日は忙し
そうにしていたので、声をかけなかった。両氏と
もPSMのベテラン会員である。 
特に、Nagarajahさんは1981年のフィラ日本に
コミッショナーとして来日された方。 

「来たよ」と声をかけたら、「よく来た」と肩
を抱いて歓迎してくれた。Senthinathanさんは
文献を出品されたと言うので、１冊分けてもらっ
た。職業柄印刷業を営んでおられるので、立派な
体裁の本を出しておられた。 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12月4日、作品の賞位が午後発表された。自分の作品の前で賞位を見てみたら、バーメイとなっ
ているではないか、出来過ぎだ！ 

PSMコーナーに戻ったところ、PSM関係者が集まっていた。コミッショナー代表でPSMの会長の
Dato Bashahさん、副代表のMak Kokさん、マレーシアのコミッショナーのBoey Kenさんと
Andrew Leongさん他が一息ついたのか、コーナーに集まっていた。Dato Bashahさんに作品を
出品していて、バーメイを受賞したと告げたところ、Congratulationと喜んでくれた。早速、
Leongさんが作品を見たいというので作品の前に行ったところ、作品について critiqueしてくれ
た。 

12月5日、以前駐在していたときに雇っていたドライバーの Ja’afarさんが昼飯を食べようと郊外
に案内してくれた。奥さんと２人のお孫さんが一緒で、マレー料理をごちそうになった。その味
も懐かしかった。少々辛いが、常夏の地には合っている味だ。 

その夜、パルマレスに招待された。大ホールに関係者一同が大勢参加されていた。 
開会挨拶他、関係者の挨拶に続いて、大音響のダンス、音楽の後、いよいよ表彰式のアナウンス
が始まった。 
バーメイ以上の受賞者名が呼ばれ、２番目に私の名前がアナウンスされた。急いでステージの前に
行った。すぐに名前を呼ばれ、壇上に上がった。メダルをいただき、握手。盛んにフラッシュを
浴びた。そしてバーメイ受賞者一同が横一列に並び再びフラッシュ。 

「笑ってっ』の声が聞こえたが、思ってもいなかった、晴れ（がましい）舞台にあがったので笑
顔になっていたかどうか。心臓をドキドキしながら舞台に上がるなんて、後期高齢者には想像す
らしていなかった！ 
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12月6日午前10時。Juryによる Critiqueがあるので、時間前に会場内に入った。 

私の番になり、３人のJuryがCritiqueしてくれた。今後の現作品をさらに高いレベルに引き上げ
るためのポイントを指摘してくれた。雑誌等で作品作りのことは読んで知っているつもりではいた
が、実際に自分の作品についての改善点を指摘してもらえるのは、出品者には何にもましてありが
たかった。前日にLeongさんがCritiqueしてくれたポイントと同じであった。一言で言えば、作
品の内容はJuryよりも出品者の方が一番詳しいのだから、知っていることをリーフ上に思い切り
発信すればよい。 

午後から作品の撤去＝返
却が始まった。既に帰国
された出品者の作品や各
人の出品作品をチェック
しながら撤去した。こう
して、国際展は無事終了
した。 

12月7日、1993～95年
に雇っていたドライバー
のJa’afarさんの奥さん、
お孫さん２人と郊外の店
でピリ辛のマレー料理と
甘いコンデンスミルク入
り紅茶の昼食を取った。
上のお孫さんはもう中学
生になっていた。あれか
ら８年も経っていたのだ。

23時発のマレーシア航空
で、内藤さんと一緒に帰
国した。 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ジュリークリティークの模様（右端から二人目が行徳さん）

 Postal History of Postwar Express Mail in Japan 

!
Object of the Exhibit!
The Exhibit shows the postwar postal history of the various 
postal systems of the express mail in Japan to be established 
year by year during 1945.8.15 through 1961.5.31.!!
Background of the Exhibit!
After WWII, express mail was under serious delay conditions by 
such social reasons as the shortage of manpower and damaged rail 
transportation facilities, etc.!
The Ministry devised, applied and enforced several systems to 
speed up delivery services of the express mail.!!
Plan!
Main postal systems to apply and specify the various(yearly) 
measures were listed below. Detailed systems were displayed on 
respective leaves as such:!
   1946. 9.16.  Revival of delivery arrival date　stamp.!
   1948. 1. 1.  Permit of express mail into letter box.!
   1948. 3.15.  Start of Red Line drawing on express mail.!
   1948.10.20.  Special-mark express delivery system to open !
                between Tokyo and Osaka.!
   1949. 2.16.  Express mail service within Tokyo Metropolitan  !
                area only.!
   1949 .8. 1.  Special-mark Express Mail system expanded to !
                eight major cities over the country.!
   1951. 4.20.  Special Express Mail by night train between !
                Tokyo,Nagoya and Osaka.!
   1951.10.24.  Domestic Airmail service between mail cities.!
   1952. 4. 1.  Same-day Express Mail in Tokyo Regional Bureau.!
   1952.11. 1.  Same-day Express Mail to nation-wide Bureaus.!
   1953. 7. 5.  Integration of inland Airmail service to Express !
                mail.!
 !
Specific Exhibit!
Postal document for Express Mail service to Tokyo Metropolitan!
area only in 1948 was found in 2013 and displayed for the first 
time.!!
Literature !
Kunihiro Gyotoku "Postwar Postal Documents (1945-1988)"!
                 (7 volumes, private issue, 2003-2012)!

行徳さんの出品作品よりタイトルリーフ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

在日スイス大使館「日本・スイス国交樹立150周年記念事業」 

第２回ヨーロッパ切手展 開催報告 
2014/10/10, 11 @切手の博物館 

ヨーロッパ切手展実行委員会 

2013年より開始されたヨーロッパ切手展ですが、第２回目となる本年は、日本とスイスが国交を
樹立して150周年になる記念の年という事で、在日スイス大使館より記念事業の認定を受け「スイ
ス」をテーマにしたコレクション18作品36フレームを展示いたしました。会場の都合で平日と土
曜日の開催という日程に恵まれなかったにも関わらず、のべ200名のご来場を頂きました。 

また当切手展の一部を他の切手展にて展示する出張展示につきましても、第1回のスタンプショウ
＝ヒロシマ２０１３に続き、JAPEX2014に対して実施し、好評を博しました。加えて展示全リー
フを納めた公式記録集を、無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社で11月15日に発売い
たしました。予約販売による販売でしたが、若干部は郵趣文献ショップでもお求め頂けます。 

展示作品（作品, 出品者名, フレーム数 敬称略) 
特別企画作品 
「日本とスイス 途切れることのない150年の国交」(2) 
テーマ 
「スイス鉄道切手」（小林 莞爾, 2） 
「赤十字って何だろう？」（小林 有） 
「赤十字切手の世界」（葛井 瑞夫, 3） 
「赤十字レターシート」（内藤 陽介） 
「リヒテンシュタイン」（大森 洋一） 
「リヒテンシュタイン・アラカルト」（大森洋一, 3） 
「アニメ版・アルプスの少女ハイジ」（吉田 敬） 
郵便史 
「ヘルヴェティア共和国の郵便印」（竹上 幸浩） 
「ドイツインフレ期のスイス宛郵便」（伊藤文久, 3） 
伝統郵趣 
「スイスクラシック」(吉田, 5) 
「Strubel 1854-1861」（吉田 敬） 
「Swiss Definitive Stamps 1862-1907）」(小林莞爾, 5) 
「William Tell and Tell Boy」（小林 莞爾, 3） 
「HELVETIA With Sword」（小林 莞爾） 
「児童福祉切手 1933-1942」（人見 敦） 
「スイス風景切手 1934-1950」（木戸 裕介） 

「パケットで集めるスイス切手」（木戸 裕介） 
「Strubel」（吉田 敬） 
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外国切手出品者の会 主催 

第２回競争展ルール勉強会に参加して 
外国切手出品者の会 奥山 昭彦 

『外国切手出品者の会』（会長：佐々木孝弘）は、先日『第２回競争展ルール勉強会』を開催い
たしました。その模様を外国切手出品者の会・会員の奥山さんにご報告していただきました。 

勉強会の概要（主催者発表） 
開催日 2014年11月3日 
開催場所 新橋 
開催内容 世界郵趣サミット（2014年4月スウェーデンで開催）のプレゼン再現と意見交換 
参加者（順不同、敬称略）： 

榎沢 祐一, 山田 廉一, 江村 清, 大沢 秀雄, 伊藤 文久, 田村 邦彦, 水村 伸行, 斎藤 環, 竹上 幸浩, 
増山 三郎, 伊藤 昭彦, 奥山 昭彦, 佐々木 孝弘, 木戸 裕介, 藤井 堂太, 石澤 司, 吉田 敬（17名） 

参加費 2,000円 

第１回と第２回の勉強会について 
『第１回競争展ルール勉強会』は2012年の５月に開催され「切手展出品作品のトリートメント」
について、その直前にスウェーデンのマルモで開催された郵趣サミットに参加された吉田さんの呼
びかけで、内輪の勉強会的な形で行われました。トリートメントの重要性は国際展のみならず国内
展でも言われて久しい中で、最新の傾向について伝統郵趣を中心に勉強できた有益な機会でした。 

２回目となった今回の勉強会は、2014年４月に同じくマルモで開催された郵趣サミットに吉田さ
んが参加された報告会という形で、JAPEX閉幕翌日の11月3日、新橋駅前の喫茶ルノアール会議
室に会場を用意していただいての開催となりました。参加者も前回とは異なり、日本切手やテー
マティク作品で国際展に上位で入賞された方も多数参加され、真剣で緊張感の漂う空気の中で始

まりました。 

今回のテーマは前回の内容を
深化発展させてもので、トリー
トメントの重要性を踏まえた
うえで、最近の切手展作品構
成の戦略と有効手段のトレン
ドについてレクチャーいただ
く場となりました。 
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SYNOPSISの有効性 
SYNOPSISとは出品作品について審査員にアピールするためのもので、出品申込の際にタイトル
リーフに添えて提出が可能で、作品の受理や審査に有利になると言われています。私がはじめてそ
の存在を知ったのは、2008年のJapanese Philatelist誌への佐藤浩一氏による報告と記憶してい
ます。 

前述のとおり国際展出品経験者が多数参加されており、吉田さんの実例をモニターで拝見しながら
他の出品経験者の経験談もお聞きすることができました。本来は審査員しか見ることのできないも
のですが、複数の方の意見と併せて説明を受けることで実感を深めることができ有益でした。 

またSYNOPSISにはタイトルリーフと同様の記載をしてはならないことも未経験者には有用な助言
で、アピールしたいマテリアルをカラーコピーで掲載したりフレームごとの見所を記載できること
など、タイトルリーフとの違いを明確にできたことは収穫でした。A４で２ページ提出することが
ベストとされる、私には難解と感じられていたSYNOPSISに、一筋の光明を見出せた思いでした。 

サブタイトルリーフという新しい傾向 
今回の勉強会で初めて教えられたのがサブタイトルリーフという展示手法です。タイトルリーフの
重要性はあらためていうまでもありませんが、最近は重要なマテリアルをサブタイトルリーフとし
て２ページ目に展示することが有効だということです。 
 
作品の成熟度によって効果は
左右されそうですが、シリー
ズのプロローグやインパク
トのあるマテリアルで主題
を端的に示すには有用だと
思われました。希少な例が
多いエッセイなどは使いやす
そうで、私の収集テーマのひ
とつであるチェコスロバキ
アのプラハ城切手にもエッセ
イが存在するため、使用を
模索したいと感じました。
右図にプラハ城切手のダイ・
エッセイの例を示します。 
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チェコスロバキア　プラハ城のダイ・エッセイ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伝統郵趣でもストーリー性が重要 
報告の中でしばしば語られたキーワードに「ストーリー性」という言葉がありました。郵便史や
テーマティクでは当然ですが、伝統郵趣にもストーリー性が重要であると強調されていました。 

何もこの傾向は今回がはじめてではなく、第１回の勉強会でも「トリートメントにはストーリー
が必要」とのメモが手元に残っていましたし、直前のJAPEXに展示されていた、伝統郵趣部門の
日本切手で大金銀賞を受賞した作品に対して某大家が「伝統郵趣にもプロローグとエピローグが
重要」と語りながら、前史としての在日外国局の充実と主題の次のシリーズ（昭和切手）への移行
についての展示手法とマテリアルの選定についてレクチャーされていたことを思い出しました。職
者にとっては既に当然のことであったのでしょうが、今更ながら認識を新たにした次第です。 

前述のチェコスロバキアで実践するならば、旧宗主国による使用例がプロローグとして思い浮か
びますが、さてエピローグはと考えると、難しい課題だと思われます。下図にチェコスロバキア
が独立した日のプラハでのオーストリア切手の使用例を示します。 

おわりに 
「展示とコレクション作りは違う」という言葉で結ばれた今回の勉強会でしたが、正に名言であ
ると実感しました。競争展の展示には一定のルールがあるもので、「外国切手出品者の会」では、
こうした勉強会も開催されています。多くの収集家にとって有益な機会になるものと思います。 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チェコスロバキア独立当日使用例



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

古今東西郵趣文献書評 

「樺太の郵便と郵趣に想う」 
大堀五左エ門「樺太の郵便と郵趣に想う」『みちのく郵趣』第12～14号　昭和29年７・９・11月 

水村 伸行 

著者の大堀五左エ門氏は、大正10年～昭
和17年にかけての約20年間、樺太におい
て郵政事務の管理部門に籍を置き、樺太
における郵便業務の中心の１人として業
務に当られていました。 
本稿は、そのような体験を持つ大堀氏が、
樺太で経験された事のごく一部を記録し
たものですが、実体験の記録が皆無に近
い樺太における郵便業務を伝える貴重な
記録となっています。 

連載１回目では、樺太における郵便逓送
について紹介されています。 

樺太は大正10年頃までは海路・陸路とも
に交通不便であったため、多くが原始的
な人夫送りであり、それに車馬送り、自
動車送り、列車送りへと増強されたと紹
介しています。 

確かに樺太は、山林と原野が基本であり、
所々に散在する町々を結ぶ動線について
は整備が遅れていたため、郵便逓送の苦労は内地では想像も出来なかったものと思います。 

また、極寒の地ならではの逓送方法として馬橇と犬橇が紹介されていますが、馬橇では郵袋40～
50個、犬橇では郵袋５～6個であったと記録しています。犬橇は馬橇の10分の１程度しか運べな
かったのですが、馬橇に比べると速度が速いので通常郵便物には重宝したそうです。逆に考える
と馬橇には小包などの大型郵便物が向いていたのでしょう。 

また、樺太はシケや結氷のために船の入港が遅れることが月に２～3回あり、その度に郵袋が
1000～2000個も局内に滞留して大変だったと紹介されています。 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連載２回目では、日ソ間の郵便交換につい
て述べられています。 
樺太の郵便を語るときに絶対に外すことが
できないのが、この日ソ郵便交換業務。著
者はこの業務の立案者であり、そのため第
１回の交換業務に立ち会うという、極めて
貴重な経験がこの２回目に記されています。

なお、山下精一氏の『樺太の郵便』に記された「日ソ郵便交換業務」の項は、本稿が種本になっ
ていることを、一読することにより知ることができます。 

樺太における日ソ郵便交換業務は、雪の北緯50度線上において昭和２年1月26日に、北樺太オハ
石油会社従業員に発着する郵便物交換のために開始されました。 

本稿には、その準備段階から逓送中のこと、そして第１回の郵便交換の様子などが、実際に立ち
会った人でなければ記録できない臨場感をもって記されています。 

本稿は、この郵政史上極めて貴重な出来事を、当事者が記録された唯一の記事ではないかと思い
ます。 

連載３回目では、記念絵葉書、特印、風景印について述べられています。 
大堀氏は、大正12年から記念絵葉書や特印、風景印のデザインを担当していたとのことで、その
作成についての経験が述べられています。 

樺太には素晴らしい自然がありましたが、その大部分が森林であるため、変化に貧しいものであっ
たそうです。それでも氏は旅先などで、多くのスケッチをしていたので、そうした材料を活かすべ
くデザインしても、部長や長官決済で否決され、多くが産業に関係した図案になってしまったと
言います。これには、樺太の宣伝は産業からという樺太庁としての思惑が絡んでいたとのことです。
著者が最後に残念なこととして述べたのは、台湾や朝鮮などは切手の図案で取り上げられている
のに、樺太を主題とした切手が発行されなかったということ。これは確かに郵趣家として振り返
ると同感です。 

最後に樺太の郵便にご興味のある方に、次の１書をご紹介します。 
中尾重一氏による『樺太　 資源・交通史』は、昭和56年発行の私家版で、手書原稿をそのまま印
刷したものですが、「郵政（逓信）」という章が設けられています。また。「陸上交通」「鉄道」
「海上交通」など、郵便に関係する項目も多く、資料の少ない樺太の郵便を知るには重宝する文
献です。 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古今東西郵趣文献書評 

「フレッチャー・オークション」 
OVERSEAS including the “H. G. FLETCHER” JAPAN, ROBSON LOWE LTD. 11th SEPTEMBER 1968 

水村 伸行 

1968年の夏、イギリスのオークション会社であるロブソン・ロー社から日本へ送られてきたカタ
ログを見て、熱心な日本初期切手の収集家は一様に驚きました。 

なにしろ、そのカタログには、今まで見たこともない手彫切手や小判切手のエッセイと思われる
マテリアルが、何点も掲載されていたのです。 

本カタログは、その書名が示すように、世界各国のマテリアルを扱ったもので、第１部がヨーロッ
パの前半、第２部がヨーロッパの後半と南北アメリカ、アジア、そして第３部がフレッチャー・コ
レクション日本の部となっていま
した。 
カタログでは、ロット1580～1776
がフレッチャー・コレクションと
なっています。 

ロット1594は、半銭（茶）、１銭
（青）、２銭（朱）、10銭（緑）、
20銭（紫）、30銭（灰黒）を和紙
に描いた物を、厚手の鳥の子紙に貼
付しています（右図）。本品は、コ
レイボが落札したものらしく、1978
年に金井スタンプ商会が開催した、
コレイボ・オークション・パート１
のロット226に再度現われ、56,000
円で落札されています。また、本品
と類似する資料が国立公文書館に収
蔵されていることが、山崎好是氏に
より『全日本郵趣』1979年２月号
に「東京蒐話　桜切手のエッセイ」
として紹介され、これらの資料につ
いての歴史的な側面から解説がなさ
れています。 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ロット1684は、半銭（淡黒）、１銭（薄赤）、２銭（黄）、４銭（緑）、６銭（桃黄）、10銭
（青）、20銭（紅）、30銭（紫）が描かれていますが、図案は発行された切手とは大きく異なる
もので、各印面内には「試験版」「舎密局」と書かれています。また、下部にはカタログの写真版
では読み取れませんが、英文による走り書きが見られます。詳しくは『郵趣』1973年６月に「舎
密局試験版」というタイトルで解説がされています。 

ロット1706は、小判切手半銭（橙）、６銭（緑）、15銭（青）の３種を、厚い鳥の子紙に貼っ
た、薄い和紙に描いています。本品は、1977年に刊行された『日本切手名鑑』第３巻・小判切手
に美しいカラー印刷で採録されてから、著名になりましたが、沢まもる氏による「小判切手のエッ
セ」『フィラテリスト』1969年10月や、同じく沢氏による『郵趣』1973年２月号掲載の「小判
切手のエッセ」に詳細な解説がされています。 
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ロット1731は、オークション・カタログの表紙
を飾ったもので、左に縦長の煙草印紙を置き、半
銭（茶）イ・カナ不明、１銭（青）イ・カナ不明
×２、２銭（橙）イ・カナ不明、４銭（桃）カナ
不明×２、６銭（紫）イ・ヲを含み他に、右上に
は1.5倍大の６銭切手のスケッチを配しています。

このスケッチで注目されるのは、６銭を除く各額
面のカナを囲む枠の形が、手彫葉書と同じ６角形
を呈しているところでしょう。 

従来からフレッチャー・コレクションと言うと、
今ご紹介して来た手彫切手と小判切手のエッセイ
が有名なのですが、これらと比べると左程注目を
集めなかった物に、下記のロットがあります。 

ロット1742は、菊切手の４銭と８銭の田型ブロッ
クなのですが、ともに上２枚が「支那」、下２枚
が「朝鮮」加刷となっている興味深いマテリアルです。印刷には、いわゆる局紙と呼ばれる用紙
が使用され、加刷文字は実際に発行された切手とは異なっている点も注目されます。『日本切手
名鑑』第４巻・菊切手のfig５に初めてカラー写真が掲載されました。 

このように、フレッチャー・コレクションには製造面を示す興味深いマテリアルが複数入ってい
ました。その数は決して多いと言えるものではありませんでしたが、本コレクションのおかげで、
それまで市場には存在しないと考えられていた貴重なマテリアルが、収集家の手が届くようになっ
たのです。その資料性という視点から、本カタログは貴重な存在であると言えます。 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ジャパン・スタンプ オークショニアレポート 
ジャパンスタンプ商会 鯛 道治 

2014年11月2日のJAPEXセール（第84回フロアセール）から始めます。 

Lot1021　占領マライ　無加刷ケダー２C官葉にケダー２C貼ケダー宛 
最低値5,000　応札７　スタート115,000　落札値390,000 

ハンマープライスとしては、驚くような物ではありません。でも、突然のお電話がマレーシアから
有ったのです。「ホームページで見つけた、是非ビッドしたいけれどどうすればいいのか」という、
日本語のお尋ねでした。本来会員外の、ネットで見た・・ビッドは受け付けられないのです。古
物営業法の本人確認を済ませてなく、もしそれを許せば、ネットカフェからの悪戯ビッドがフリー
パスになってしまうからなのです。 

ただ今回は、話の流れと、一人の知人のお名前で安心して受け付けることが出来ました。冗談で
言った、何でも100万円のビッドで無ければ受け付けます・・に対して、1点限定で、110万のビッ
ドにはちょっとびっくりしましたが。 

ずいぶん以前からマレーシアに永住されていて、企業を経営、今度の国際展に出品するので是非欲
しいとのお話でした。知っている人として名前を出されたのが行徳国宏さん。氏のマレーシア在任
中からのお付き合いで、マレーシア郵趣会のたった二人の日本人の会員さんだそうです。10万位で
落ちますよと言ったのですが、場で南方のコレクターがアゲンスト、結構いい値段になりました。 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専門家お二人のビッドでの値段なので、それなりには少ないものなのでしょう。行徳さんのお話
では、マレーシアは、兎も角、物がない、だから収集範囲も各州に絞って棲み分けるのだそうで
す。今回の落札者は、ケダー州が範囲だったのでしょうか。でも、マレーシア展の出品者名簿にそ
の名前が見当たりません。或は、現地のお名前で出されたのかな、行った人に聞いてみたいと思
います。物はリクエスト通りFedEXで発送、翌日には到着が確認できています。 

Lot1077　旧中国蟠龍１C,2C貼　在満州日本出征軍奉天宛 
最低値5,000　応札9　スタート26,000　落札値160,000 
1076～1079は一連の物で、マテリアルと
すれば全く同一の性質のものです。ハンマー
プライスは、1076－24万・1077－16万・
1078－30万・1079－40万、札を読んで
いる私も、場でビッドしていた数人の中国
人のブローカーもみな同じ認識だったと思
います。 

落札は勿論同一人であり、今回はInter Asia
のセール（6000万円位買ったと自慢してい
ました）で香港に行っていたので、テレフォ
ンビッドでの参加でした。 

何故かこのパートは、中国系の10万円レベ
ルのtoo late＝締め後到着の無効のビッド
が複数人数で集中していました。これは受
け付ける術はないので、当然ながらNG、だ
からスタート値は1～2万でした。 

最初のワンロットで10,500のスタートが、
場と電話で競っての24万ですから、場の雰
囲気が一気に盛り上がりました。オークショ
ニア的には、全部が同じ評価で、同じ人が
落し切ると読めてしまうので、コールでも遊べるパートなのです。 

本土での相場は50万ぐらいなのでしょうか。明らかに談合・調整した上で場でエキサイトしてビッ
ドする人数が複数人残るというのは、日本物では滅多に起きない現象です。蟠龍の中国ローカル
の使用例はまだまだ意識せずにお持ちの方がいると思います。是非表に出して売りたいものなの
です。識者の話では、差出地と宛先がポイントだそうです。満州～北朝鮮地区なのでしょうか。 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Lot1396　和桜20銭ハ　原糊付　OH　美 
最低値110万　応札4　スタート120万　落札値270万 

今回のセールでのハイエスト・プライスというよりも、この切手での記録でしょう。 

20銭ロ・ハは、色がフレッシュ、ウエルセンターの糊付なら、何度かは200万位で売れた覚えが
有るのです。今回の物も、状態的には○、でも1年に1枚ぐらいは出てくるので、固いところで150
万かなと思っていました。メールの札はそんな感じです。 

フロアで猛烈に競りました。 
負けた人は、突然として、手彫を集め始めて、竜と桜で8フレでコレクションを作って、国際展を
狙う人、急ぐ必要もないのですが、出てきたものには果敢にアタックするのです。 

落とした人は、日本切手の完集を狙う人。終わった後で言われました。改桜20銭リ・玉六ヨ（白
抜十字消）・和桜20銭縞(秋田調)・和桜20銭イ墨点、4枚全部でこれ位で買えるかな・・。立派
な数字を貰いました。手元に有れば喜んでお売りできる数字です。 

タイミングが問題なのです。数年前に言っていてくれれば、前の3枚は十分に可能性が有ったので
す。私の場合は、がっちりと抱え込んでのプライベートビジネスはやりません。代行や、仲介のケー
スが多いのです。だから、存在数が適度に多い、20銭の縞は、縁あって、ここ20数年間でマーケッ
トに出たものは、多分全部私が、直接・間接的に触っていると思います。それ以上に確実に7枚は
プライベートで取引を成立させましたから。現時点では、手元には欠片も残っていないのです。 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Lot1551　0無立山160円2枚貼航空便2倍重量便南アフリカ宛 
最低値200,000　応札５　スタート185万　落札値185万 

皆が同じことを言っていました。100万は超えるよな～。 

データを押さえている人によれば、すっきりした、第5地帯宛の第1種単貼は、6通（所有者判明
分）だそうです。アクティブさんだけでこの数字ということは、他にも結構持っているか、まだま
だ出てくる可能性も有るのです。 

2枚貼の重量便は初めてとか。ならば、書留とか、別配達はどうなのかな、かなり少ないけれど、
料金的に見栄えがごちゃ付くので、かえって安くなる・・みたいな話になっていました。 

150万以上で3人、さすがにフロアでは手が上がりません。覚悟を決めて、渾身のビッドで負けた
方、遠からず念願成就できると思います。上のお二人は、明らかに重量便が少ないという視点で
のビッドでした。 

立山の場合は、ゼロ付も、ゼロ無も額面での希少性には差が有りません。85円が別格、FFCや郵
趣家便を外せば、55円は少ないし、その次が160円になるのでしょうか。航空切手の場合は、存
在数と出現予測数、オークションでの値段とのバランスは、かなり凸凹だと思います。特に立山
の場合は、発行目的が、いびつなのですが、分かり易す過ぎるので、皆が縛られてしまうのです。 

85円の第5の印刷物など、支離滅裂の料金なのです。ここらは形式に縛られずに柔軟に料理しても、
許されると思います。85円＋75円の第5のレターで十分だと思うのです。これの単貼印刷物なら、
まともにぶつかれば、血の雨が降りかねませんから。 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Lot1770　旧ふじ20円貼3種便船便切手研究会発米国アレキサンダー宛 
最低値10,000　応札8　スタート85,000　落札値130,000 
ISJPのルジエロは、アレキサンダーのお友達、だから、香港のルジエロのセールでまとまって数
通手に入れました。ごみエンタの評価でした。 

皆全く同じ体裁の、この組み合わせ、切手研究会発のアレキサンダー＝著名なアメリカ人の収集
家宛、郵趣組織から収集家、月に1通出ている3種便、手元に複数ある、だから私の売値は1～2万、
スタンプショー広島のドラフトに出しました。 

何故かご希望者が多数いて、指名順も結構上に来ていました。周りに、何で欲しがる人が多いの
かを聞いたら、旧ふじの単貼は「東京切手センター」を持っている人が、入れ替えたいと思って
いる。しかも、低料印刷物欧文ローラー、欲しい人は一杯いる・・と言われたのです。 

今回のセールでは、
値段もそうですが、
ビッドしてきた面子
が凄いのです。現行
収集家のビッグネー
ムがずらりと並びま
す。 

郵趣家便でも、大川
如水や、荒井国太郎、
河村照道さんは、そ
れしか無いので、気
にはならないし、柔
軟に評価が出来るの
ですが、昭和40年代
の旧ふじでもOKとい
う事実は、ある種新
鮮な驚きでした。 

来年のスタンプショー
広島の値付けは、もっ
とシビアにやりましょ
う。 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ここから後半は、終わったばかりの第85回フロアセール（12月6～7日開催分）です。 
落札値にフォーカスでなく、思い出話がメインに来るマテリアルです。あの頃感じた感覚が、未
だにブレずに続いているのがちょっと不思議な気がします。 

Lot3234　立太子礼10銭　SPECIMEN　押捺　NG 
最低値30,000　応札６　スタート49,000　落札115,000 
今ならば、UPUのアフリカ
局が、各発行国から送られ
た未使用切手に、加盟国へ
見本としてその国の言語で押
捺して配布した物という位置
づけで確定しています。 

アフリカ限定かどうかは不
明ですが、マーケットに出
て来た物は、英領・仏領・ス
ペイン領・ポルトガル領等の
アフリカ諸国に限られるので、
私はこの推測をしています。 

も っ と 詳 し い 情 報 は 、
www.jamesbendon.com イギ
リス→キプロス→イギリスと
移った、著名な出版社のオー
ナー社長のJames Bendon
が、即売のマテリアルも扱っ
ているし、立派な専門書
「UPU Specimen Stamps」
も出しています。 

初版は1988年刊行だったの
です。その後の情報を更新し
ての最新刊は2015年5月に
発刊とのこと、さぞや研究が進んでいると思います。 

今回の冠10銭は、1990年頃に、私が世に出した物なのですが、オークションに出品した時に、
エクステンションが掛かり、日本郵趣連合に鑑定を依頼しました。でも、時が早すぎて、判断で
きる人材が居ず「意見なし」のニュアンスで差し戻しになりました。 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なぜか私は、真正で有ることに自信を持っていたので、英領の切手として、Royal Philatelic 
Societyに送ったのです。 

おぼろげ記憶なのですが、この時の少し前に、アンケ・スロットケさんが札を読んだ、Robson 
Loweの東京のオークションに新小判のほぼ全揃いを貼った紙片が出ていて、タイプは同一かどう
かは分かりませんが、SPECIMEN押捺＝NATAL用のUPUみほんという情報がインプットされて
いたのです。この現物も、廻り回って、弊社のオークションで扱いました。ビッド数も多かったし、
良い値段で売れました。それは自己判断できる人のコレクションに目玉として収まっています。 

英語の押捺では、BECHUANALAND用もあるのですが区別が可能かどうかは分かりません。同
様な物は、ULTRAMAR=ポルトガル領用、スペイン領用、ジョージ・アレビゾスが未使用並みの
評価で、再出品を繰り返していた、マダガスカル＝菊の5円と10円の複数貼りと、最近の出現で
モーリタニアのフランス領用が多種類で確認されています。 

ベンドンが大量に手に入れたそれの場合は、国が多岐にわたっていて、年代が限定されているため、
UPU当局でなく、配布先から出た可能性も有ります。でも、日本切手の場合、年代をまたいで、複
数の言語の押捺が1ロットでマーケットに出たことを分析すれば、配布先が出所では理屈に合わな
いのです。だから、UPUのアフリカ局に保存されていたものが、流れ出たと思っています。 

ブック一冊の状態で、随分前にハンブルグのエドガー・モールマンと、イギリスのボーンマスオー
クションで売られたのです。この2件が同一品か否かの検証は出来ません。ドイツの時は、情報が
取れなくて、大人しいビッドをしたので負けました。イギリスの方は、全頁のコピーを貰ったので、
参考値10万円を、確か300万円位で入れたのですが、及びませんでした。 

状態がぐしゃぐしゃで、商売としては絶対に合わない数字なのですが、自分以外にまともに踏め
る人はいないはず、入れた値段は無関係で安く落ちるし、物を見たいし、扱った上でマーケット
の評価を確かめたいという思いでの数字です。落札者のタカハシケンジロウ君も同じような感覚
で入れたのかも知れません。立派過ぎる値段ですが。 

一昔前のマテリアルですが、分割されて、未だにちらほら出ています。ビジネスベースなら、買え
なくて助かったという思いは偽りでは有りません。珍しいし、本当にユニークな物も一杯あるの
ですが、何故か正当に評価されていないのです。別ルートの小判と菊のこの種の物は、全てが立
派なコレクションに収まっています。 

震災と昭和、国立公園も堂々と説明を書いて自慢できる物なのですよ。貶す人はマテリアルと情
報に的確に触れていないし、元から知識に柔軟性がないだけなのです。冠の115,000は、二人で
競ってくれましたし、最初に売った値段から随分出世したのです。折に触れて私が記事を書いてき
た効果かも知れません。 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Lot3422　竜100文2－26　頭髪完全　未使用　下部マージン狭い 
最低値100,000　応札7　スタート160,000　落札195,000 
竜100文2版の未使用、普通の物でこのコン
ディションなら、高くても5万円です。 

ビッドしてくれた人は、何れもビッグネーム、
結果の値段は二の次で、マテリアルの記述に反
応してくれた事実には大いに満足しています。 

引用したい記事が有るのです。市田左右一著
「竜切手」90ページ 
『腐食洩れの最も著しかったのは26番の竜頭付近で有っ
た。・・・略・・・、26番の再刻修正は相等（まま）
早期に行われたらしく・・・略・・・、修正直後のも
のは未だ滲みも少く（まま）、一見図案が完全に見え、
過去これを〝破損前の完全図案＂と勘違いをしていた向
きもあった・・・略。』 

市田博士は印刷工学の超専門家であり、誰も異論をはさむことが出来なかったのでしょう。でも、
博士の知識を上回るマテリアルが出てくれば思考基準は別になるのです。 

発端は未使用の単片でした。Pos36の雷紋が軽彫でなく、完全な状態な物が出品物として出て来
たのです。達者なアメリカ人の若手弁護士(事務)が送って来ました。 

竜100文2版の未使用シートは2点記録されています。 
有馬の切手博物館＝Pos26は竜頭腐食洩れ・Pos36は雷紋やや薄い(比較的)。 
もう1点は、Peplowの写真集の物で、Pos26竜頭再刻、Pos36は雷紋が非常に薄い物です。時期
の差が明らかです。有馬の物が先に来ます。 

弊社の出品物の単片のPos36にホーカスすれば、全体のインプレッションも含めて、彫線・刷色・
雷紋完全からして、2点のシートよりも先に位置するのです。このマテリアル単独では、これと同
じ時期のPos26がどういう状態かは判断できません。だから「あっそ～」で終わりました。もっ
とも落札者は、竜切手のNo1コレクターなのですが。 

そして2008年に絶対的で決定的なマテリアルが現れたのです。弊社の通算100号＝54回フロアセー
ルのLot3334です。ナタ二エルが渾身のビッドで買ってくれたのですが、竜100文2版Pos9~35
の3x4B貼カバーです。Pos18＝腕落ち、Pos25あご無、Pos26竜頭変種（完全状態）の夢の田型
を含みます。そして、右下には「Pos36の左辺」がくっついているのです。『雷紋が完全な状態』
で。刷色と彫線からして、初期印刷です。 
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このデータが有れば、Pos26の竜頭完全状態の切手と、Pos36の雷紋完全状態が、同一のシート
に有ることが証明されたのです。Pos36の図案の消え方を時系列で並べれば、Pos26の竜頭完全
のそれは、竜頭腐食洩れよりも後に来ることはないのです。 

市田博士がこのマテリアルに接する機会をお持ちだったら、どういう判断をされたでしょうか。
今回のセールの出品物は、自信をもって「初期の正常状態」と書きました。上部のマージンの髭
で、Pos26は簡単に探せるので、ぜひ掘り出しをして下さい。それ以上に、時期による3種の違い
に注目をしながらです。 

手嶋康さんの竜切手のコレクション集を見直したのですが、Pos26は、1リーフに10数枚並べて貼ら
れています。今回の物と同じ、頭髪完全のコンディションも、たくさんあるのです。手嶋さん独特の、
Earliest   Printing ～Early Printing ～Intermediate Printing ～　Late Printing ～Latest Printingと
して分類されているのですが、肝心の、頭部破損＝腐食洩れ状態のそれは、1枚だけお持ちで、2版の
使用済のリコンストラクション・シートに入れられています。時期の検証はされていません。 

私の興味は、手嶋さんが頭髪破損を10数枚の中のどの場所に位置づけられているかということで
す。市田さんの説を取るならば、Earliest　 Printingよりも、更に左側になり、私の考えでは、中
間か、恐らくはLate Printing の前ぐらいになると思うのです。お目にかかる機会が有ればお聞き
したいと思います。 

視点を変えた議論になるのですが、この切手のステータスを、破損・再刻と記すのには違和感が
あるのです。図案不完全は、インクの溜まりが原因で、色が濃くなったのは、それを取り除いた
からではないだろうか。そしてこの考え方は、200文の初期・破損・リタッチ・・の現象にも通
じるのではなかろうかという思いです。 

200文の腕落ちと、500文の点・タスキのリタッチは、物がない場所だから可能です。房1銭のリ
タッチも、元の図案からはズレています。竜100文と200文のリタッチが、寸分たがわぬ状態で
技術的に可能だったと思うことは出来ないのです。この件は問題提起に留めます。 

Lot3642　支菊4銭貼絵葉神戸宛　年2字SHINJO　14.AUG.01 
最低値250,000　応札2　スタート280,000　落札280,000 
JAPEXセールの会場で、ある人を捕まえて聞いたのです。 
「SHINJO」何通持ってるの？予想外の質問だったのでしょう。訝しがられましたが、きっちりと
答えは貰えました。細かい内訳まで覚えていて、ほぼ予想通りの数字でした。 

又聞き情報だったのですが、今回を除いて、3ルートで出ていたらしいのです。軍事の無料便が中
心で、他は支那字菊3銭茶貼、北清事変の野戦局なので、筋とすれば軍事のスタンプレスが好まし
い、でも当然ながら切手貼でもマイナスにはなりません。 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買い占めている人がお持ちの実数は野暮だから止めておきましょう。表の取引は、1度きりか、最大
限で2度有ったかも知れません。覚えているのは、浜松のメールセールで70万ぐらいだったかな。 

この局名が最初に世に出たのは、1971年の東京国際展の展示でした。オーストラリア人の女性の作品に
入っていて、額面は忘れましたが、字入の菊切手、でも「SHIN・・」しか読めない、説明には「SHINJO=
新城」ユニークの表現だったのです。在支局で、頭がSHINの年号2字なら、今の知識で言えば、SHINJO
とわかります。でも、新城＝SHINJOは、日本の発音を取っている。中国読みなら「SHINCHEN」になる
はずです。他の局名と並べれば、日本読みは不自然？あの時の国際展の特集号＝カナイスタンプレーダー
に、大西さん（或は広田さんかも）が書かれた記事が頭の片隅に残っています。 

豪人女性のコレクションは、時を経て、それもかなりの昔ばなしになりましたが、ホリデーイン
ホテルの米国サンフィラで売られました。強い印象が有ったマテリアルですし、セールの目玉品と
して説明はしっかり書かれていましたが、食指が動かずにパス、話題にもなりませんでした。 

今回のマテリアルは、ルックス的には物は完璧、惜しむらくは、神戸宛の第2種で4銭貼、中日間
は国内料金と同一なので、1・5銭青が適正です。 

そそられた人が何人かいましたが、菊のトラディショナルの作品には、入れるべき場所がない。
コレクターは、要らない物は買いませんから真面目なビッダー以外には、ちょっかいを出さずに、
大人しい値段で収まりました。最低値の25万は私の設定ですし、『門外不出のブラックホール・
私設博物館』の所有品を除けば、切手貼はユニークなので、使える手法は有ると思います。河西務
よりは落ちますが、TAKUよりは上でしょう。 

The Philatelist Magazine Vol.5 Page. �  [ Dec. 15th, 2014 ]　　　　　　　　　　　　　166
　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Lot3896　郵便創始1円貼台湾宛大川如水発　差出人戻し　連合軍検閲部108 
最低値100,000　応札5　スタート470,000　　落札470,000 

今回の記事の4点の内、まともにマテリアルで書けるのはこの1点です。 

裏田稔著・「占領軍の郵便検閲と郵趣」に出ている現物です。出品物として受け取った第一印象
は、ハンマーは100万円かな、と思ったのです。この切手の適正使用なら、大川如水→林木発でOK
でしょう。しかもど真ん中に、「差出人戻し専用」のド派手な検閲印、これも非常に珍しい、ど
こかで見たみたいな感覚は、この現物が裏田さんの本に出ているからなのです。ユニークでしょ
う。 
切手の使用例で50万、検閲の希少性で30万、実際にメールビッドはその位は入っていたのですが、
意外にも場では手が上がらず、大人しい値段で終わりました。 

当欄で以前に取り上げた航空切手や国立公園に比べても、今後の出現の可能性と、元からの珍し
さは絶対にこちらが上、これ以上の物が出てくることはないでしょう。ルックスとかいうよりも、
単純にオークションでのビッドが、強い人が複数いる分野と、たまたまお一人限りだったという
違いしかないのです。これもオークションの一面なのですよ。 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[広告]

The Philatelist Magazine
試験発行 第二号 (2014年春号）

日本 1974 500円通常切手 印刷ずれエラー
世界の中でも管理の厳しい日本切手では、印刷ずれエラーが出回る事は少ない。

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12月15日号迄の予定です。なお、紙版には付録を含みません。

郵趣文献ショップ取扱書籍のご案内

フィラテリストマガジン紙版 
バックナンバー

The Philatelist Magazine
号外　全日本切手展に行こう！＜直前特集＞

英領ギアナ 1856 Provisionals Four Cent, Magenta 
現存一点の未使用切手、スコットカタログの評価欄は空欄　＜カリブ切手展にて展示＞

The Philatelist Magazine 選べる三つの購読法 

１）PDF版  2,000円／年間     => 試験発行期間中は 0円                           
２）紙版（白黒） 2,000円／年間 + 印刷実費 => 第５号迄の予約価格は 1,000円／号（〒別）     
３）紙版（カラー） 2,000円／年間 + 印刷実費 => 第５号迄の予約価格は 3,000円／号（〒別）  

※試験発行は第５号（2014年12月15日発行）迄の予定です。なお、紙版には付録を含みません。

http://stampedia.shop-pro.jp

国際郵趣サミット公式出版物 Philatelic Summit Papers 
取扱中 Vol.2, 3, 4, 5, 7, 8 

発行：Postiljonen（スウェーデン）
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