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日本 1949 記念切手　文字のネガ撮影と合体させる『多面ポジ作成』の前に行われる
『原図版下のネガ撮影』段階で生じたネガの上の欠点を見過ごし製版され発行された切手
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当誌は、無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社が運営する「スタンペディア日本版」の会員向け機関誌です。機関誌は年
4回 PDFで発行され、年会費（2,000 円）を納めた会員には発行の都度登録 Eメールに通知があり「マイスタンペディア」よりダウ
ンロードできます。またカラーコピーしA5判に簡易製本した冊子を事前予約により提供するオプションサービスも提供しています。

http://tpm.stampedia.net
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当誌の読み方・使い方
当誌の位置づけ
当誌は無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社が運営する「スタン
ペディア日本版」の会員向け機関誌です。機関誌は PDFで発行され、年会
費を納めた会員には、発行の都度登録 Eメールに通知があり「マイ・スタ
ンペディア」（ http://my.stampedia.net 右図）よりダウンロードできます。

PDFの保存方法
ダウンロードした PDFは、パソコンやスマホ等に保存できます。 
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。 
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
詳細な目次を用意しております。興味ある記事を見つけ、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１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 等の PDF閲覧アプリ を用いてご覧頂
くことを 推奨しており（右の画面）、WEBブラウザでの閲覧はオ
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。 
iPad, iPad mini でも快適にご覧いただけます。

紙版をご覧の方へ
当誌は PDFで読むことを前提とした新しいスタイルの郵趣雑誌で
す。このやり方により幅広い記事の取り扱いが可能となり、質・量
ともに十分な総合郵趣雑誌が提供できるようになりました。また次
ページの様な刊行趣旨と編集方針の為、ページ数が結果として多く
なっています。 
一方、PDF雑誌を発行する中で、有料で良いので内容をそのまま
紙に印刷して欲しいとのご要望が寄せられる事が多くありました。
ご自宅のパソコンで印刷するよりもそちらの方が便利だからという理由であり、その様なご要望にお応えす
る為、コピーしホチキスで綴じた紙版をお送りするサービスも提供を始めました。このような位置づけでよ
ろしければご注文ください。
「フィラテリストマガジン」第 17号 (2017/12/15 発行予定）以降の予約購読を希望される方へ
• 紙に印刷された冊子（A5カラー）を購読希望の場合は、12,000 円をご送金の上、住所をご連絡ください。
（2017 年 12/15, 2018 年 3/15, 6/15, 9/15, 12/15 に発行される通常号（付録含まず）を郵送します）
• PDF による購読を希望される場合は、4,000 円をご送金の上、電子メールをご連絡ください。（2018 年
12月31日までの間、2017年 , 2018年に発行される通常号・号外すべてのPDFをダウンロードできます）

郵便振替 :00100-6-323638（加入者名 吉田敬 )[ 申込〆 2017 年 12 月 1日 ]

<AD>

号外発行のお知らせ
昨年より開始した号外のJAPEX参観ガイド 
（右図）には過去4回発行してきた全日展ガイ
ドを大きく上回る賞賛の声をいただきました。

これはひとえに JAPEX が巨大な切手展で、
予習しないととても回りきれないボリュームだ
からだと思います。

編集も大変です。今年もなんとかマンパワー
を確保できましたので、号外（参観ガイド）
を発行いたします。

JAPEX2017出品者のみなさまへ
「JAPEX2017参観ガイド」のメインコンテンツは、出品者による「私の作品の注目ポイ
ント」です。紙幅に制限のある出品目録では語り尽くせない、展示作品を見るにあたり
必要な事前知識の紹介や、作品の解説、そして展示マテリアルの紹介など、みなさん
の本音をどうぞお寄せください。

お送り頂きたいもの
1. 文章（テキスト）：作品参観に役立つならば内容は自由です。ページ数は、少ない方
で１ページ、多い方で8ページ程度の割り当てが可能です。全体で200 ページ程度
にまとめる予定ですので、冗長にならぬ様、編集についてはお任せ下さい。

2. リーフもしくは郵趣マテリアルの画像：カラーコピーの郵送、もしくは200DPIによ
るスキャン画像を添付ファイルとしてメールでお送りください。

原稿〆切と送付先
郵便の場合：2017/10/24 到着分まで。102-0083 海事ビル内郵便局留置　吉田敬
メールの場合：2017/10/26 到着分まで。tpm@stampedia.net
※短期間での編集になるため、10/15以降の到着分については、校正できません。
　あらかじめご了解いただき、編集についてはお任せください。
※ご郵送頂いた原稿、コピーについては原則として返却しません。

発行：無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社

11月1日頃発行予定
約200ページ フルカラー

http://my.stampedia.net
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付録（本号の付録は 2冊で、合計 ２１０ページ です）

号外紙版等自動発送制度および預託金システムのご案内
• 紙版オプションを申し込んでも発送対象とならない、機関誌「ザ・フィラテリスト・マガジン」号外の
紙版（年 4-5 回の発行です）および年一回刊行の Stampedia Philatelic Journal を、預託金のある限り自
動発送する制度です。
• 号外自動発送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きません。 
モノクロ 1,500 円 / 号 , カラー 3,500 円 / 号（ともに送料共）
• お申し込みは、ご送金と共に、「号外自動発送制度希望」とご連絡ください。
• 「号外自動発送制度」希望の有無に関わらず、預託金システムを準備しておりますので、ご活用ください。

付録１ （49 ページ）

付録２
バンドン世界展 展示コレクション

• Napoleon non laure France 1852-1862
（有吉 伸人）
• Kingdom of Prussia 1850-1867（吉田 敬）

付録 2 （161 ページ）

付録 1
全日本切手展２０１７展示コレクション

• 「Adve r t i s ed  Pos t -Marks  i n  J apan」 
( 岩崎 朋之 )

• 「名古屋郵便局から名古屋中央郵便局への変遷」
(石代 博之 )

• 「貯金通知書」(近辻 喜一 )
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郵趣界重大ニュース
２０１７年６月 ～ ２０１７年９月

１　＜ボストーク＞バインダーの供給停止と再開

＜ボストーク＞バインダー販売
元の株式会社郵趣サービス社は、
6月 30 日付けで、取引切手商
あてに「バリュー」「ユニ」「ルナ」
のバインダーが、製造委託先の
廃業で、新規発注に応じられな
くなった旨を通知しました。

日本製であるか否かを問わず、
郵趣専門文具を使用していると、
このような事態は必ず生じますが、販売の歴史の長い商品であったこともあり、困った人も多かった
のではないかと思います。

ただ、ここで素晴らしかったのは、郵趣サービス社の対応で、２ヶ月後の 8月 31日には早くもルナ・
バインダーの供給が、以前の仕様・以前の価格で再開されました。製造ロットが小さい手作業で作る
製品ですから、新たな製造請負先を探すのは大変だったと思いますが、これにより、郵趣サービス社
の郵趣文具供給への信頼が一段階高いものになった気がします。海外の郵趣文具メーカーで、ここま
での対応をしてくれるところは限られますので、どうしても郵趣文具を使いたい人にとっては、郵趣
サービス社製品は良い選択肢だと思います。

ただ、現時点でここまでの対応をしてくれる郵趣文具製造元であれ、未来永劫、売れない商品を提供
し続けてくれる保証はないことも改めてフィラテリストは認識しておくことも大事でしょう。一般文
具で代替できるものを使う人が増えているのはその点への理解が進んでいることの証かと思います。

２　ヤフオク切手カテゴリーでクレジットカード払いが不可に

ヤフー株式会社（東京、千代田）は、9月 1日に、提供するオンライン競売サービス「ヤフーオークショ
ン」の切手カテゴリーにおいて一部仕様の変更を行い、大半のケースでクレジットカードによる支払
いができなくなりました。

個人の出品者が多いヤフーオークションにおいて、クレジットカード決済は、「ヤフーかんたん決済」
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というサービスを経由したものがほとんどでした。「ヤフーかんたん決済」における支払い方には、
インターネットバンキングやコンビニ決済、銀行振込などもありましたが、手軽なクレジットカード
は、多くの利用者に支持されていた決済方法で、実際、現在も他のジャンルでは便利に使われています。

今回、切手カテゴリー狙い撃ちで、クレジットカード決済が停止になったのは、額割れ切手購入＋売
却による現金入手を禁じることが目的でした。

例えば手元に現金がないが、クレジットカードを
持っている人が、『額面１００万円分の記念切手』
を 95万円でヤフオクで購入し、それを金券屋で
90 万円で売却すると、一月後の 95 万円の負債
と引き換えに、現金 90万円を今すぐ手に入れる
ことができます。

大半の読者にとっては、『それって意味あるの？』と思える内容でしょう。私もそうです。しかし、
どうしてもの現金ニーズがある場合に、このようなやり方で現金を手に入れる人が多数おり、今回の
ヤフーはその経路を遮断するために、仕様を変更したわけです。額割れ切手以外は、遮断する対象で
はなかったのですが、区別が難しいため、カテゴリー全てがNGになるという煽りを食らいました。

とはいえ、ヤフオク切手カテゴリーは、揺るぎない日本最大の切手のマーケットプレイスです。かつ
て本誌 10号（2016.3.15）で報道した『ヤフオク手数料の値上げ』も今となってはすっかり忘れら
れています。それと同様に、この仕様変更も数ヶ月後にはすっかり忘れられていることでしょう。

３　ゆうパック、料金値上、周辺サービスの新設・廃止

5/22 に、ヤマト運輸は、10/1 からの宅急便の値上げを発表
しました。（右は新聞広告）

宅配便シェアトップの同社の発表を受け、二番手以下の企業の
後追い値上げが早くから予想されていましたが、日本郵便も、
9/5 に、2018/3/1 の料金値上げ（平均 12%）を発表しました。

地域毎の運賃はまだ発表されていませんが、例えば東京都内同
士で 60サイズのゆうパックを送付する料金は、現在 690 円
ですが、800円になるように読み取れました。

料金以上にサービス仕様が大きく変わるのが来年 3/1 の改定
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の特徴です。いくつか箇条書きで書いてみます。
（１）ゆうパックの重量上限を 30kg から 25kg に下げる。
（２）重量ゆうパックというサービスが新設され、30kg までの荷物を運搬する。（+500円）
（３）局留等を推進する措置（宅配ロッカー設置、局留受取等へのポイント付与）
（４）WEB決済型ゆうパックのサービス開始（カード決済。180円引き。郵便局等へ持ち込み）
（５）ゆうパックのお届け通知（右図）サービスを廃止する

最後の通知廃止は、「今やWEBで見れるからいいでしょう」という
事で、確かに数日経過してからこれが来ても、フィラテリスト以外
は嬉しくないでしょうから、良い経営判断だと思います。

しかし、これを集め出す人が増えそうですね。かくいう私もずっと
自分宛に来たものは捨てずに持っているたちですが・・・。

４　日本郵趣協会の会員数、下げ止まる

公益財団法人日本郵趣協会は、７月下旬に、 2016 年度決算報告書
をインターネット上に発表しました。会員数の実数を記載してきた
「正味財産増減計算書補足説明」が付属しませんでしたが、これは公
益財団法人になって初めてのことです。もっとも会員数の概数は「正
味財産増減計算書」と会費から算出でき、当誌分析は以下の通りです。

JPS 会員数（概数）の推移（2011 年～ 2016 年）参照；公益財団法人 日本郵趣協会 決算報告書。当誌分析。
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過去５年間の会員数の減少は右表の通りです。
一年前に報道した2015年度は減少数も減少率も最も良いポイントでした。
本年度（2016年度）は概数ですが、「-71」と劇的に良い数字が出ました。

2015年からの新経営体制下での会員力増強キャンペーンが 2016年度は一定の成果をおさめ、中で
も本誌が第８号（2015/9/15）の重大ニュースで報道した通り、「Web会員の創設」は、年会費が3,600
円と安価であり、新規会員の取り込みを容易にしました。正会員・普通会員の減少数も前年度に比べ
て少なくなっており、長らく続いた JPS会員数減少もさすがに下げ止まった感があります。

加えて、会員力増強キャンペーンのもう一つの大きな成果は、終身維持
会員が大幅に増えたことです。実は 2016 年度の受取会費は、過去５年
間で二番目に多い金額になっています。五年で会員が 1200 人も減って
いるにも関わらず、こうなるのは、（１）2014 年度より年会費を値上げ
した。（２）終身維持会員からの受取会費が大幅に増加した。（2015年度、88万円強が 2016年度、
580万円に）ことに依ります。

今後も、安価な会員体系を作り出す事で会員数を保つとともに、高収益『商品』として終身維持会員
からの会費受取を促進することで、JPS の言うところの会員力（会員数と金額）は維持できると本
誌は考えています。ここまでは２年前の分析時点からの予測通りで、本誌の予言は当たりました。

もっとも日本郵趣協会のいうところ「会員力」は、「JPSの会員数」と「JPSの受取会費総額」であり、
法人の存立や各種施策の予算確保という点で重要かもしれませんが、日本郵趣協会の会員の郵趣に関
する満足度の向上等を目的として始まったものでなかった事に改めて注目することが大事です。

公益財団法人には、商法上の株式会社のような株主総会はありません。その代わり公益に資することを
業務としなければなりません。会費や寄付金を集め自分の団体の囲い込みを目的とする発想でなく、広
くフィラテリーを普及させられる経営者に、経営陣が変化する事こそが今求められていると思います。

番外編　NHKで軍事郵便が取り上げられる。

NHK は、8 月 6 日に、ＢＳ１スペシャル「戦後７２
年の郵便配達」を放送し、軍事郵便を取り上げました。
たいへんよく取材された番組で、遺骨も帰国できない
英霊を、せめてその手紙だけでも日本の土地で保存し
てあげようと言う志から、軍事郵便 17万通弱を収集し
保管されているという明石市の住職の方の発言に耳を
疑い感動しました。

2012年度  -584 人
2013 年度  -603 人
2014 年度  -624 人
2015 年度  -524 人
2016 年度  -  71 人

2012 年度 8,310 万円
2013年度 7,809 万円
2014年度 7,875 万円
2015年度 7,754 万円
2016年度 7,848 万円
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本誌の、2017年度 年間購読は12/15発行の第17号で終了します
２０１８年の会費更新について

スタンペディア日本版会員各位

　２０１７年は、「スタンペディア日本版」の会員になっていただき、機関紙「フィラテリストマガジン」をご
購読くださいまして、ありがとうございました。おかげさまで会員数＝購読者数は４００名を越えました。
2018 年のメンバーシップを発表しますので、ご継続いただき、また一年間フィラテリーをお楽しみください。
　

メンバーシップ内容

1. 機関誌「ザ・フィラテリスト・マガジン」2018 年発行分 PDFの無料ダウンロード権利
　　3/15, 6/15, 9/15, 12/15 の 4回の発行を予定しています。

2. 機関誌通常号の製本版の年間予約購読の権利
　　A5カラーに製本された機関紙通常号をページ数に関わらず、一冊2,000円で予約販売いたします。
　　（年間予約限定、送料等込）
　　* A4版は継続注文のみお受けしており、新規注文は受け付けておりません。

3. 単行本販売時の優先取り扱い
　　当社発行書籍等をお申し込みいただく場合、非会員に比べて優遇した金額で販売する場合がござい
ます。（2017年は、単行本「富士鹿・風景」（一般販売価格3,000 円）を1,000 円で販売しました。）
オンラインからの注文に関しては、マイスタンペディアにてワンクリックでお申込みいただける仕組みも
導入しております。

4. オークションカタログのお届け
　　2018 年は、機関紙の発行に合わせて、毎回「スタンペディアオークション株式会社」のオークション
カタログを郵送することにしました。到着日は発行日の10日後くらいまでの予定です。[利用停止者除く]

これまで提供してきた「オンライン郵趣データベース」（郵趣記事検索、エコー葉書検索）や図入りリーフ
(PDF)の無料ダウンロード権利も引き続き提供いたします。これらについては非会員にも公開の可能性が
ありますので、メンバーシップ内容にはあえて掲載しないことにしました。

年会費  : 2,000 円（消費税込）
会費有効期間 : 2018 年 1月 1日 -12 月 31日
更新会費の支払受付開始日：2017/11/7（予定）
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会費更新方法

（１）ゆうちょ振替口座　００１００-６-３２３６３８　加入者名　吉田　敬
（２）ゆうちょ口座　１００６０ー１４０１６１８１　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）銀行振込
　　　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
（４）Paypal　kaimono@kitte.com
（５）現金で支払う（以下3つの会場で時間限定で現金による支払いをお受けする予定です）
　　　11/19 いずみ切手研究会   10:00-12:00
　　　11/26  ジャパンスタンプ東京下見会  10:00-15:00
　　　12/2-3 大阪駅前切手バザール  10:00-15:00

更新会費の支払い受付開始日は2017年11月7日の予定です

受付開始につきましては、電子メールニュースでご案内差し上げます。

オプション雑誌のお申込みについて
　会員になると「マイスタンペディア」からダウンロードできる各種郵趣雑誌を、購読申し込みする
ことができます。オプション購読料やその申込期間については、会費更新の受付開始のお知らせメー
ルで同時にご連絡差し上げます。

オプション雑誌の配信を希望される発行者の方へ
　PDFの有料配信を行いたい雑誌発行者へのご案内です。当社では「マイスタンペディア」を利用
した、郵趣雑誌の PDFダウンロード配信のインフラを 2015年に開発し、この二年間運用してきて
おります。
　「内容は良いと思うのだが、購読者がなかなか増えない」「紙の雑誌は既に発行しているのでダウン
ロード配信をして少しでも収益をあげたい」そんなお悩みをお抱えの発行者は、tpm@stampedia.
net あてに、ご連絡ください。オプション雑誌の配信に関するガイダンス兼申込書をお送りします。
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郵趣カレンダー
2017/9/15 ～ 2017/12/14 の郵趣イベント

国際郵趣連盟の規則に基づいて審査が行われる競争切手展
開催日 切手展名称 会場 備考

2017/10/24-29 BRASILIA2017 Ulysses Guimarães Convention Center
（ブラジル、ブラジリア）

国際切手展
*出品締切済み

2017/11/3-5 JAPEX2017 東京都立産業貿易センター東館
（東京、浅草）

二大国内競争展
*9/19 出品締切

2018/5/27-31 ISRAEL2018 International Convention Center, Jerusalem
( イスラエル、エルサレム）

国際切手展
*出品要項未発表

2018/7/20-22 全日本切手展 2018 すみだ産業会館（東京、錦糸町） 二大国内競争展
*出品要項未発表

2018/8/15-18 PRAGA2018 Clarion Congress Hotel Prague
（チェコ、プラハ）

国際切手展
*11/10 出品締切

2018/9/21-24 MACAO2018 未定 アジア国際切手展
*出品要項未発表

2018/10 月以降（予）THAILAND2018 未定 国際切手展
*出品要項未発表

2019（予） SINGAPORE2019 未定 アジア国際切手展
*出品要項未発表

2019（予） CHINA 2019 未定 国際切手展
*出品要項未発表

2020.3 月（予） New Zealand2020 未定 アジア国際切手展
*出品要項未発表

2020/5/2-5/9 LONDON2020 Business Design Center
（英国、ロンドン）

国際切手展
*出品要項未発表

2020（予） TAIPEI2020 未定 アジア国際切手展
*出品要項未発表

2020（予） MALAYSIA2020 未定 国際切手展
*出品要項未発表

2021.5.17-22（予） South Africa 2021 未定 国際切手展
*出品要項未発表

2026/5/23-5/30 BOSTON2026 Boston Convention and Exhibiton Center
（米国、ボストン）

国際切手展
*出品要項未発表

郵趣カレンダーおよびピックアップイベントへの掲載方法
フィラテリストマガジンでは、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。地方郵趣会や特定サークル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。展覧会の概要を記載すると共に、展
示作品、フレーム数、出品者名の一覧を excel などで作成し、tpm@stampedia.net まで発行前月末
（2/28,5/31,8/31,11/30）までにご連絡ください。
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。tpm@stampedia.net
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一般切手展 

※郵政博物館で開催される展覧会時間は 10:00-17:30（但し初日は 13:00 開場）切手の博物館で開催される展覧会の開催時間は 10:30-17:00。

国内5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。

切手のフリーマーケット、即売会

郵趣講演

※講演会の聴講に関する詳細や参加条件等は各主催者にお問い合わせください。

いずみ切手研究会

開催日 切手展名称 会場
9/22-26（金土日月火） 第 23回川越ふれあい切手展＆第 18回彩 PEX2017 川越ギャラリー呼友館
9/22-24（金土日） 第 20回千葉切手展 成田市文化芸術センター
9/23-24（土日） JPS 航空郵趣研究会展 2017 切手の博物館
9/29-10/1（金土日） 第 3 回武蔵野地区合同切手展 切手の博物館
9/30-10/1（土日） スタンプショウかごしま 2017 サンプラザ天文館
10/7-8（土日） 中部スタンプショウ２０１７in 長岡 パストラル長岡
10/7-9（土日月祝） 日本の記念特殊切手コレクション展 郵政博物館
10/13-14（金土） 第 14 回震災切手と震災郵趣展 切手の博物館
10/14-15（土日） スタンプショウはかた 2017 第 35回全九州ジュニア切手展 TKPカンファレンスシティ博多
10/28-29（土日） 東大切手研創立 70 周年記念切手展 切手の博物館
11/11-12（土日） 「心を繋いだ年賀郵便の歩みーそして未来へ」展 郵政博物館
11/11-12（土日） JPS 音楽切手研究会 25 周年記念音楽切手展 切手の博物館
12/9-10（土日） 第五回ヨーロッパ切手展 郵政博物館

開催日 主催者 回 事前下見日 備考
9月 16日 スターオークション 40
9月 17日 タカハシ・スタンプ・オークション 612 メールの部あり
10月 15日 タカハシ・スタンプ・オークション 613 メールの部あり
11月 4日 スタンペディアオークション 3
11月 4日 JPSオークション 512 10/28 メールの部あり (11/7 正午 入札締）
11月 5日 ジャパンスタンプオークション 99 11/4
11月 19日 タカハシ・スタンプ・オークション 614 メールの部あり
12/2-3 ジャパンスタンプオークション 100 11/26 メールの部あり (12/5 午前 9時 入札締 )

開催日 曜日 会場 /備考
9月 17日 日 練馬区立勤労福祉会館 /例会
10月 15日 日 練馬区立勤労福祉会館 /例会
11月 19日 日 練馬区立勤労福祉会館 /例会

開催日 曜日 名称 回 備考
10月 7日 土 切手市場 151 日本橋富沢町 綿商会館 9:00-17:00
11 月 11日 土 切手市場 152 日本橋富沢町 綿商会館 9:00-17:00
12 月 2日 土 切手市場 153 日本橋富沢町 綿商会館 9:00-17:00
12/2-3 土日 大阪駅前第三ビルバザール 55 大阪駅前第三ビル 17階 10:00-17:00

開催日 講演タイトル（開催地） 講演者 主催者・勉強会名
10月 7日 子供への切手収集普及、子供郵趣家の育て方（仮）（長岡市） 吉田敬 中部スタンプショウ 2017 in 長岡
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第２３回川越ふれあい切手展＆第１８回彩PEX２０１７
日本郵趣協会川越支部　神辺貴昭

毎年、恒例の切手展を今年も開催いたします。埼玉を中心とした首都圏の収集家の作品が多数展示
されます。この切手展は関東地方では有数の規模の大きいものとして知られておりますが、今回はテーマ
を「思い出の昭和」としたら多くの収集家より出品されました。
場所は小江戸川越で秋の季節感漂うギャラリーでひと時をお楽しみください。3日間は郵便局の臨時出

張所も開設し、記念の小型印２種類も押印できますのでご利用ください。また、昭和をしのばせるグッズ
の展示も予定しております。併せてご鑑賞ください。

開催期間：平成２９年９月２２日（金）～９月２６日（火） １０時より１７時まで
開催場所：川越ギャラリー「呼友館」TEL.049-243- 8243 東武東上線「川越市駅」下車徒歩１５分
入場料　：無料
主催団体：公益財団法人日本郵趣協会関東地方本部、日本郵趣協会川越支部
後援：株式会社日本郵便川越郵便局、埼玉県郵趣連合、川越市教育委員会
郵便局臨時出張所：９月２２日より９月２４日まで　１０時より16時まで
　　　　　　　　　切手類の販売　郵便物の差出し　記念押印など
問合せ先：神辺貴昭（kanbe.takaaki@nihon-u.ne.jp）

展示予定作品一覧
※ Ｆ＝フレーム数、一覧は予定であり、変更されることがあります。

作品名 F 出品者名

平成 29年 はがき料金改訂 2 荒木寛隆

富士山の風景印いろいろ 1 鈴木瑞男

国定公園切手 2 須田昭夫

｢日本の映画｣ 切手 1 中田貴之

戦後の凹版特殊切手 1 金沢真之

標語入り機械日付印 1 大沢秀雄

変わり種切手 2 滝川碩祠

アメリカの郵趣印 2 豊田　謙

再独立リトアニアの普通切手　1997～ 2006　 3 荒木寛隆

インクジェットプリンター (IJP) の 10年 5 奥　将雄

航空祭 5 大野勝弘

昭和時代の広告入りメータースタンプ 1 請地 治門

地方自治法施行 60周年 12 山田作人

47都道府県の花 3 岩渕  晃

作品名 F 出品者名

海ゆかば 3 浅木福夫

太平洋戦争写真集 大野勝弘

昭和・戦争と平和の時代 1 森下幹夫

年賀郵便 3 板橋祐己

太平洋戦争 (1941 ～ 1945) 2 福田隆男

郵便貯金切手台紙 2 藤波誠治

風景入通信日付印改正記念(昭和編) 2 蓬田敏晶

発光切手と発光はがき 3 本間秀雄

昭和の漫画 ･ ｱﾆﾒ ･ 特撮切手 2 川元比呂秋

昭和の音楽 2 神辺貴昭

思い出の昭和「丸型ポスト」写真集 1 矢守正治
昭和の歴史の大ｲﾍﾞﾝﾄ ｢日本万国博覧会｣ 3 鈴木瑞男
昭和 64年・昭和最後の１週間 1 吉岡一彦
北海道はでっかい道 １ 村越満弘
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第２０回千葉切手展
千葉県郵趣連合　宮崎幸二

千葉県内8つの郵趣団体で毎年開催する切手展で、今年20回目を迎えます。各会メンバーの力作85
フレームが一堂に会します。今回は、日本の空の玄関口成田市での開催。会場は、駅近の「文化芸術セン
ター5Fスカイタウンギャラリー」です。特別展示は、『成田空港開港 40年にむけて=航空切手展』と題
し、成田空港の歴史を主にFFCで振り返るほか、成田郵便局が臨時出張所を開設し、切手の販売と小型
印の押印を受け付けます。

開催期間：平成29年 9月22日（金）～24日（日）
開催時刻：22日12:00 ～17:00、23日10:00 ～17:00、24日10:00 ～16:00
開催場所：成田市文化芸術センター5Fスカイタウンギャラリー
　　　　　ＪＲ総武線成田駅、京成本線成田駅より各徒歩2分 http://www.narita-bungei- skytown.jp/
主催団体：千葉県郵趣連合、成田郵趣会
問合せ先：宮崎幸二 (miya-sk@catv296.ne.jp)

展示予定作品一覧
※ Ｆ＝フレーム数、一覧は予定であり、変更されることがあります。

作品名 F 出品者名

北ウイング・南ウイング分室 2 橋浦芳朗
成田市内郵便局 2 河村正明
千葉の海軍航空隊・部隊 2 大塚 章
航空書簡 1 繪鳩昌之
フランス郵船　東洋航路の船内印 2 鈴木光男
下総：街道筋の郵便 3 飯塚悟朗
下総国香取郡・明治の郵便 3 加瀬嘉文
上総国〔丸一印〕 3 浅木福夫
駿河国二重丸印 3 渡辺博行
小判はがき 紙幣寮銘版 1 斎藤　環
戦前の記念切手貯金台紙 2 原田昌幸
逓信省発行記念絵葉書 2 矢嶋基之
裁判所の郵便【公的強制送達　訴訟書類と特別送達】 3 冨樫敏郎
10円さくらのカバー収集 1 宮崎幸二
初期の趣味週間切手 3 廣嶋宏治
日本のお祭りと花火 1 橋本礼男
私の好きなウルトラマン 1 林　果林
ふるさと切手・花 3 深山泰司
東京オリンピック 2 秋元利昭

作品名 F 出品者名

浮世絵 3 近馬啓之

ふるさとの花 3 中村雅喜

ワイドで見よう　つながる切手 2 栁原　正

平成 29年は酉年です 2 野村伸弥

台場地区 3局初日印 1 浅見輝男

切手趣味週間記念切手アルバム 2 大見國典攵

詩人・大岡信　追悼「折々の歌」 3 中尾英雄
郵便切手と美術のあいだ 3 生嶋　功
沖縄のドル切手 1 佐藤伊織
琉球列島の郵便局 3 大井道夫
マーチンプレデシマル シリーズ 2 山田邦博
パラグァイ・初期の宇宙切手 1 井黒春樹
イギリスの記念切手 3 高階吉生
国章となった紋章 2 印南博之
EUROPA (CEPT) 2 檜垣廣政
身体に良い元気が出るフルーツ 2 宝田嘉久雄
アフリカ諸国の鳥 3 間中通康
スウェーデン切手に見るノーベル賞 2 斎藤　純
世界の博物館 2 小倉 博
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スタンプショウかごしま２０１７
9/30 ～ 10/1　サンプラザ天文館 3階会議室

日本郵趣協会鹿児島支部　永吉秀夫

南九州最大の切手展として、毎年秋に開催されているイベントです。会場の場所は、鹿児島市電天
文館通電停より徒歩 3分の「NCサンプラザビル｣ です。本年も一般市民向けのコレクション展示を
柱として、切手収集に関する相談や切手の鑑定会を開催するほか、鹿児島東郵便局臨時出張所を開設
し、切手の販売と小型印（下図）の押印を受け付けます。切手商ブースも設置されます。

開催日時：平成２９年９月３０日　１０：３０～１７：００
　　　　　　　　　　１０月１日　　９：００～１５：３０
開催場所：サンプラザ天文館 3階会議室
主催団体：日本郵趣協会鹿児島支部、(公財 ) 日本郵趣協会九州・沖縄地方本部
切手商　：アオヤマスタンプ、松本敏明、10円 SHOPウチダ
問合せ先：永吉秀夫 (hmkj_nezu49@yahoo.co.jp)

展示予定作品一覧
※ Ｆ＝フレーム数、一覧は予定であり、変更されることがあります。

作品名 F 出品者名 概要説明

ベルサイユのばらを楽しむ 3 内田雄二 春のスタンプショウ企画展示に、新材料を加え再構築しました

野菜とくだもの 1 柴田公子 フリースタイル日本切手コンテスト銀賞受賞の楽しい作品です

フランスの美術切手 1 大原幸人 1971年以前の分を、プルーフ・ドキュメント等も交えて紹介

ここはどこ？ 1 谷之口勇 現存のマイナーな国や地域の一番切手を地図と共に紹介します

アメリカの国立公園シリーズ 1 中間眞司 1934年発行の 10種の切手とその関連品を、カバー類主体に紹介

かごしまの切手 1 永吉秀夫 地元の自然や文化を描いた切手の数々を、分類して紹介します

平成の趣味週間切手 1 永吉秀夫 1992年以降の分を年代順に並べ、製造面の特徴についても説明
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２０１７年度 第４回 郵博 特別切手コレクション展
日本の記念特殊切手コレクション展

記念特殊切手研究会

開催期間　　：　2017年 10月 7日（土）13:00-17:30、8-9 日（日月祝）10:00-17:30 
開催場所　　：　郵政博物館（東京スカイツリータウン ソラマチ９F）
主催団体　　：　郵政博物館、NPO法人 郵趣振興協会
展示団体　　：　記念特殊切手研究会
後援団体　　；　無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社
小型印の使用：　あり
作品の解説　：　実施予定
ホームページ：　http://kitte.com

展示予定作品一覧
作品名 F 作品オーナー 概要説明
記念切手に見る日本戦後史 -
日本国憲法施行から大阪万博
まで -

4 大久保幸夫 記念切手発行の歴史を辿ることで戦後日本史を辿
る。切手＋関係資料＋写真で紹介。

第1次国立公園（戦前）-発売
局使用例 - 5 池田駿介 発売制限方式が取られた戦前の国立公園切手の使用例

を単片・エンタイアを用いて展示。
第 1次国立公園（戦後）-発
行面と使用例 - 5 神宝浩

第１次国立公園のうち戦後発行分を展示。各種使用
例を中心に、発行関連のマテリアルも適宜取り上げ
た。

国際文通週間 1958-1969　
～廣重と北斎～ 2 神田明彦

安藤廣重と葛飾北斎を図案に採用した初期国 ﾛ文通
週間 12種について、どのように図案化されたのか
を見るとともに、実逓使用例を示した。

東京オリンピック 3 神田明彦
1964年オリンピック東京大会の開催準備～実施ま
での出来事について、実逓使用例を中心とした郵趣
アイテムと他の資料も交えて構成している。

書状 50円時代の記念切手 
1976-1980 3 吉田敬 1976-80 年に発行された記念切手162種を満月印

や使用例を中心に展開した抜粋コレクション。
昭和 30年代記念特殊切手の
製造面要素　-目打型式とグラ
ビアスクリーン -

5 永吉秀夫
工業技術の著しい発展期に登場した記念特殊切手の
製造面バラエティを紹介する。記念切手は製造面も
面白い。

昭和30年代記念特殊切手の製造
面要素　-定常変種と目打型式に
よる窓口シートの分類 -

4 横山裕三
各切手の窓口シートは、定常変種と目打型式によっ
て４面に分類できることを一部の切手から抜粋して
示す。

年賀切手 1936-1971 5 水谷行秀 年賀切手を旧来の手法でまとめた作品。単片でも小
型シートの特徴が現れているものを示した。

ふるさと切手　花　62円 4 斎亨 日本の消印の中で最大のバラエティの時期に発行さ
れたふるさと切手花 62円を満月消印で表現。

＊ F=フレーム数、一覧は予定であり、変更されることがあります。

郵政博物館への行き方：押上駅（東京メトロ半蔵門線、都営浅草線）もしくは東京スカイツリー駅（東武）から直結。
イーストヤード 12番地のエレベーターで８階まで上がり、8-10F 用エレベーターに乗り換え、9階で降りる。



[ PR ]
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私の発見・私の報告
和欧文機械印 0-8 他

報告者：水谷 行秀、加瀬 誠

和欧文機械印・第１期（1968 年 12 月 1日～ 1979 年 8月 31 日）では、時刻表示 0-8 に該当
する時間帯の機械の稼働は少なかったと考えられており、その出現量・出現局も限られています。フィ
ラテリストマガジンでは、読者の参加で一覧を取りまとめています。今回、水谷さんより１件、加瀬
さんより３件ご報告をいただきましたので、紹介すると共に、一覧を更新します。

郵政局 局名 確認が使用された年月日 出典
北海道 札幌中央 1970.7.22 1970.8.25, 1977.8.x8 TPM 08
北海道 函館 1978.12.28 TPM 09
北海道 旭川 1975.4.23 TPM 16
東北 郡山 1979.1.6 のびぃのブロ

グ2012.2.26
東京 東京中央 1976.1.25 TPM 08
関東 千葉 TPM 08
関東 千葉中央 1978.12.22 TPM 08
関東 土浦 1979.3.10, 1979.4.x7 TPM 08
東海 浜松西 1976.2.5 TPM 16
北陸 福井 1973.4.14 TPM 08
近畿 大阪中央 1969.11.18, 1971.4.6 TPM 08
近畿 姫路 1970.5.x1 TPM 10
中国 岡山中央 1972.6.14 TPM 08
中国 広島中央 1970.1.27 TPM 08
中国 福山 1979.2.2 TPM 11
中国 下関 1975.6.18 TPM 16
九州 久留米 1977.11.9 TPM 10

旭川、浜松西、下関は、加瀬誠さんによる報告。
郡山は「のびぃのブログ」からの転載許可を得た
上での、水谷さんによる報告。

あわせて加瀬誠さんにより報告
された、和欧文機械印・第３期
（1990.10.1-）における第２期印
影の誤用例。名古屋集中 91.4.18
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私の発見・私の報告
青色勅額にも細字版？

報告者：横矢 仁

去る 9月 3日、交通会館のあるブースで新入荷品などをみていたところ、青色勅額を整理した１
枚のリーフに目が留まりました。それには単片 1枚と銘付田型が２組貼ってあり、銘付は黒の硬い
台紙に入れ、コーナーで止めてありました。説明書きはありませんでしたが、リーフの裏には参考資
料のコピーが入れてあり、「今日市場にある未使用のほとんどは戦後日本郵便切手会を通じて売りさ
ばかれたものであるが、それ以前に収集家が若干数を入手していた。この分は、わずかに紙質が異なっ
ていて区別できる。」との記述部分に赤でアンダ－ラインが引かれておりました。前の所有者は、昭
和 20年 10月頃武田修氏が門司局で入手した 10シートのうちの 1枚、いわゆる「武田系」の銘付
ブロックと思われていた節があります。
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２組の銘付田型は刷色が異なり、右の田型はきれいな青の濃い刷色で、切手会が頒布した 400シー
トからのものと思われましたが、左の田型は青の弱いくすんだ感じの刷色で、ルーペでみますと版も
カスレ、小さなキズがたくさんありました。しばらくルーペで見比べていて、アレッと目が釘付けに
なりました。どうも料額数字の「１」の太さが違うようなのです。買うべきかどうか 5分も見比べ
たでしょうか。しかし何度見てもくすんだ方の「１」が細く見えるのです。長く目打あり灰色勅額の
細字版を捜していたので「１」を見る癖がついたのでしょう。しかし青色勅額に細字版があるとは聞
いたこともありません。もし本当に細いのならひょっとして新発見？とにかく家に帰って計測してみ
ないと何もわからないと購入を決めました。

さて 20 倍のルーペで計測してみますと、くすんだ左の方の「１」の太さは一番細いところで
0.35mm前後、4枚とも同様でした。一方、右の青の濃い方は 0.40mm前後でした。0.05mmの
差があるのです（前ページ画像参照）。

ちなみに灰色勅額の細字版は切手位置により 0.30 ～ 0.35mm、通常版は 0.42 ～ 0.50mmで約
0.1mmの差がありました。灰色勅額は凸版、青色勅額はオフセットなので灰色勅額細字版の版流用
はあり得ませんし、また細字版よりは太めです。

400シートの切手会系には村田守保氏がA,B, ２つの版が存在することを報告されています。画像
の２組の銘付田型はいずれも、85番切手と 95番切手間のマージンに青線があり、原乾板は同じと
いうことです。では左の「１」の細字版（？）は実用版が異なるのでしょうか？

「昭和切手専門カタログ」（2015年 , 鳴美）を見ますと、青色勅額には、a,　b( 武田系 ),c （鳴美系）
3種類のバラエティが採録されていますが、ｂ　の武田系の写真だけ載っていません。手持ちの切手
を測定してみますと、a の A、B2種類の版いずれも「１」の幅は 0.4mと太字、c の鳴美版も太字
でした。消去法でいけば、「１」が細字の銘付ブロックは、ｂ の武田系のものであるとの推察が成り
立つかも知れません。

0.05mmの差が果たして実用版の違いなのか、その他の原因なのか、いずれにしても 1点では何
も言えません。しかしながら、もしも少ない武田系を単片でも測定可能な「１」字の幅で確定できる
とすれば面白いと考え、問題提起とさせていただきました。解決には今後のデータ集積が必要ですの
で、皆さまのご協力をお願いできればと思います。

先般ジャパンスタンプオークションで高値落札された青色勅額のプルーフの「１」はどうなのでしょ
うね、本稿はセンセーショナルなタイトルとしましたが、話題提供ということでお許し願います。
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寄稿記事・郵趣論文
連載　富士鹿・風景切手（2）1926年シリーズの製造面  吉田 敬

連載　凹版印刷された新動植物国宝図案切手（2）音声菩薩200円  横山 裕三

東京五輪付加金つき切手の目打型式     永吉 秀夫

連載　南方占領地のフィラテリー（１）セレベス 錨加刷切手のタイプ分類法 守川 環

連載　和欧文機械印トピックス（１８）強制押印   水谷 行秀

連載　和欧文機械印トピックス（１９）自動取り揃え押印機による毀損 水谷 行秀

連載　和欧文機械印トピックス（20）標語異順序使用その２  水谷 行秀

激減する和欧文機械印稼働局      藤田 俊則

インクジェット機械印　静岡局の集印日記    鈴木 盛雄

古今東西郵趣文献書評 戦後の官製葉書を集める（行徳国宏 私家本） 中﨑 眞司

古今東西郵趣文献書評 在横浜フランス郵便局大型数字5118入菱形印 有吉 伸人
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富士鹿・風景切手
（２）１９２６年シリーズの製造面

吉田 敬

書籍「富士鹿・風景」のご案内

7月に開催された全日本切手展 2016に「富士鹿・風景切手」というタイ
トルの伝統郵趣作品（5フレーム）を出品いたしました。国際切手展に出品
することを念頭に全ページ英文で製作しましたが、同時に、全ページに日
本語解説をつけた、原寸カラー作品集を発行し発売中ですので、是非ご覧
ください。（右、定価3,000円、フィラテリストマガジン定期購読者割引あり）

全日展では予定通り国際展出品資格を得ましたので、次は世界展に出品
し、8フレーム展示資格を獲得することが目標になります。8フレーム作品
が完成した折には改めて作品集を発行することも検討したいと思います。ど
うぞご期待ください。

1925.10.1の外国郵便料金の改定

第一次世界大戦直後のUPUマドリッド大会（1920年）の決議を元に、加盟各国の外国郵便料金は引
き上げられました。値上げ幅は（１）今までの郵便料金を下限とし（２）その二倍の金額までの値上げが
許容され、日本の1922.1.1の料金改定では書状・葉書・印刷物とも一挙にそれまでの二倍となりました。

この様な値上げは、日本だけでなく、UPUに加盟している世界中の国で大なり小なり実施され、その
大半で値上げ幅が大きすぎて、利用者の評判は芳しいものではありませんでした。UPUストックホルム大
会が1924 年（大正１３）に開催されると、1921年以前の水準にまで料金を戻すことが決定しました。

これを受けて、日本では翌年の1925年10月1日に、値下げが実施されることになり、新しい外国郵
便料金（船便）は、10銭、6銭、2銭（書状、葉書、印刷物の順）と決まりました。これら３額面には
既に田沢切手が発行されていた
上に、それらの切手はUPUカ
ラー（書状＝青、葉書＝赤、印
刷物＝緑）に沿うインクで印刷
されていた為、特段新切手を発
行する必要はありませんでした。
（右図）



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

24

風景切手 DIE I について（原画＝墨絵と原版）

1925.10.1の外国郵便料金改定においては、現行切手の刷色が UPUカラーに則していたため、
1922.1.1の外国郵便料金改定の時の様な、新切手の即日発行はありませんでした。

しかしながら、翌年になると、日本の代表的な風景を描く横型の切手の導入が検討されることになりま
す。新切手の意匠決定の過程では、富士鹿切手と同一にするという選択肢もあったものと思われます。実際、
日本同様に「外国郵便料金用の切手に新しい意匠を導入する」施策をとったフランスでは、料金変更後も、
パスツール切手の意匠は変えませんでした。（下図）しかしみていただくとわかりますが、郵便局員も利用
者も新旧切手の区別がパッとできないのは確かです。この事態を予測したためか、日本では、富士鹿切手
と異なる、新しい料金に対応する意匠を準備することが決定しました。

意匠に選定されたのは、日本を代表する三つの風景（富士山、日光陽明門、名古屋城）でした。切手カ
タログには、切手デザイナーとして吉田豊の名前が表示されていますが、このシリーズは日本初の写真製
版で、逓信省の森本茂雄（技師、２銭）、加藤倉吉（技手、６銭）、野間謙一（工師、１０銭）が描いた墨
絵を写真製版した上で、その版に補刻を施した旨が、大蔵省印刷局百年史に記録されています。

この原版（DIE）には、切手の外枠（森本茂雄が創り、３種共通に使用した）や文字が別途追加されて
いきます。化学的工程を経て製造された切手であり、原画は墨絵となります。しかしながら原画が郵政博
物館に収蔵されている富士鹿切手とは異なり、風景切手の原画は現存が確認されていません。

なお印面サイズは、22.5 x 18.4 ㎜で、1925年の凸版輪転機（独ゲーベ
ル社製）導入後に縮小された標準サイズの18.5 x 22.5 ㎜に準拠していま
すが、当初の切手製造は平面版の凸版印刷機で行われました。1926年シリー
ズでは、２銭切手のみ、後に凸版輪転機で製造されますが、その時には新
たな原版であるDIE II が作られたと考えられます。従ってDIE I は、平面版
の凸版印刷機で製造される切手の原版として使用されたと考えられます。

---     1923 年シリーズ     --- ---     1924-25 年シリーズ     ---

---     1925-26 年シリーズ     --- 1926 年シリーズ ---     1926-27 年シリーズ     ---
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第二次原版と印刷版、銘版

印刷版（＝実用版）を作るにあたっては、第二次原版を創った上で転写していると考えられますが、こ
れまでに発行された文献には、『第二次原版が何枚のDIE I から構成されているか』についての記載を見
つけることはできませんでした。手持ちマテリアルで調査もしましたが、残念ながらシートも十分なマルチ
プルもなかったため、本稿においては、第二次原版の構成を明らかにできませんでした。この点について
研究成果をご存知の方、もしくは研究されていらっしゃる方がおられましたら、どうぞご教授ください。

平面版の凸版印刷機は、普通切手100面シートを最大４面まで同時に印刷することができます。外信
船便料金向けの切手は、どの額面のものも需要が大きいため、全て４面で印刷されたと推測しています。
ちなみに『日本切手名鑑』（JPS,1980）も同様に記述していますが、やはり根拠を示していません。

なお第二次原版を必要回数転写したあとは、罫線、銘版、トンボ、第二罫線が追加で転写されます。
この中で、罫線と銘版の転写位置は厳密に定められていなかった為振れ幅があります。従って、切手印面
との距離の差異により、異なる印刷ペーンまたは印刷時期の生成物であることを示すことが可能です。

造製局刷印閣内政国帝本日大

sample A
a 1.8 mm  
b 2.2 mm

A

銘版位置のバラエティ
６銭のマルチプルは２つとも最初の製造グループ（Early Impression）に属すると考えられる。Shade: rosine、アラビア糊
10銭のマルチプルは二番目の製造グループ（Middle Impression）に属すると考えられる。Shade: blue、アラビア糊

10銭の銘版と罫線の距離は通常に比べて狭く、ほとんど空白がない。
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異なる印刷ペーンまたは印刷時期の生成物であることを示す「銘版ずれ」の中で最も有名なのは、富士
山２銭の「変則二枚掛け」と言われるバラエティです。（下図）

このバラエティは昔から有名な為、取引金額も高価です。また現存数点のマテリアルはどれも、コーナー
が分かるマルチプルの形態でないため、ポジションが未確定で、その点もミステリアスさを醸し出していま
す。しかしながら、当時のアバウトすぎる銘版の転写事例を知った上で改めて本マテリアルをみると、「こ
れも一種の銘版ずれだ」という仮説を立てずには入られません。つまり通常は以下の様な位置にある銘版
の転写位置が、左に大きくずれたのではないか？ということです。この場合、pos.97-98となります。本ペー
ジ最下段の画像はその想像図です。

８枚ブロック（pos.87-90 / 97-100）
銘版は pos.97-99 の三枚の下に転写されている

銘版位置を左にずらす加工を施した画像
８枚ブロック（pos.87-90 / 97-100）

銘版は pos.96-98 の二枚の下に転写されている
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第二罫線

印刷版においてもう一つ特筆すべき特徴は、第二罫線（筆者による命名。「支持罫」と呼ぶ人もいるので
すが、英訳しずらいので命名しました。）が見られることです。関東大震災直後の切手製造（1924 年）で
は、印刷版に罫線はつけられず、生成物の切手シートは「白耳」と呼ばれる、罫線のないものになりました。
しかし罫線は、単なる「飾り」としてつけられていたわけではありません。凸版印刷でシートの縁の部分に
強くかかる圧力を緩和するという目的があったのです。

そこで関東大震災直後の切手製造では、印刷版に同様の目的の構造が設けられ、印刷されました。もっ
とも、その部分は印刷後、裁断されたため、裁断ずれがない限りは表には現れません。（下図）

　大正14 年（1925）4月になると、再び大半の切手の印刷版には罫線がつけられるようになります。以
前の形に戻すのであれば、第二罫線はなくなるはずですが、製造上都合が良かったのかもしれませんが、
様々な形で残されています。今回も印刷後、裁断される場所への印刷でしたので、裁断がずれない限りは
表には表れないのですが、風景切手でもいくつか発見されています。今後、版の解明に使えないかと期待
しています。
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裏糊の改善

日本で切手に裏糊をひく工程は、明治5年(1872)、竜銭切手の後期製造分より始められました。「富士鹿・
風景」（JPS,1993）によれば、この竜銭切手後期製造時期から風景切手の時代まで、アラビアゴム糊が
使用された旨の記載があります。

英領からの輸入によるアラビアゴム糊に対して、安定供給できる国産糊の開発が待たれていましたが、
昭和6年 4月(1931)に、国産のデキストリン糊が切手製造に使用開始され、徐々にアラビアゴム糊に取っ
て代わるようになりました。

風景切手においては、平面版の後期製造分がデキストリン糊による製造です。また輪転版では、あらか
じめ裏糊引きしてある巻取紙に連続して印刷しますが、巻取紙には全てデキストリン糊がひかれていました。

風景切手  DIE II について（凸版輪転印刷機）

風景2銭切手は、1932年（昭和7年）から凸版輪転印刷機による製造が開始されます。同印刷機に
より製造された切手は、全ての富士鹿・風景切手で、風景2銭切手のみです。

1926年（大正１５年）2月から切手の製造を開始した凸版輪転印刷機により製造された切手の額面は、
３銭（1926）、30銭、50銭（1929）、1円 (1930)、1銭 5厘 (1931)と５種類の田沢切手が先行してい
ましたが、これに次いで1926年シリーズの2銭に登場したことになります。

田沢切手や昭和切手を収集している人ならピンとくると思いますが、平版印刷機で製造していた切手を、
同じDIEを使用して、凸版輪転印刷機で製造すると、印面寸法の長辺が伸びる状況が見られます。この
原因は一般的には第二次原版を輪転印刷機に取り付ける時の湾曲で寸法が伸びる為と説明されています。

印面寸法変化の実例をあげると、 
田沢切手では、平面版：18.5 x 22 ㎜が、輪転版：18.5 x 22.5 ㎜になっています。昭和切手では額面
により状況は異なりますが、例えば２銭では平面版：18.5 x 21.8 ㎜が、輪転版：18.5 x 22.3 ㎜になっ
ています。

ところが２銭富士山では、平面版：22.5 x 18.4 ㎜が輪転版：22.5 x 18.2 ㎜ となり、田沢切手や㍼
切手で見られる「印面寸法の長辺が伸びる」状況とは逆の「印面寸法の長辺が縮む」が生じています。こ
のことから帰納的に導き出されるのは、『2銭富士山切手においては、平面版で使用されたDIE I は、輪
転版には流用されず、より小さいDIE II が新たに準備された』ということです。DIE II の大きさは、仮に
DIE II を用いて平面版を印刷したら、その印面寸法が22 x 18.2 ㎜になる大きさだったと思われます。
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当時の凸版輪転印刷機に用いられる二次原版は、縦２x横 5の１０面構成（＝10面粗版）であること
が判明しており、2銭富士山切手は印面の向きを90度回転した上で、この手法が取られています。なお、
左右いずれかに罫線部分がつけられた状態（下イメージ図）で、輪転印刷機には取り付けられています。

昭和時代になると、製版の精度もかなり向上する為、差異を見つけるのはなかなか難しくなりますが、
二種の違いを見つけることができたら、面白いとは思うのですが、シートを見ても中々見つかりません。

この二次原版は、1回転で２シート分の製造が可能な印刷版を作るように、円筒状の輪転印刷機の版
胴に取り付けられます。その際に、上部100面（ペーンA）は、奇分割シート、下部100面（ペーンB）
は、偶分割シートとなりますが、横型切手であるために銘版をつける位置が、両者で異なり、ペーンAで
はpos.98-99、ペーンBではpos.97-98となります。（下図）これは全ての日本切手において、横型普
通切手である2銭富士山にのみ見られる特徴で、この切手の面白さの一つでもあります。

なお、輪転印刷機は計数番号印字ユニットを備えており、当時の日本切手では、通常pos.30の耳紙に
計数番号を印刷しています。横型切手である2銭富士山において、同位置はpos.3になるのですが、実
際には、pos.93に印字されています。

これは、縦型切手であれば pos.21に相当し、シートの左サイドに計数番号が印字されているのと同じ
ことになります。輪転印刷機における計数番号の印字位置がある程度自由に移動できたことがわかります。
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風景切手  DIE II の最初期の探求

DIE II の発見には有名な逸話があります。『ゲーベル切手と新版切手』（柳原友治、「切手趣味」７巻６号）
に掲載された話で、柳原氏が印刷局に照会して回答を得た中に、2銭切手を1932年 6月頃（昭和7年）
より凸版輪転印刷機で製造を開始したというものです。残念ながら筆者は同記事の記載されている「切手
趣味」を持っていないので、内容は確認できていませんが、これにより大体の時期は確定できています。

もっとも、この回答が正確である保証はありませんし、製造が行われたとしても、郵便局での販売を経
て市中に出回るのに時間がかかることを考えると、初期使用例の追求は現在でもトライ可能なロマンある
探求であると思います。筆者は二束三文で入手した大量の2銭富士山貼りカバー約200 通を年別に整理
してみたことがあります。（下図）大正15年から昭和12年まで実に長期間にわたり、２銭富士山は使用
されたのだな、と実感することができました。

しかしながら、この山の中から、輪転印刷機で製造されたと考えられる切手の使用例を昭和7年（1932）
に見つけることはできず、昭和 8年でもまだ平面印刷機で製造された切手の割合が多く、輪転印刷機で
製造された切手が主流になるのは昭和9年以降であることがわかりました。

このことからも、製造初年度である昭和7年の使用例は入手が難しいことがおわかりいただけるかと思
いますが、存在しないわけではありません。むしろ、あまり誰も追求していないためか、切手市場等で掘
り出した方も少数ですが、いらっしゃいます。

次ページの２通は、ともに昭和7年 8月22日に、大阪中央局から米国に差し出された書状ですが、上
が輪転版で、下が平面版です。差出人が事務所に持っていた切手を貼ったのか窓口で切手を購入して貼っ
たのかは定かではありませんが、少なくとも、大阪・神戸方面では、2銭切手の切り替わりはこの日よりも
早かったと導くことができる貴重な２通のセットだと思います。（このカバーの発見者は、行徳国宏氏）

図版を見ていただくとわかるかと思いますが、平面版後期と輪転版最初期のシェードの違いは、大きな
違いで、区別が明確にできますので、気をつけてチェックすることにより更なる初期使用を掘り出すことは
今後も可能なのではないかと考えています。
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２銭富士山・輪転版 横ペア 6 銭 欧文櫛型印 OSAKA to California, US 22 8 32 ( Showa 7 ) 10 Sen surface letter

２銭富士山・平面版 横ペア 6 銭 欧文櫛型印 OSAKA to California, US 22 8 32 ( Showa 7 ) 10 Sen surface letter

富士山2銭切手のシェード分類について

1926 年に発行された風景切手３種は、いずれも1937年までの長期にわたり製造された基本額面です。
しかし、当時の製造管理でインクを均一に保つことは難しく、
どの額面にも、シェードバラエティが存在します。

中でも有名な2銭富士山は、発色を一定に保つのが難し
いことで、世界でも有名（右図、ジュネーブ・ラージイーグル）
な緑のインクで印刷されています。
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「2銭切手のシェード分類がよくわからない」という人には、２ページ前に示した大量のサンプルの分類
を是非試して見ていただきたいと思います。この作業はカバーの代わりに年号の見える使用済みでも問題
ありません。この作業を通じて私が感じたことをまとめてみます。
# 印刷機 シェード 特徴 糊
(1) 平面版 deep dull green すごく暗い緑。大正15年の使用例しか見つからなかった。 A
(2) dull green 大正15年から昭和2年の使用例に見られた。 A
(3) yellow green 昭和 3年から4年にかけて見られるが、とても少ない。 A, D
(4) bright green 昭和 4年以降に見られる。たくさんある。 A, D
(5) dull yellow green 昭和 6年以降に見られる。(2)と似る。 D
(6) 輪転版 yellow green 昭和７年から9年にかけてみられる。少ない。 D
(7) bright green 昭和10年以降が中心。多い。 D
(8) dull yellow green 昭和10年以降が中心。多い。 D
あくまで筆者の所有マテリアルの中での分布ではありますが、サンプルは普く取っていますので、実情と

大きく変わらないと思います。

ちなみに、点取りゲームである競争展の展示でセミクラシックのシェードバラエティを展示するにあたっ
ては未使用を使うことが望ましいわけですが、2銭富士山のシェードを理解する上では、使用年の読める
使用済単片でも十分使うことができます。通常の水通しをした程度でシェードが変わることはない為です。

なお、フィラテリストマガジンはカラー雑誌で素晴らしいのですが、さすがにシェードバラエティを紹介
するのは厳しそうです。ミスリーディングな記事にしないために、シェードバラエティの現物の紹介は控え
させていただきます。（オフセット印刷の「富士鹿・風景」をご覧ください。P.27参照）

陽明門6銭のシェード分類について

富士山2銭切手のシェードバラエティの影に隠れがちですが、他の額面にもシェードバラエティが存在し
ます。伝統的には「rosine（紅）」「bright rose-red（赤）」の二つに分類されますが、前者の rosineと
分類されるマテリアルの中でも、顕著なシェード違いがあり、筆者の中でも分類が確定できていません。

2銭の様に分類に自信がないのは、使用済みやカバーを通じた、年次を追った使用年ごとの傾向を追う
作業が完了していないからです。1937年の昭和白紙 6銭まで含め、並べて調査を行いたいと思います。

名古屋城10銭青のシェード分類について

10 銭は、伝統的には「royal blue（濃い群青）」「blue（青）」の二つに分類されますが、インクの色が
異なるのか、それともインクの付着具合の強弱の違いなのか判断のつかないバラエティを多数持っていま
す。これについても6銭同様のアプローチをいずれは行いたいと思います。（つづく）
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追記。定説を覆す「1922年シリーズ４銭　25面の第二原版」の発見について（全日展2017号外再掲）

「富士鹿・風景（JPS,1993）」には 
『このようにして殖やした10面粗版のコピーを10 個組み合わせ、周囲にかすみ罫と銘版をつけると、100
面版のシートの形ができあがるが、実用版はこの100面版を2X2の 4面合わせた形である。富士鹿1
次旧版切手は最後までこの形の実用版で印刷されたようである。』
という記述があります。

伝聞調で書かれたこの記述の信頼性はあまり高くないと私は当初より思っていました。この説が正しいに
せよ間違っているにせよ、現物が全てです。そして私は次の二つの仮説を置いています。
（１）1922年版第４期に使用された実用版の一つを用いて1929年版は当初製造された。
（２）1922年版の実用版の中には25面の第二原版が存在する。（25面粗版）

（１）を証明する為には、改色旧版８銭の一部のペーンのpos.99に存在する定常変種を、1922年シリー
ズ第４版の同一位置に存在する実用版の存在が必要なのですが、未だに発見できていません。（２）につ
いては、25面の第二原版により作られたとしか考えられないシートを発見しましたので証明完了です。

右に示す画像は、pos.45-46/55-56ですが、実はシート全
体の画像は、当誌第15号「富士鹿・風景切手 (1)1922 年シリー
ズの製造面」の77ページに掲載してあり、それを見ていただくと、
特に右上（第一象限）の５X5の25面が上方向にずれていること
がわかるのではないかと思います。

1922年シリーズ４銭第４期の製造時期は、1926 年 2月から
1929年にかけてと推定できます。第４期の印刷版の第二原版の
特徴のわかるマテリアルは、決して多く残っているわけではありま
せんが、今後田沢切手の事例も含めて調査し、第二原版は、いつ
10面から25面に切り替えられたのか研究したいと思います。

この発見により、1922 年シリーズ4銭の製造面は次のように分類することができました。
確認された第二原版

Impression 出現時期 罫線 銘版 銘版pos 用紙 10面 25面
1 1922.1 あり 大日本帝国政府印刷局製造 95-96 中期毛紙 ○
2 1924.4 なし 大日本帝国政府印刷局製造 95-96 後期毛紙
3 1925.4 あり 大日本帝国政府内閣印刷局製造 95-96 後期毛紙
4 1926.2 あり 大日本帝国政府内閣印刷局製造 97-99 後期毛紙 ○

＊ 本稿は、「フィラテリストマガジン」号外（2017.7.10）に掲載した原稿の再掲です。号外は紙版の読者には届けられないので、
間が飛ばないように、通常号にも掲載することにしました。
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凹版印刷された新動植物国宝図案切手
（２）音声菩薩200円

横山 裕三

１．製造面

切手の用紙は白紙、裏糊は無色透明なPVA糊で特に分類すべきことはなく、無目打、目打洩れなどの
エラーや定常変種の類の報告もありません。

印面寸法が記念特殊切手のサイズであること、１シート50面構成（横10枚×縦 5枚）であることは
特筆すべきことで、加えて目打型式とシェードの変化が認められます。

（１）印面寸法と目打ピッチ

切手の大きさは一見すると縦型の普通切手 (印面寸法18.5ミリ×22.5ミリ、目打ピッチ13×13¹⁄₂)を
横に並べた大きさのように見えますが、その場合の印面寸法はガッター部分3ミリを含むので40ミリ×
22.5ミリとなり、これは、動植物国宝の「平等院 24円」切手や記念特殊切手のお祭りシリーズ切手の大
きさです。

しかし200 円切手の印面寸法は、横 22.5ミリ、縦 33.0ミリで縦が少し短く、これは花シリーズや
国立公園などの縦型記念特殊切手と同じです。このサイズは、普通切手では動植物国宝第2次の「やつ
橋500円」切手で初めて採用されたものですが、この後に出てくる「金剛力士500円」と「吉祥天立像
1000円」切手も同じ大きさです。
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（２）　1シートの構成

このサイズの記念特殊切手の場合、シートは単片切手20面構成が普通ですが、200円切手は50面
構成になっています。シートの横の長さは、縦型の100面普通切手シートの縦の長さと一致します。

横型の延暦寺60円切手にシート同士を重ねてみると一目瞭然で、横は同じですが縦の寸法は33ミリ
前後短くなります。「平等院 24円」や「平等院 30円」切手は50面シートでしたが、「やつ橋500円」「金
剛力士500円」及び「吉祥天立像1000円」切手は、記念特殊切手と同じく1シート20面構成ですので、
このサイズでの50面構成というのは、異質なことと言えるでしょう。

ここで興味深いことは、200円切手の目打ピッチは縦横同一の13¹⁄₂（この場合、目打穿孔機の櫛歯状
に植えられた目打針の幅は、印面の上下左右のガッター分として印面幅より3ミリ多い横 25.5ミリ、縦
36ミリ）になっていることです。

記念特殊切手の場合、目打ピッチ13×13¹⁄₂ はお祭りシリーズサイズの切手のみに使われているだけで、
その他のサイズの記念特殊切手は、横目打も縦目打も、13か13¹⁄₂ の縦横同一ピッチの目打が使われてい
ますので、この記念特殊切手に使われていた櫛型目打が採用されたものと思われます。

なお、前述の平等院 24円は目打ピッチ13×13¹⁄₂ですが、500円と1000円切手の目打ピッチは200
円と同じく13¹⁄₂ が使用されています。

図 1　延暦寺 60円切手のシートに重ねた 200 円切手のシート
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（３）目打の型式
　　　　

①　200円切手の３種の櫛型目打

200円切手の目打は縦・横とも13¹⁄₂ピッチの櫛型目打で、現在３種類に分類されています。

　
ａ．逆抜櫛型
シートの下耳紙に目打が貫通しているが、シートの上耳紙には目打が貫通していない。
縦目打の合わせ目のズレが横目打の上方に現れます。

図 2　第 1コーナーで示す 3種類の目打ち（水谷行秀氏蔵）

図 3　逆抜け櫛型目打ち 2種の未使用フルシート（吉田敬氏蔵）
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ｂ．逆抜櫛型上下抜け　
シートの下耳紙に目打が貫通しているが、シートの上耳紙にも目打が貫通している逆抜櫛型目打。通常

の逆抜櫛型目打の場合は、上の耳紙に目打が貫通していないので、通常のものと区別するため「上下抜け」
という言葉が加えられています。

ｃ．下抜普通櫛型（普通櫛型上下抜け）
普通櫛型目打は、シートの下耳紙に目打が貫通しておらず上耳紙に目打が貫通しています。しかしこれ

は、シートの下耳紙にも目打が貫通している、上下両抜けの正抜櫛型目打です。下抜普通櫛型は、下の耳
紙に目打が貫通しているので、通常の普通櫛型目打と区別するため「下抜」という言葉が加えられています。
縦目打の合わせ目のズレは、横目打の下方に現れます。
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②　200円切手の目打穿孔は、二面シートで行われたか？　一面シートで行われたか？　の考察

この200円切手の櫛型目打については、「2面掛けで印刷されたので、Ａシートは逆抜櫛型だが、Ｂシートは、上下
抜け櫛型目打となるんだ。だから、この切手には、2種類の目打がある。」（『現行切手いざ見参』P.138、1983年、田
辺孟、日本郵趣出版、以下「田辺本」という）と、目打2面掛け穿孔説がさらっと述べられています。

この記述は、印刷時の2面掛けと目打穿孔作業の2面掛けを混同している点と、おそらく「下抜普通
櫛型（ｃ）」が知られていなかった頃の記述である点に注意が必要で、正確ではありません。現在では、
200円切手の目打については検証すべき問題点が３点あります。

一つ目の問題は、田辺本のとおり、本当にシート2面掛けで穿孔したのか？ということです。

凹版印刷の小型の通常切手は、シート1面掛けで櫛型目打が穿孔されますが、大蔵省印刷局の『郵便
切手製造の話』（昭和44 年10月、印刷局朝陽会、以下「朝陽会本」という）によれば、この当時の目
打穿孔機は、450ミリまでの目打が可能なように改良されていましたので、200円切手のシート2枚を上
下につなげた大きさ（400 x 280 mm）であればギリギリ可能な数字です。

記念特殊切手の場合は、その殆どが１シート単片20枚構成ですから、シート2面もしくは田型状に4
面のまま目打穿孔するというのが基本でした。したがって、200円切手の2面掛け穿孔説を完全に否定す
ることはできません。

また、目打の耳紙への抜け具合を見ると、「逆抜櫛型上下抜け」（ｂ）と「下抜普通櫛型」（ｃ）は、「逆抜け」
と「正抜け」の違いはあるものの「上下両抜け」になっています。

200円切手を2面掛けで目打穿孔する場合は、上下にシートが2枚繋がった状態（接続部分は、ちょ
うど切手1枚分・目打1回分で、目打穿孔後に仕上げの裁断がされる。）で目打穿孔機にかけますので、
そのまま櫛型目打を穿孔すると、上段のシートは上下の耳紙の両方に目打が抜けた「下抜普通櫛型」（ｃ）に、
下段のシートは下耳紙には目打が抜けていない普通の「普通櫛型」になります。

この2面掛けシートの上下を逆にして、あるいは目打針の櫛歯の向きを逆にして、普通に櫛型目打の穿
孔作業をすると、上段のシートは「逆抜櫛型」（ａ）、下段のシートは「逆抜櫛型上下抜け」（ｂ）になります。
（注：逆抜櫛型目打については、③で改めて検証します。）

そこで問題の二つ目は、200円切手の「普通櫛型」には、「下抜普通櫛型」（ｃ）はあるものの、下耳
紙に目打が抜けていない普通の「普通櫛型」が報告されていないことです。

前述のとおり、もし、シート2面掛けで正抜けの櫛型目打を穿孔した場合、「下抜普通櫛型」（ｃ）と、
その片割れである下の段のシートは、下の耳紙に目打が貫通していない「普通櫛型」として、それぞれ同
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数が現れるはずです。しかし、それがまったく見つかっていないのです。

そして、三つ目の問題は、市場では、「上下両抜け目打」（ｂ）、（ｃ）の方が、「逆抜櫛型」（ａ）よりも
存在が少ないことです。もし、2面掛けであれば、逆抜けであろうが正抜けであろうが、上段と下段は同
数ですから、少なくとも「逆抜櫛型」（ａ）と「逆抜櫛型上下抜け」（ｂ）は、同数になるはずです。しかし、
実際は、上下両抜けの方が少ないのです。また、上下両抜けでも「逆抜櫛型上下抜け」（ｂ）と「下抜普通
櫛型」（ｃ）とでは、後者の方が遥かに少ないです。

200 円切手が２面シートの状態で穿孔された時の目打ち穿孔の様子（右下の普通櫛型は画像合成によるものです）

「逆抜櫛型」（ａ）
存在数：多い

「逆抜櫛型上下抜け」（ｂ）
存在数：ａより少ない

「下抜普通櫛型」（ｃ）
存在数：最も少ない

「普通櫛型」
存在が確認されていない

この目打型式の存在数がアンバランスであるという事実は、2面掛け穿孔のほかに、単片切手100面1
シート判と同じ従来型の1面掛け穿孔も行われたということを示唆しています。1面掛け穿孔で「普通櫛型」
の目打方式を使わなければ良いのですから、二つ目の問題である「普通櫛型」が無い理由が説明できます。

三つ目の問題の答えについては、三島良績氏の『日本切手の製造』（昭和39年 4月、切手趣味社、以下、
三島本という。）が参考になります。その46頁に、櫛型目打の変種の一つとして「下抜け櫛型目打」の説
明があり、「櫛型目打と全く同じ針をうえ、目打をはじめるのに、櫛型目打よりももう1回下からはじめるので（ｎ＋2）で１シー
トの目打がおわる。このため下耳に第1回目、上耳紙に（ｎ＋2）回目の縦目打が貫通する。」という記述があります。

この方法は、既に、鳥シリーズ切手などの昭和30年代後半の記念特殊切手で実用化されていました。
通常は切手ｎ段＋耳紙部分1段の（ｎ＋1）回の穿孔操作を行うところを、目打穿孔機の改良で切手ｎ段＋
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耳紙部分2段の（ｎ＋2）回の穿孔操作を行ったのです。この方式では、1面掛けであろうが2面掛けで
あろうが、結果としてすべてのシートは「上下両抜け目打」になるのです。

因みに、3種の目打の出現時期について、『現行切手取集入門』（昭和52年、片岡尤二、日本郵趣出版、
以下「片岡本」という。）の164頁に、「上下抜は細かくみると正抜と逆抜があり、逆抜は初期と末期にみられ、正抜は出現デー
タがはっきりしていないが末期近くにみられる。この点については、参考として読んでいただきたい。初期は、２面掛けで逆抜
櫛型と逆抜櫛型の上下抜がつくられているようで、後期は１面掛けで上下抜の下が逆のどちらにでも存在するようである。（本文
のママ）」と記述されています。

これに対して、水谷行秀氏によれば、逆抜櫛型と逆抜櫛型上下抜けは1966年 6月の発行当初に出現、
下抜普通櫛型は1972年 6月に出現とのことです。下抜普通櫛型の出現時期は、新200円切手の発行
時期と重なります。

図4の「みほん」は逆抜櫛型上下抜けです。逆
抜櫛型の上耳付きの「みほん」を所持していませ
んので、機会があれば入手して並べてみたいと思っ
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以上を整理すると、
一．本当にシート2面掛けで目打穿孔されたか
二．普通櫛型目打は存在しない
三．上下両抜け目打は逆抜櫛型目打より少なく、上下両抜け目打では、正抜けの方が逆抜けより少ない
ということに対する説明としては、次の仮説が成り立つと考えます。

仮説１　発行当初は、シート2面掛けで逆抜櫛型目打により穿孔され、「逆抜櫛型」（ａ）と「逆抜櫛型上
下抜け」（ｂ）のシートが製造された。

仮説２　ある時期、たとえば、目打穿孔機にかける大きさとして不適当だったなど何らかの理由でシート1
面掛け穿孔に変更され、専ら「逆抜櫛型（ｎ＋1）」（ａ）が使用された。 
（あるいは、2面掛け穿孔と、専ら「逆抜櫛型（ｎ＋1）」（ａ）を使用する1面掛け穿孔が併用さ
れたということも、あり得る。）

仮説３　最後期には、「下抜普通櫛型（ｎ＋2）」（ｃ）が使用され、ごく少数が製造された。この場合、シー
ト1面掛け若しくは2面掛けのどちらの穿孔方法も考えられる。

図 4 みほん

＜参考＞発行枚数（片岡本から）
昭和41年度 2,600万枚
昭和42年度 0
昭和43年度 700万枚
昭和44 年度 1,200万枚
昭和45年度 2,900万枚　　　　　 　
昭和46年度 4,500万枚
合計 11,900万枚
47年度に10,000 枚の発行があるが、
6月10日発行の新 200 円切手の分と
みなし、含めない。
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③　正抜けと逆抜け

「今更何事か！」とのお叱りを覚悟して、櫛型目打の作業工程（普通櫛型と逆抜櫛型の穿孔方法の違い）
について、話の寄り道をさせていただきます。

凹版切手の目打には、すべて櫛型目打が用いられていましたが、ある時期から主流が、普通櫛型から逆
抜櫛型に変化しました。その時期は、第3次動植物国宝切手の発行が開始される1961（昭和36）年以
降です。

普通櫛型目打（正抜け）は、
①　目打穿孔機にかける際のシートの置き方は正
②　目打針の櫛歯の向きは上向き
③　目打は置かれたシートの下の段から上段に向かって穿孔
という三つの作業条件下で穿孔されます。

では、「逆抜け」ができる要因（成因）は、何でしょうか？　作業条件としては三説が考えられます。
Ａ説 シートを上下逆に置いて、② ③。
Ｂ説 ①で、櫛歯の向きを逆 ( 下向き)にして③。
Ｃ説 ①で、櫛歯の向きを逆（下向き）にして、シートの上段から下段に向かって穿孔

そもそも、身近な文献でも食い違いがあります。目打穿孔の方法について書かれている文献は、前出の
三島本と片岡本のほかに、『郵便切手製造の話』（昭和44 年、大蔵省印刷局朝陽会、以下『朝陽会本』
という。）などがありますので、そこから「正抜け」と「逆抜け」に関する記述の部分を、原文のまま引用し
てみます。

◎三島本の45頁
「3.5.2　櫛型目打の工程
第36図に示すように、いわゆる櫛型に針をうえておき、一度目打するごとにシートを上下の方向に切手1枚分ズラせる、こ

の方向のシートの上の切手の数をｎとするとこのようにして（ｎ＋1）回目打して１シートの目打をおわるという方法である。した
がって下手にすると各回のあわせ目のところでたて目打のならびにくいちがいがおこる。そして日本の通常切手でいえば（ｎ＋1）
回目の、すなわち11回目の目打がシート上部の耳紙にぬける。最近はこの櫛型の目打針を反対にシートの下方向に向けて目打
する逆抜け櫛型目打がふつうになった。この場合は下の耳紙だけに縦目打がぬけ出ている。」

図 5 三島本の第 36図
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◎朝陽会本の181頁
「くし型穿孔機による目打ちの手順は、切手シート100面判の下側からはじめられる。第1回の目打ちで、下側耳紙に縦線

11本（下抜けという）と第1列目の下辺が目打ちされる。次に、切手1枚分ずらして同じ操作をくり返すと、第1列目が角型に
目打ちが終わり、之を10 列までくり返して、100面が完了する。」

◎片岡本の10頁～11頁
「普通櫛型は図 4のようにシートの最下段を残して、一段ずつ目打ちをしたもので、シートを逆において目打したものが逆抜

櫛型である。つまり、目打機が新しいということではなく、普通櫛型と逆抜櫛型は同じ目打機を使用し、シートを逆においた（方）
が正常の工程と改められただけである。」( 筆者注：図 4は省略　（方）は筆者が挿入 )

以上ですが、三島本では、逆抜けについて、「この櫛型の目打針を反対にシートの下方向に向けて目打
する逆抜け櫛型目打」という説明であるため、「目打針の櫛歯を逆向き（下向き）にしてシートの上から下
の方向に動かして穿孔した」という意なのか、「目打針の櫛歯は正（上向き）のままで、シートを逆に置い
て穿孔したから結果としてシートの下方に向かって穿孔する形になった」という意なのか、判然としません。

朝陽会本は、正に置かれたシートの下の耳紙から穿孔して2回目で下段の切手が角型に目打されるといっ
ています。櫛型目打の櫛歯の向きについては記述されていませんが、逆向き（下向き）になっていないと、
このようにはなりませんから、この説明は、逆抜櫛型目打の目打針の向きは、正抜きとは逆と言っているこ
とに等しいのです。しかし、片岡本では、逆抜櫛型目打は、目打穿孔機にシートの上下を逆にセットした
だけと断言しています。

三島本では曖昧なものの、朝陽会本も片岡本も、目打穿孔機に置かれたシートの穿孔は、下から上に
向かっての穿孔作業としていますので、置かれたシートの上から下に向かっての穿孔という「Ｃ説」は無さ
そうです。結局、逆抜櫛型目打は、目打針の櫛歯の向きが逆（下向き）であることが由来なのか？　ある
いは、目打針の櫛歯の向きは変わらず正（上向き）でシートを上下逆に置いたことに由来するのか？　とい
うことで、前述の「Ａ説」か「Ｂ説」かの二者択一になるのですが、どちらが正解なのでしょうか？　

実は、筆者は分かりません。どなたか、ご教示ください。

なお、グラビア４色刷輪転機で製造される切手に施された「連続櫛型目打」の正と逆については、「櫛型
目打」の場合とは趣が異なります。片岡本の13頁に記述がありますので、そのまま引用しておきます。

「（連続櫛型目打の）正と逆は目打針の歯の向きを上向きで穿孔されたものを正とし、下向きに穿孔されたものを逆と呼んで
区別している。切手面が目打機に対して逆であるのではなく、切手面が正しく向けられて、目打針の植え方が正と逆になってい
るもので、逆抜櫛型の場合と違い、目打針の向きの違いでできるものである。」
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（４）シェード

刷色は、「暗い青緑」です。
図 6－ａ、ｂ、ｃは、濃淡のシェードです。ｃは、最も濃い色と薄い色を重ねたものですが、まったく

異なる刷色のように見えます。両者の間には、濃淡の変化や青系の色合いが微妙に変化した中間色があり
ますので、どこまで分類するかは悩むところです。

片岡本では「単なる濃淡の差とはいえず、暗いというより重いという感じがするもの、にぶい青緑という
ものなどがある。」と記述されています。「重い」という表現の青緑は、ａの色かと思いますが、発行初期
のものにあるようです。また、図4の「みほん」は濃い色で、手持ちの上下両抜けシートの切手も、濃い
色という印象です。なお、「にぶい青緑」は、どの色を指しているのかは良く分かりません。

図 6 a　濃色 図 6b　淡色

図 6 c　濃淡の比較
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２．使用面

（１）適正・適応使用例

まず、郵便料金表を眺めながら、この切手の適正・適応使用例（同額面の後継の普通切手が発行され
るまでに、1枚貼り又は1枚で加貼できる料金）として考えられる料金の組み合わせを拾ってみます。

200円額面の切手は、図案を変えないで通常の普通切手サイズに小型化して刷色を変更した新切手が
昭和47年 6月10日に発行されましたので、この大型の200円切手の適正・適応使用期間は、昭和47
年 6月9日までとなります。この間には、数回の国内便または外信便の料金改正が実施されていますので、
料金の組合せは複雑で多岐にわたっています。

記事末に、新200円切手が発行される昭和47年 6月10日より前の適正・適応使用の可能性として、
99種類をリストしました。ただし、これには、価格表記の特殊使用は含んでおりませんし、定形外書状
の物品書留はリスト40～42の3点だけ示しましたが、重量と要償額との組合せ次第で、更に増えます。

延暦寺60円切手と同じく昭和41年 6月20日というタイミングでの発行であるため、7月1日の料金
改正前11日間における気が利いた使用例を入手することには、難渋します。しかし意外にも、昭和41年
7月の郵便料金改正までの11日間に使える料金組み合せは、31種類ありました。どれもが珍品であるよ
うな感じがします。もっとも、延暦寺根本中堂60円切手の例と同様に、全期間を通して、現実にはとて
もありえないような組み合わせが沢山あると思います。

①　1966（昭和41）年6月20日～料金改正前6月30日

図7は、郵便料金受領証原符ですが、広島西局の発行初日
の使用です。適用欄の「612　ソ　180」との書込みは書留引
受番号と思われますので、これは、リスト5の第2地帯宛の
書留小包（2㎏まで160円＋書留料 40円）の還付料200円
を徴収したものです。

図 7　郵便料金受領証原符（神田明彦氏蔵 ) / 広島西　昭和 41年 6月 20日
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図8はリスト17の航空便書状第3地帯宛の2倍重量便200円に書留料50円を加えたもので逸品です。

図 9は、実逓初日カバーです。外信航空便書状第3地帯ブラジル宛100円＋書留料50円の150円
料金ということで、50円を過納したものですから適正使用例ではありませんが、11日間の使用例としては、
このようなものでも我慢しなければならないところが苦しいところです。

図10は「郵便料金受領証原符」で、昭和 41年 6月27
日の局内使用例です。
還付料などを11通の郵便物で取立てて、その取立て額合

計 890 円を局内処理したものです。発行後11日間中の使
用例としては記録しておきたい物ですし、最少枚数で切手を
貼るために当時の高額切手 4 種を貼ってあるところが面白い
と思います。

図 8　外信航空便書状第 3地帯　ブラジル宛　２倍重量書留書状（神田明彦氏蔵） / ASAKUSA 1966 年 6月 28日

図 9　外信航空便書状　第 3地帯　ブラジル宛　書留書状 / 名古屋中央
（NAGOYA ) 1966 年 6月 20日

書状 100 円 ＋ 書留料 50円の 150 円料金なので、料金 50円過納 図 10　郵便料金受領証原符 / 宇都宮　昭和 41年 6月 27日
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②　発行日の1966（昭和41）年6月20日～1971（昭和46）年 4月16日

この期間にリストしているのは、31として小包第2地帯宛（2㎏～4㎏）だけです。
小包料金は、昭和41年 7月1日からの料金大改正に先んじて4月1日に値上改正されていましたが、

その地帯別重量別料金は、46年 4月17日の改正まで続きました。41年 7月1日に書留と速達の料金
改正及び簡易書留の新設などの特殊料金の改正があったので、7月1日を挟んで適応料金の組み合わせ
が変わるのですが、リスト31だけは7月1日の前後で区別しなくても良いものです。ただし、実際の使用
例は、確認できていません。

③　1966（昭和41）年7月1日～1971（昭和46）年 4月16日
　　
昭和41年7月1日に改正された国内及び外国宛の郵便料

金は、基本的な部分は昭和 47年 2月1日の国内料金改正
まで続きましたが、国内及び外国宛の特殊取扱料金改正（46
年 7月1日）、小包料金改正（46年 4月17日）、限定連合
加盟国宛船便料金導入（昭和43年10月11日）、外国宛船
便料金改正（46年7月1日）がありました。

そのため200円切手が適正・適応となる料金時期区分は
複雑になりますので、昭和41年7月改正に係る区分は5つ
に分けました。

この 46 年 4月16日までの最初の区分は小包の特殊取
扱料金と新設された「書籍小包」に関するもので、前記（１）
－②の事情によるものです。いずれの組み合わせも、ありそ
うで無いものです。

図11は、リスト34 の小包第1地帯その他宛　2㎏迄
120円＋速達料2㎏迄 80円の使用例で稀少なものですが、
速達料 80円というのが「ミソ」になっています。

7月1日の料金改正では、速達料金は従来の一律制から、
書状と小包を分けてそれぞれ重量別制に変えられました。即
ち、小包では従来一律70円であったのが、2kgまでは80円、
2kg 超えでは100円となり、書状では、一律 30円であった
ものが、200g 迄 50 円、200g ～ 500gは70 円、500g ～1kgは100 円、1kg 超えで200 円とな
りました。この重量別の速達料は、使用例の料金を計算する際の盲点となっています。

図 11　小包 第 1地帯その他宛　速達小包（水谷行秀氏蔵）
京都清水　昭和 41年 10月 12日
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④　1966（昭和41）年7月1日～1971（昭和46）年6月30日

この区分は、昭和46年7月1日に、国内及び外国宛の特殊取扱料金が値上改正されたことから、6
月30日までで区切ったものです。

定形書状や定形外書状の高額な要償額を付けた物品書留の1枚貼りなどは望むべくもありませんが、現
金書留なら可能です。図12及び図13は、リスト44の要償額51,000円超え53,000円までの現金書留（定
形書状15円＋書留料金185円）で、これに速達料50円を混貼りしたものです。50円切手は、新旧で
揃えることができます。

図 12　現封 15( 丸菱紙工製造）使用
現金書留（あずき 50円加貼の速達）要償額 51,000 円超え、53,000 円まで
青森新町　昭和 42年 8月 15日

図 13　現封 19( 製造銘なし）使用
現金書留（赤 50円加貼の速達）要償額 51,000 円超え、53,000 円まで
北海道・豊平六　昭和 45年 8月 7日
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⑤　1966（昭和41）年7月1日～1972（昭和47）年1月31日

この区分は、57 の定形外書状（500ｇ～1㎏）だけをリストしましたが、特殊取扱いをしない郵便物で
次回の料金改正まで200円1枚貼りが可能な便種は、これだけです。幸い図14で示すことができまし
たが、この使用例は、そう簡単に入手できるものではありません。

図 14　定形外書状（500g ～ 1kg）　（水谷行秀氏蔵）/ 博多　昭和 42年 11月 9日
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⑥　1966（昭和41）年7月1日～1972（昭和47）年6月9日

この区分でリストしたものは、新200円切手が発行さ
れる47年 6月10日まで、昭和 47年 2月1日の料金改
正に関係なく適正・適応で使用できたものです。料金自体
は、国内便は昭和 51年1月25日の改正迄、外国宛航
空便は、47年7月1日の改正まで継続しています。

リスト58の、定形外書状の料金は、1kg～2kg700円、
～3㎏1,200円、～4kg1,700 円となりますが、当時とし
ては高重量・高額料金でありこれ自体少ないと思いますの
で、さらに速達にしたものはもっと稀少でしょう。200円
切手加貼りでなくても欲しいものです。

外国宛航空便では、書状なら重量便で見つけることが
出来ます。図15、図16は、桂離宮110円切手との貼合
わせで、格調が高いと思います。

図15は、リスト60の外信航空便書状第1地帯宛の
10ｇ迄 60円＋40ｇ～ 50ｇ分200 円加貼の一刻み上
の重量便で、10ｇ迄 60円＋10ｇ～20ｇ50 円を110
円切手で充当して、さらに4倍重量（50ｇ～ 60ｇ）分の
200 円を加貼したものです。いわゆる6倍重量便という
ものです。

図16は、リスト61の航空便書状第3地帯宛　10ｇ
迄110円に20ｇ～30ｇ分200円加貼の使用例で、消
印は1968（昭和43）年10月31日です。

図 15　外信航空便書状　第 1地帯　台湾宛
HONGO　1967 年 5月 30日

10g 迄　60円
60g 迄　250 円（50円× 5倍）
　　計　310 円

書状基本料金 10g 迄 60 円＋（10g ～
20g）50 円を 110 円切手で充当し、残額
を 200 円切手で充当したもの。

図 16　航空便書状　第 3地帯　西ドイツ
宛 / SHIBUYA　1968 年 10 月 31日　書状基本料金　10g 迄 110 円＋ 20g ～ 30g 分　200 円加貼
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⑦　1966（昭和41）年7月1日～1968（昭和43）年10月10日
⑧　1968（昭和43）年10月11日～1971（昭和46）年6月30日

この二つの時期区分は、日本が1968 年10月にアジア・太平洋郵便連合（ＡＰＰＵ、旧アジア・オセア
ニア郵便連合）に加盟したことに伴い、10月11日から加盟国宛の船便の書状と葉書の料金がＵＰＵ料金
より低料となったことによるものです。

ただし、200 円1枚貼りが可能なのはＵＰＵ料金の方で、（１）－⑦はＡＰＰＵ加盟前、（１）－⑧は
ＡＰＰＵ加盟後のものです。20ｇ迄50円、20g超えで20ｇ毎30円という料金では、200円料金は
100ｇ～120ｇという重い書状です。一度見てみたいものです。

⑨　1971（昭和46）年 4月17日～1972（昭和47）年6月9日

昭和 46年 4月17日に小包料金の地帯別重量別
料金が改正され、200円料金はリスト70の第1地
帯その他宛1kgまでと、リスト71の書籍小包の1.5kg
～2kgの料金に適応することになりました。
図17は、小包の方の使用例です。

図 17　小包　第 1地帯その他（～ 1kg）栃木県狭山市→東京都練馬区
（水谷行秀氏蔵）

狭山・水野　昭和 46年 12月 21日
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⑩　1971（昭和46）年7月1日～1972（昭和47）年1月31日
⑪　1971（昭和46）年7月1日～1972（昭和47）年6月9日

昭和 46 年 7月1日に、国内及び外
国宛郵便の特殊取扱料金が改正され、
基本料金は翌47年 2月1日に改正さ
れたことから、この期間の国内の特殊
取扱郵便物は、7か月の短期料金とし
て注目されています。また、外国宛の
航空郵便料金は、47年 7月1日に改
正されたので、こちらの組合せも1年間
ということになります。

200円切手の適応例として挙げた（１）
－⑩のリスト72～74は、現金書留を
含めて定形重量便ですが、存在量は少
ないと思います。

（１）－⑪の期間には、昭和47年 2
月1日の料金改正を挟んで新旧の基本
料金と特殊取扱料金との組合せが多く
ありますが、新200円切手が発行され
る昭和47年 6月10日までの新料金と
の組合せは、旧料金との組合せよりも
難しいのではないかと思います。

図18は、旧料金との組合せの方で
すが、リスト75の定形外書状書留の重
量便速達で、旧料金350ｇ～ 400g
の定形外95円料金に、書留料100円
と200ｇ～1kgの重量便速達料100
円を200円切手で加貼りしたものです。
95円分の切手の組合せを問う必要は
ないでしょう。

なお、1kgを超えた書状の速達料は200円（リスト58）で、これは昭和41年7月1日以来、同額で
据え置かれていました。

図 18　定形外書留配達書状 / 戸塚　昭和 46年 10月 29日



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

52

図19、20は、リスト76の書留特別送達料　200円加貼（書留料100円＋特別送達料100円）の
使用例で、書状旧料金15円との貼り合わせは、前述のとおり7ヵ月短期使用のため集めにくいものの一
つです。しかし、書状料金が20円に改正された47年2月1日以降、新200円切手が発行される前の
47年 6月9日までの20円切手との貼り合わせは4ヵ月間しかありませんので、要注意です。図20は、
20円切手との組み合わせですが、ずっと後の使用例ですので、格落ちです。

図 19　特別送達書状
津山　昭和 46年 9月 28日
書状基本料金　15円

図 20　特別送達書状
仙台中央　昭和 48年 1月 12日

書状基本料金　20円
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この期間の外信便は、書留も別配達も同額の100 円となり、第3地帯宛ての重量割増が10ｇ毎に
100円でしたので、これら3要素の内2要素の組合せで200円切手が使えることになりました。

図21は、リスト83の航空便書状第3地帯宛　10ｇ迄110円＋200円加貼（10ｇ～20ｇ分100
円＋書留料100円）の外信書留です。消印は1972（昭和47）年 6月12日です。2日前の6月10日に
は小型化された新200円切手が発行されましたので、適応使用の厳密な定義からは外れています。しかし、
7月1日には基本料金の方が改正されましたので、この料金の組み合わせは6月30日迄ですから、一般
使用としてはやむを得ない日付です。

なお、リスト79から94 迄の外信航空便の200円切手使用例に関しては、小型化された新200円切
手の適正使用期間は僅かに21日間だけであることにも注目してください。

図 21　航空便書状　第 3地帯　西ドイツ宛　書留書状 / KOBE PORT　1972 年 6月 12日
書状基本料金　10g 迄 110 円＋ 200 円加貼（10g ～ 20g 分 100 円＋書留料 100 円）
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⑫　1971（昭和47）年2月1日～1972（昭和47）年6月9日

この区分は昭和47年2月1日からの国内料金改正に伴うもので、この料金期間は昭和51年1月25
日改正まで続きますが、新200 切手が発行されるまでの適応期間は、前述のとおり４ヵ月と９日に過ぎま
せん。したがって、その間の使用例は容易に集まらず、47年中の使用ぐらいで我慢せざるを得ません。こ
こで示すものは、残念ながら全て新切手発行後の使用です。

図22はリスト97の現金書留、図23はリスト98の現金書留の速達使用例です。（１）－⑩でリストし
た定形重量便料金20円の現金書留に似ていますが、定形書状基本料金の値上により20円が定形書状
の基本料金になりました。

図 22　現封 19( 製造銘なし）使用
現金書留（水谷行秀氏蔵）要償額 40,000 円超え、45,000 円迄

京都田中里ノ前　昭和 47年 9月 4日

図 23　現封 19( 製造銘なし）使用
現金書留速達　要償額 5,000 円超え、10,000 円迄

板橋弥生　昭和 47年 11月 21日
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図24は、リスト99の定形外簡易書留速達ですが、10月の使用例です。とはいえ、定形外書状料金
が 40円、55円、70円・・となった3段階目の料金に、書留ではなく簡易書留としたところが秀悦です。

図 24　定形外簡易書留速達書状（水谷行秀氏蔵）
定形外 70 円＋簡易書留料 60 円＋速達料 70 円＝ 200 円

宇部山大病院内　昭和 47年 9月 29日



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

56

（２）多数貼り

高額面であるが故、国内便では多数貼った使用例を期待できるのは小包くらいしかありませんが、昭和
47年ぐらいまでに限れば、国内便での多数貼りは未見です。

外信便では、重量便や特殊取扱を付けることによって2枚、3枚と貼った使用例が残っていますし、4
枚以上も少なからずあります。但し、一色貼りとはいかず、他の切手との貼り合わせになってしまいますし、
200円切手の適応使用となっていないこともあります。

図25は、リスト84の航空便書状第3地帯英国宛の重量超過分と別配達分の加貼例ですが、それよ
り20g多いのでもう1枚の200円切手を貼り足した4倍重量便で、200円切手の適応使用になっています。
書状の基本料金として桂離宮110円切手が貼られていれば、完璧でした。

図26は、航空便書状第2地帯米国に宛てた12倍重量便で、10 倍料金分を200円切手 4 枚で充当
しています。

図27は、航空便書状第2地帯米国に宛てた書留別配達の14倍重量便で、200円切手5枚貼りです。
料金が10円不足になっているのが残念ですが、貫録品です。

図 25　航空便書状　第 3地帯　英国宛　別配達書状（30g ～ 40g）/ TOKYO 1972 年 3月 29日
書状基本料金 10g 迄 110 円＋ 300 円（100 円 / 10g × 3）＋別配達料 100 円＝ 510 円
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図 26　航空便書状　第 3地帯　米国宛　書状（110g ～ 120g）/OSAKA 1971 年 6月 19日
書状基本料金 10g 迄 90 円＋ 880 円（80円 / 10g × 11）＝ 970 円

図 27　航空便書状　第 2地帯　米国宛　書留別配達書状（130g ～ 140g）/ OSAKI 1969 年 8月 31日 ( 吉田敬氏蔵）
書状基本料金 10g 迄 90 円＋ 1040 円（80円 / 10g × 13）＋書留料 70円＋別配達料 95円＝ 1295 円

（貼付切手は 1285 円分につき　10円不足）
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（３）適応使用ではないが外せない使用例

郵便局の窓口局員さんが、引き受けた郵便物に切手を貼る場合、最も効率良く料金を充当できる額面の
組合せで切手を貼るのが原則ですから、その模範的な例として外信便から2点取り挙げます。

図28は、（１）－④の区分期間の航空便書状第3地帯宛の別配達便（書状110円＋別配達料95円）
です。別配達料95円に適応する額面の切手が無かったため、この時期の別配達は混貼りカバーばかりで
すが、このようなすっきりしたものは多くはありませんので、使用例からは外せません。

図29は、（１）－⑥の区分期間の航空便書状第3帯宛の2倍重量便（110円＋100円）です。
200円切手と10円切手の貼り合わせでは、桜10円切手がもっぱら使われており、昭和47年2月1

日に発行された鹿10円切手との組合せは、この年の6月30日までしかありません。

図 28　航空便書状　第 3地帯　スイ
ス宛　別配達書状 / TOKYO 1968 年
4月 17日
書状基本料金 10g 迄 110 円＋別配達
料 95円＝ 205 円

図 29　航空便書状　第 3地帯　スイス宛　重
量便書状 / ISHIOKA 1972 年 6月 14日
書状基本料金 10g 迄 110 円＋ 100 円（10g
～ 20g) ＝ 210 円
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（４）後期の1枚貼り使用例

新200 円切手の発行直後の昭和 47年 7月1日に外国宛郵便料金の基本料金が改正され、第3地
帯宛ての航空便書状が100円になったことから、書留料100円または別配達料100円と組み合わせた
200円1枚貼りの料金ができました。

47年7月1日料金改正後の早いうちの使用例は、小型音声菩薩切手への切り替わり期間ということで
意味のある使用例と言えましょうが、図30の料金改正後 2年も経過した昭和49年 9月21日差出しの
航空書状書留でも、ちょっと遅いもののまだ茶色の埴輪 200円が発行される前ですので、ま、いいかと
思います。

また、昭和51年1月25日には、国内、外国宛とも、大幅な料金改正があったため、国内では定形
速達書状 ( 図 32、定形書状50円＋速達料150円 )、外国宛では航空便書状第2地帯宛（図31、10
ｇ迄120円＋10ｇ毎 80円）など、大量に使われる便種で200円1枚貼り料金ができました。

しかし、昭和49年11月11日には、小型の音声菩薩図案切手に代わる茶色の埴輪図案の新切手が、
さらに昭和51年1月25日には橙色に刷色を変えた埴輪図案の新切手が発行されていましたので、流石
に大型200円切手は主役ではありませんから、参考程度の位置付けです。

図 30　航空便書状　第 3地帯　イタリア宛　書留書状 （水谷行秀氏蔵）/ NAKANO 
1974 年 9月 21日　書状基本料金 10g 迄 100 円＋書留料金 100 円＝ 200 円

図 31　航空便書状　第 2地帯　米国宛　重量便書状 （水谷行秀氏蔵）/ YAMATO 1976
年 4月 26日　書状基本料金 10g 迄 120 円＋ 10g ～ 20g 80 円＝ 200 円

図 32　定形速達書状　定形 50円＋速達料 150 円＝ 200
円　大阪・城東　昭和 51年 5月 18日
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（５）究極の局内使用

局内使用の代表例には、別納料金納付や図7、図10に示したような郵便料金受領証原符がありますが、
図33は、内容証明の局内保管分です。今なら、個人情報保護等もあり、払下げられることもなく廃棄さ
れる類のものです。今となっては、究極の局内使用例と言えるでしょう。

料金は、謄本1枚100円、謄本1枚増すごとに50円（昭和41年7月1日～51年1月24日）です
ので、これは謄本 3枚（内容証明用紙 3枚）で200円の例です。

図 33　内容証明 （水谷行秀氏蔵）/ 赤坂　昭和 47年 2月 2日
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（６）消印
　

①　和文ローラー印

普通のローラー印はたくさんありますが、流石に図34のような発行初日のローラー印は少ないと思いま
す。初日カバーに押すのはだいたい和文櫛型印か欧文印ですので、郵趣家でさえ残していないと思います。
図35は片仮名入りローラー印です。小包使用で押印される機会が比較的多いと思いますが、どんな便種
でも良いですから実際の使用例を見てみたいものです。

②　鉄道郵便印

図36は、どのような使われ方をしたのでしょう。もちろん1枚貼りではなく、定形外書状などで他の
切手と混貼りされたものと思います。

図 34（水谷行秀氏蔵）
甲府

昭和 41年 6月 20日

図 35（水谷行秀氏蔵）
ミヤギ /大河原

昭和 41年 12月 28日

図 36（水谷行秀氏蔵）　東京仙台間 / 下二・平仙
昭和 47年 7月 5日
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３．最後にフェイクに関する話

今年の7月、ヤフーオークションに、図37-1が出品されました。

「額面 00円音声菩薩緑色２連参考品」というタイ
トルでしたが、一見して？？？のものです。しかし、ご
丁寧に本物の切手と思しきものを一緒に並べた画像
（図37-2）もありましたので、物としては、本物と同
じちゃんとした印刷にも見えます。目打もしっかりある
し、紙の反り具合も本物らしい雰囲気が出ています。

00円？　何だろう？　偽造ならどうやって数字の2を消したのだろう？　もしかして、知られていない
試作品では？　本物なら自慢できるぞ！　という具合で、結構良い金額での複数人の競争になりました。
斯くいう筆者も、参戦した一人です。

後日、落札した某氏から、凹版印刷ではなくただのプリント品だったという話を聞きました。

出来栄えは現物を前にしての相対取引はとても無理で、ネットオークションにしか出せないもの。落札
者が無知であればこれ幸い！と、いう感じでしょうか。

この一件からは、タイトルに書かれた「参考品」の語句は素直に信じること、この新しい時代の切手で、「み
ほん」以外にきちんと製作されたプルーフや試作品の類は存在しないこと、あったとしても、少なくともネッ
トオークションで売られることはあり得ないことを認識すべし、という教訓を改めて得ました。なお、この
落札品は出品者と交渉の末、返品・返金に応じて貰ったそうです。なお、この稿を校正している9月初でも、
複数人から似たようなものや「みほん」と書かれた単なるカラーコピーの商品が未だ出品されていますので、
くれぐれもご注意を。

図 37-1

図 37-2
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（参考資料）新200円切手が発行される昭和47年 6月10日より前の適正・適応使用99種類
①　発行日の1966（昭和 41）年 6月20日～料金改正前6月30日

1    （国内）書状10円＋書留料 40円＋引受時刻証明料 60円＋配達証明料 60円＋速達料 30円
2    （国内）書状重量便　7倍重量70円＋書留料 40円＋引受時刻証明料又は配達証明料 60円＋速達料 30円
3    （国内）書状重量便　20 倍重量
4    （国内）小包第1地帯市内宛　2㎏～4㎏ 90円＋書留料 40円＋速達料70円
5    （国内）小包第2地帯宛　 2㎏まで160 円＋書留料 40円【図7）】
6    （国内）書籍小包　 500ｇ～1㎏ 90円＋書留料 40円＋速達料70円
7    （外国）書状　APO宛　15倍重量便150 円＋書留50円
8    （外国）書状　APO宛　13倍重量便130 円＋別配達70円
9    （外国）書状　APO宛 　8倍重量便80円＋書留50円＋別配達70円
10（外国）船便 業務用書類　400ｇ迄 80円＋書留50円＋別配達70円
11（外国）船便 業務用書類　750ｇ迄150 円＋書留50円
12（外国）船便 業務用書類　650ｇ迄130 円＋別配達70円
13（外国）船便 小型包装物　250ｇ迄 80円＋書留50円＋別配達70円
14（外国）船便小型包装物　250ｇ迄 80円＋600ｇ～ 650ｇ分120 円　
15（外国）航空便書状　南西諸島宛　25円×8倍重量便（～80ｇ）
16（外国）航空便書状　第1地帯宛　50円×4倍重量便（30ℊ～40ｇ）　
17（外国）航空便書状　第3地帯宛　100 円×2倍重量便（10ｇ～20ｇ）【図 8】
18（外国）航空便印刷物・点字郵便・商品見本・業務用書類・録音郵便物 南西諸島宛　20円×10 倍重量便（180ｇ～200g）
19（外国）航空便第印刷物・点字郵便・商品見本 第 2地帯宛　40円×5倍重量便（80ｇ～ 100g）
20（外国）航空便印刷物・点字郵便・商品見本 第 3地帯宛　50円×3倍重量便（40ｇ～ 60g）150 円＋書留50円
21（外国）航空便印刷物・点字郵便・商品見本 第 3地帯宛　50円×4倍重量便（60ｇ～80g）
22（外国）航空便業務用書類・録音郵便物　第2地帯宛　100ｇ～120g 分200 円加貼
23（外国）航空便業務用書類・録音郵便物　第3地帯宛　80ｇ～100g 分200 円加貼
24（外国）航空便小型包装物　第2地帯宛　100ｇ迄 200 円
25（外国）航空便小型包装物　第3地帯宛　80ｇ迄 200 円
26（外国）航空便小型包装物　第1地帯宛　100ｇ迄150 円＋書留50円
27（外国）航空便小型包装物　第3地帯宛　60ｇ迄150 円＋書留50円
28（外国）航空便小型包装物　南西諸島宛　600ｇ～ 660g 分200 円加貼
29（外国）航空便小型包装物　第2地帯宛　300ｇ～360g 分200 円加貼
30（外国）航空便小型包装物　第3地帯宛　240ｇ～300g 分200 円加貼
注）国内及びAPO宛ての書状には、第1種（20g 毎10円）と第5種（50g 毎10円）を含む。

②　発行日の1966（昭和 41）年 6月20日～1971（昭和 46）年 4月16日
31（国内）小包第2地帯宛　（2㎏～4㎏）

③　1966（昭和 41）年7月1日～1971（昭和 46）年 4月16日
32（国内）小包第1地帯市内宛　　2㎏迄 70円＋速達料2㎏迄 80円＋簡易書留料50円
33（国内）小包第1地帯市内宛　　2㎏迄 70円＋書留料 60円＋配達証明料70円
34（国内）小包第1地帯その他宛　2㎏迄120 円＋速達料2㎏迄 80円【図11】
35（国内）書籍小包　　1.5㎏～2㎏120 円＋速達料2㎏迄 80円

④　1966（昭和 41）年7月1日～1971（昭和 46）年 6月30日
36（国内）定形書状　（25ｇ～ 50ｇ20円＋書留料 60円＋配達証明料70円＋速達料50円
37 （国内） 定形書状　（25g迄15円＋要償額150,000 円～153,000 円書留料135円＋速達料50円）
38（国内）定形書状　（25g迄15円＋要償額 250,000 円～253,000 円書留料185円）
39（国内）定形書状　（25g～ 50g20 円＋要償額 240,000 円～243,000 円書留料180 円）
40（国内）定形外書状　（25g～ 50g25円＋要償額 230,000 円～233,000 円書留料175円）
41（国内）定形外書状　（50g～100g35円＋要償額 210,000 円～213,000 円書留料165円）
42（国内）定形外書状　（100g～150g45円＋要償額190,000 円～193,000 円書留料155円）
43 （国内）  現金書留　（25g迄15円＋要償額31,000円～33,000円書留料135円＋速達料50円）
44（国内）現金書留　（25g迄15円＋要償額51,000 円～ 53,000 円書留料185円）【図12、13】
45（国内）船便印刷物　50ｇ迄 25円＋400ｇ～450ｇ分80円＋別配達料95円
46（国内）船便商品見本　50ｇ迄 25円＋400ｇ～450ｇ分80円＋別配達料95円
47 （外国）航空便書状　南西諸島宛　10ｇ迄 30円＋30ｇ～40ｇ分75円＋別配達料95円
48 （外国）航空便葉書　第1地帯宛　35円＋書留料70円＋別配達料95円
49（外国）航空便印刷物　南西諸島宛　20ｇ迄 30円＋100ｇ～120ｇ分100 円＋書留料70円
50（外国）航空便印刷物　第1地帯宛  80ｇ迄130 円＋書留料70円
51（外国）航空便印刷物　第2地帯宛　20ｇ迄50円＋40ｇ～ 60ｇ分80円＋書留料70円
52（外国）航空便小型包装物　第1地帯宛　80ｇ迄130 円＋書留料70円
53（外国）航空便商品見本　第1地帯宛  80ｇ迄130 円＋別配達料70円
54（外国）航空便商品見本　第2地帯宛  60ｇ迄130 円＋別配達料70円
55（外国）APO宛書状　定形外100gまで35円＋書留料70円＋別配達料95円
56（外国）APO宛書状　定形外 450gまで105円＋別配達料95円
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⑤　1966（昭和 41）年7月1日～1972（昭和 47）年1月31日
57（国内）定形外書状　（500ｇ～1㎏）【図14】

⑥　1966（昭和 41）年7月1日～1972（昭和 47）年 6月9日
58（国内）定形外書状　1㎏以上速達料200 円加貼
59（外国）航空便書状　南西諸島宛　10ｇ迄 30円＋80ｇ～ 90ｇ分200 円加貼
60（外国）航空便書状　第1地帯宛　10ｇ迄 60円＋40ｇ～ 50ｇ分200 円加貼　【図15】
61（外国）航空便書状　第3地帯宛　10ｇ迄110 円＋20ｇ～30ｇ分200 円加貼　【図16】
62（外国）航空便印刷物　南西諸島宛　200ｇ～220ｇ分200 円加貼
63（外国）航空便印刷物　第2地帯宛　100ｇ～120ｇ分200 円加貼
64（外国）航空便印刷物　第3地帯宛　80ｇ～100ｇ分200 円加貼
65（外国）航空便小型包装物　南西諸島宛　260ｇ～280ｇ分200 円加貼
66（外国）航空便小型包装物　第2地帯宛　160ｇ～180ｇ分200 円加貼
67（外国）航空便小型包装物　第3地帯宛　140ｇ～160ｇ分200 円加貼

⑦　1966（昭和 41）年7月1日～1968（昭和 43）年10月10日
68（外国）船便書状　（100ｇ～120ｇ）

⑧　1968（昭和 43）年10月11日～1971（昭和 46）年 6月30日
69（外国）船便書状　ＵＰＵ宛　（100ｇ～120ｇ）

⑨　1971（昭和 46）年 4月17日～1972（昭和 47）年 6月9日＞
70（国内）小包第1地帯その他宛　（1㎏迄）　【図17】
71（国内）書籍小包　（1.5㎏～2㎏）

⑩　1971（昭和 46）年7月1日～1972（昭和 47）年1月31日
72（国内）現金書留　（25g～ 50g20 円＋要償額 40,000 円～45,000 円書留料180 円）（1000 円札混じりの重量便）
73（国内）定形書状　（25g～ 50g20 円＋要償額 240,000 円～243,000 円書留料180 円）
74 （国内）  定形書状　（25g～50g20円＋要償75,000円～80,000円書留料130円＋速達料70円）

⑪　1971（昭和 46）年7月1日～1972（昭和 47）年 6月9日
75 （国内）定形外200g～1㎏書留速達 200 円加貼（書留料100 円＋速達料200g～1㎏100 円） 【図18】
76（国内）書留特別送達　200 円加貼（書留料100 円＋特別送達料100 円）【図19、図 20】
77（外国）書留別配達料　200 円加貼（書留料100 円＋別配達料100 円）
78（外国）船便印刷物　（500ｇ～1kg）
79（外国）航空便書状　南西諸島宛　10ｇ迄 30円＋200 円加貼（40ｇ～ 50ｇ分100 円＋書留料100 円）
80（外国）航空便書状　南西諸島宛　10ｇ迄 30円＋200 円加貼（40ｇ～ 50ｇ分100 円＋別配達料100 円）
81（外国）航空便書状　第1地帯宛　10ｇ迄 60円＋200 円加貼（20ｇ～30ｇ分100 円＋書留料10081）
82（外国）航空便書状　第1地帯宛　10ｇ迄 60円＋200 円加貼（20ｇ～30ｇ分100 円＋別配達料100 円）　
83（外国）航空便書状　第3地帯宛 10ｇ迄110 円＋200 円加貼（10ｇ～20ｇ分100 円＋書留料100 円）　【図21】
84（外国）航空便書状　第3地帯宛 10ｇ迄110 円＋200 円加貼（10ｇ～20ｇ分100 円＋別配達料100 円）　【図25】
85（外国）航空便印刷物　南西諸島宛　20ｇ迄 30円＋200 円加貼（100ｇ～120ｇ分100 円＋書留　料100 円）
86（外国）航空便印刷物　南西諸島宛　20ｇ迄 30円＋200 円加貼（100ｇ～120ｇ分100 円＋別配達料100 円）
87（外国）航空便印刷物　第1地帯宛  40ｇ～ 60ｇ100 円＋書留料100 円
88（外国）航空便印刷物　第1地帯宛  40g ～ 60ｇ100 円＋別配達料100 円
89（外国）航空便印刷物　第3地帯宛　20ｇ迄 60円＋200 円加貼（40ｇ～ 60ｇ分100 円＋書留料100 円）
90（外国）航空便印刷物　第3地帯宛　20ｇ迄 60円＋200 円加貼（40ｇ～ 60ｇ分100 円＋別配料100 円）
91（外国）航空便小型包装物　南西諸島宛　80ｇ迄 90円＋200 円加貼（160ｇ～180ｇ分100 円＋書留料100 円）
92（外国）航空便小型包装物　南西諸島宛　80ｇ迄 90円＋200 円加貼（160ｇ～180ｇ分100 円＋別配達料100 円）
93（外国）航空便小型包装物　第3地帯宛　80ｇ迄 210 円＋200 円加貼（140ｇ～160ｇ分100 円＋書留料100 円）
94（外国）航空便小型包装物　第3地帯宛　80ｇ迄 210円＋200円加貼（140ｇ～160ｇ分100円＋別配達料100円）

⑫　1972（昭和 47）年2月1日～1972（昭和 47）年 6月9日
95（国内）定形書状　（～25g20 円 +要償額 200,000 円～205,000 円書留料180 円）
96（国内）定形外書状　（～50g40 円 +要償額150,000 円～155,000 円書留料160 円）
97（国内）現金書留　（～25g20 円＋要償額 40,000 円～45,000 円書留料180 円）【図22】
98 （国内）現金書留（～25g20 円＋要償額5,000 円～10,000 円書留料110 円＋速達料70円）【図23】
99（国内）定形外書状　（100ｇ～150g70 円＋簡易書留料 60円＋速達料70円）【図24】
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東京五輪付加金つき切手の目打型式
永吉 秀夫

　
戦後普通切手、特に動植物国宝シリーズ以降の専門的収集をめざす収集家は、今でも少なくありません。

日専戦後編 (2010-11年版が最終ですが )には、目打型式やグラビアスクリーンの細分類に始まり、カラー
マークの色調や計数番号の字体・色に至るまで、あらゆる製造面要素にわたる分類表が載っています。こ
の分類表は、今でも大いに役立っています。

しかしそれと比べて、同時期の記念特殊切手の製造面に目を向ける収集家は多くないようです。それも
無理ありません。原則1回限り製造の記念特殊切手では、同一切手にバラエティが見られる例はほとんど
ありません。わずかに定常変種のバラエティが、知られているだけです。

しかし記念特殊切手にグラビア多色印刷が導入された昭和30年代は、切手製造技術の発展期にあた
るため、製造面要素の「変遷」を楽しむことはできます。特に数年間程度で完結したシリーズ切手は、こ
れら製造面要素の変遷を含めたミニコレクションを作るのに適したテーマです。

幸いなことに、この時期の記念特殊切手は、今では初期の一部の切手を除いて額面程度で買えるもの
がほとんどです。しかもその額面が低いため、1000円も出せば数シートの切手を入手することができます。
シートでないと分類できない目打型式の収集も、気軽に始めることができます。

この時期の記念特殊切手には、例は少ないながらも、同一切手上にバラエティが存在するものがありま
す。これまで目を向ける収集家が少なかったため、新たな「発見」に遭遇する機会も少なくありません。
しかし日専には詳しいデータが掲載されていないため、それが本当に新発見なのかどうか悩むことがあり
ます。本稿では1961年から64 年まで、6次にわたって発行された20種の東京五輪付加金つき切手に
ついて、最近「発見」したバラエティを含め、筆者が把握している目打型式のバラエティをまとめておきた
いと思います。

そんなのは昔から知られているよとか、ここには取りあげられていないこんなバラエティを持っているよ
という方がおられたら、本誌や他の公的な研究誌等で、ぜひ報告していただきたいと思います。このシリー
ズについては、2009年に筆者が担当した「郵趣」誌上の連載記事最終回の中で取りあげましたが、そこ
に書かれている内容も含めて、基本的なところから始めたいと思います。もっと古い文献としては、三島良
績「日本切手の製造」の中にも、一部ですがこのシリーズの目打分類表 (山本義之氏の文献よりの転載 )
があります。また行徳国宏氏の文献にも、山本氏、三島氏の文献から引用した分類表が載っています。

文中で永吉さんも書かれていますが、記念特殊切手の製造面で、これまでに取りあげら
れていないバラエティをお持ちの方は是非、本誌でご報告をお願い申し上げます。（編集部）
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(1) 概要

本シリーズが登場した1961年は、その後30年以上にわたって日本切手の主流となった連続櫛型目打が、
記念特殊切手でも使用されるようになった年です。しかし凹版印刷の本シリーズは、この新型目打とは無
縁です。

本シリーズに使われた目打型式は、基本的には、その3年前の1958 年頃から記念特殊切手の主役と
して、国定公園シリーズ(第 8集琵琶湖以前 )などに使われていた「2シート続き櫛型目打」です。

4シートがけ大判シートの状態で、図1aのようにして穿孔されました。目打針を赤色で示した形状に植
えつけた穿孔装置を12回作動させて、4シート分の穿孔が終わります。したがって出来上がった窓口シー
トには、目打が片側の耳に貫通したシート( 通常の櫛型目打シート)と、両耳に貫通したシートの2種類
が生じます。

末期には両抜けシートしか見つからない切手もありますが、それは1963年11月以降、図1bのように
耳紙上で1回余分に穿孔するのが標準工程となったためです。

図 1a ( 下抜け） 図 1b ( 上下抜け）

4シートがけ目打穿孔の概念図
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さらに櫛型目打の櫛の向きは、銘版のついている側を「下」として、上向き・下向きの2種類があり、
その結果として片抜けシートには「上抜け」と「下抜け」の2種類が存在します。両者の違いは、穿孔装
置の違いというより、穿孔装置に送り込むシートの向きの違いによって生じたものと考えられます。両抜け
シートは、きれいに穿孔されている場合は向きがわかりません。

しかしこの時期の櫛型目打では、次頁以降に展開する実例のように継ぎ目が観察できる場合もあり、こ
のようなシートを使って櫛型目打の向きを分類することができます。

まずはシリーズ全体の分類表を、表1に示しておきましょう。ちなみに以前「郵趣」に掲載した分類表
にはミスプリがあり、その後訂正記事を載せていただきました。その後の研究結果も、可能な限り反映さ
せてあります。◎は筆者が現物または写真を所持しているもの、○は推定されるものを表しています。

上抜け 下抜け 上下抜け
上向き 下向き

1集 ◎ ◎
2集 ◎ ◎
3集 ◎ ◎
4集 ◎ ◎

5集 馬術 ◎ ◎ ◎
馬術以外 ◎ ◎

6集

カヌー ◎ ◎
サッカー ◎ ◎
重量挙げ ○ ○
近代五種 ○ ◎

◎ 現物または写真を所持
◯ 推定

表 1　目打型式一覧

(2)第1～3集の上抜け・上下抜け2シート続き目打

これら3集では、櫛型目打の向きを上向きにして穿孔されました。本シリーズの発行に先だって、1961
年初頭より記念切手の題字が廃止されていたため、題字を目打が貫通する心配が不要となり、当時の普
通切手で使われていた「普通櫛型目打」と同じ向きにセットされたわけです。結果として、「上抜け」「上下
抜け」の2種類のシートが1:1の割合で製造されることになりました。

2種類のシートが同数存在するはずなので、どちらかが珍品ということはありません。これらのバラエティ
は、シートでなくても、下耳つきブロック(例えば銘版つき田型 )であれば簡単に分類できます。「普通の
コレクション」の中でも、小さなブロックでそれらの目打バラエティを含めると、変化をつけることができ
ます(図 2)。
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図 2　第 3集の整理例
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上下抜けシートでも、図3のように目打の継ぎ目が観察できる場合は、上向きとなっているはずです。
もし下向きのシートがあれば「新発見」ということになります。

もっともこれまで記念特殊切手の製造面に関心を持つ人が少なかったため、このような新発見の可能性
がないとは断言できません。ちなみに三島本では第2集「水球」の「下抜」の欄に△マークがついていますが、
筆者は未確認です。お持ちの方はおられるでしょうか？

継ぎ目の観察では、横目打のすぐ上側または下側で縦目打のずれが見られるかどうかに着目しますが、1
箇所のずれだけでは、よほどずれが大きくない限り目打の向きを断言できません。たまたま目打針が曲がっ
たために生じたずれかも知れないからです。

しかし図3のように、対応する2箇所の位置で異なる形状のずれが観察される場合は、ずれの程度が
小さくても、その位置に継ぎ目があると断言することができます。

この図 (および以下の多くの図 )では、特に着目していただきたい2箇所の継ぎ目を、黒矢印で示して
います。

図 3　第 2集「柔道」の上下抜け上向き目打
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(3) 第 4 集の下抜け・上下抜け2シート続き目打

1963年になって発行された第4集では、この櫛型目打の向きが逆向きに改められたため、窓口シート
は「下抜け・上下抜け」のセットとなりました。ちょうど鳥シリーズがこの目打で登場した時期に当たります。
普通切手の「逆抜櫛型目打」も、この時期に登場しました。

上でも述べたように、櫛型目打の作業工程が変更されて、穿孔装置に送り込むシートを逆向きにセット
するのが標準となったためと考えられます。

この目打バラエティを、小さなブロックを使って図2のような形で整理するには、上耳つきのブロックが
必要です。目打の継ぎ目が観察できる場合はすべて下向きとなっているはずですが、一応は気にしておく
価値があります。もし上向きのものがあったら新発見です。

(4) 第 5集～ 6集の上下抜け目打

1963年11月発行の第5集以降は、次項で取りあげる「馬術」を別にして、すべてのシートが上下抜け
です。鳥シリーズ「きじばと」で採用された新型上下抜け目打が採用されています(正確に言うと、発行日
は東京五輪第5集の方が9日前）。

4シート分をまとめて穿孔していることに違いはありませんが、櫛型目打の穿孔を耳紙上で1回多く行う
ように改めたため、すべてのシートが上下抜けとなりました。

なお三島本では左右抜けの欄に「？」が見られますが、もし存在するとしたら、櫛型目打1段の切手数
が、シートあたり1個多い5面となります。わざわざ別の目打枠を準備しなければ、そのような穿孔はで
きません。単なる操作ミスでは、そのような結果になりません。左右抜けが存在する可能性は、限りなく
小さいでしょう。

また2009年に筆者が担当した「郵趣」誌上の連載記事最終回に掲載した分類表では、第5集の馬術
以外の切手を「下抜け・上下抜け」としていますが、これはミスプリです。すべてのシートが上下抜けです(2010
年 3月号に訂正記事掲載 )。

櫛型目打の向きが明瞭に現れている例は多くありませんが、図4の第5集「自転車｣ は下向きです。横
目打の上側に継ぎ目が見られ、程度は著しくありませんが、継ぎ目での穴間隔が狭かったり広かったりして
います。

図5の第6集「近代五種」は、説明を加えるまでもないでしょう。最下段の櫛型目打が大きくずれて、
一見して下向きであることがわかります。鳥シリーズの両抜け目打が下向きであること、この時期の普通切
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手の櫛型目打では下向きの「逆抜櫛型」が標準となっていることからも、第5～ 6集の上下抜け目打は下
向きであると考えるのが自然です。筆者はごく最近まで、次項の ｢馬術｣ を別にして、第5集以降の7種
の目打はすべて下向き上下抜けであると確信していました。

図 4　第 5集「自転車」の下向き目打

図 5　第 6集「近代五種」の下向き目打
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(5) 第 5集「馬術」の謎

第5集の4 種セットの中で、「馬術」だけは他と様子が異なっています。図 6～7のように、第1～3
集と同じ「上抜け・上下抜け」のセットなのです。

上下抜けのシートも、図7では黒矢印が示すように、上向き櫛型目打の特徴を示しています。横目打の
すぐ下側にある目打の継ぎ目の間隔が、段ごとに狭かったり広かったりしています。ここが継ぎ目であるこ
との証拠です。

同時に発行された4 種のうち、なぜ馬術だけがこうなっているのかが謎です。第4集まで3種ずつの
発行だったが第5集で4 種になったのを忘れていて、あとからあわてて製造したため目打の向きを間違え
た、．．．などという事情があったら愉快ですが、まさかそん
なことはないでしょう。しかし第1集、第3集が10月発行だっ
たのに、第5集はひと月遅れの11月発行です。ということは、
やはり何かの裏事情があったのでしょうか。

謎は残りますが、古いタイプの目打が一時的に復活したと
いう話は、他にも例があります。1961年の花シリーズでは、
4月の ｢やまざくら｣ でいったん連続櫛型目打に移行しました
が、最後の「きく」「さざんか」でもとの2シート続き櫛型に
戻りました。同時期の国定公園切手でも、同様の変遷が見
られます。謎は謎ですが、まあ許容範囲の謎と言えましょう。

図 6　第 5集「馬術」の上抜け目打 図 7　第 5集「馬術」の上下抜け上向き目打
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ところがこの馬術切手の謎は、それでおしまいではありません。図 8に示したシートは、一見図7と同
様の上下抜け目打に見えますが、櫛型目打の継ぎ目をよく見て下さい。図に添えた矢印位置の継ぎ目は、
明らかに下向き櫛型の特徴を示しています。このシートでは目打穴の左右方向へのずれが目だち、それが
横目打の上側で起こっています。図7の上下抜けとは別物であることが、おわかりいただけるでしょう。

このシートは、第4集の3種と同じ「下抜け・上下抜け」の片割れでしょうか。もしそうだとすると片割
れの相手(下抜けシート)が存在するのでしょうか。今まで切手店の店頭やネットオークションで多くのシー
トを見てきましたが、そのような下抜けシートを見た記憶はありません。真剣に「下抜け」を探していたわ
けではないので、ただ探し方が不十分だったという可能性もありますが、どうもその可能性は低そうです。

むしろこの下向き櫛型目打には、他の3種と同様に、上下抜けし
か存在しない可能性が大です。この新しいタイプの両抜け櫛型目打
は、同時期に発行された鳥シリーズ「きじばと」にも採用されています。
この新型目打が馬術の一部で試験的に採用されのちに、他の切手に
本格的に採用されたというストーリーは、充分ありえます。

もしすべての切手が「上抜け・上下抜け」の2シート続きで穿孔さ
れたのなら、それらは半々の割合で存在するはずです。しかしネット
オークションに出品されているこの切手のシートを調べてみると、片
抜けよりも両抜けの方が圧倒的に多いように感じます。本記事執筆時
点でヤフーオークションに10点の出品がありましたが、写真を見る
とそのうち8点が上下抜け目打でした。実際にかなり多くの切手が、

図 8　第 5集「馬術」の上下抜け下向き目打
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下向きの上下抜け目打で穿孔されているようです。しかし上下抜け櫛型目打の向きは、目打の継ぎ目が明
確に現れてないと、区別が困難です。図7～8のような継ぎ目が明瞭に現れているシートは貴重と言えます。

いずれにしてもこの馬術切手が、2種類の方法で目打穿孔されたことは確実です。一見しただけでは見
過ごしそうな目打バラエティですが、切手の製造面では重要な意味をもったバラエティと言えるでしょう。

(6)第 5集の「馬術」以外の目打の向き

最近になって、(個人的には )新たな発見がありました。すでに図4に示したように、これまですべての
シートが下向き上下抜けだと思っていた第5集「自転車」に、上向きのシートを見つけました。図 9のシー
トでは派手な裁断ずれが目だちますが、それ以外にも注目すべ
きは、目打の継ぎ目です。矢印位置の継ぎ目からわかるように、
このシートの櫛型目打は明らかに上向きです。

その後、注意して調査した結果、馬術以外でも第5集のすべ
てで、上向き・下向きのバラエティが存在することを確認しまし
た。耳紙への抜け方は、すべて上下抜けです。

第 4集以前の「片抜け・両抜け」の場合とは違って、櫛型目
打の向きのいかんにかかわらず見かけ上は同様の仕上がりとな
るので、向きを揃えようという意識が働かなかった可能性があ
ります。

図 9　第 5集「自転車」の上向き目打
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第5集以降では、学校での取り次ぎを始めるなどして、発行数が大幅に増やされたという事情もありま
す。すべての切手の目打の向きにまで注意が行き届かなかったのかもしれません。

(7)第 6集の目打の向き

すべてのシートが上下抜けであることはほぼ間違いありませんが、第5集に向きのバラエティがあるとす
れば、第6集はどうなのかという疑問が、当然生じます。残念ながら向きが明瞭なシートに遭遇する機会
が少なく、データがなかなか揃いませんが、全体としてみると上向きのシートと下向きのシートが存在する
ことは確かです。表1では未確認となっている部分が残っていますが、全4 種に向きのバラエティが存在
すると思うのが自然でしょう。実際にそうであることを、今後確認したいと思っています。図10～11には、
第6集 ｢カヌー｣ の目打バラエティを示しておきます。

図 10　第 6集「カヌー」の上向き目打 図 11　第 6集「カヌー」の下向き目打
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(8)おわりに

目打の継ぎ目収集は、特徴のより明瞭なシートを求めて、長く楽しめる対象でもあります。本シリーズは、
初期の一部を除き、今では大半が額面程度で入手できます。ひとりでも多くの方が興味を持ち、この安価
な切手による目打バラエティ収集を楽しんでいただくよう願ってやみません。

なお本年10月7～ 9日には、郵政博物館で ｢日本の記念特殊切手コレクション展｣ が開催されますが、
筆者も ｢昭和30年代記念特殊切手の製造面要素｣ という作品を出展します。その中で、本稿で取りあげ
た東京五輪付加金つき切手も8リーフにわたって展示する予定ですので、興味のある方はどうぞご覧になっ
て下さい。

参考文献

行徳国宏「戦後の郵便エンタイアと消印 (戦後の郵政資料第6巻 )」
三島良継「日本切手の製造」
永吉秀夫「郵趣 2009年12月号」(2010年 3月号に訂正記事あり)



<AD>

スタンペディア日本版会員全員に本カタログを無料でお送りします
9/15時点でマイスタンペディアに郵送先を登録されている方に限ります

http://www.stampedia.net/stamp/auction/


The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

78

連載・南方占領地のフィラテリー
（１）セレベス 錨加刷切手のタイプ分類法

守川 環

０．連載の開始にあたり（編集部より）

1978 年から2012年まで日本郵趣協会により発行されていた「日本切手専門カタログ（JSCA）」は、
現在でもそのバックナンバーが高価で取引される、多くの日本切手フィラテリストの情報提供の結集した出
版物でした。

1977年11月の発行時の広告を見ると「日専」創刊の目玉として最もスペースを費やしてアピールされた
トピックスは、中国とオランダ領東インド地区の日本占領地切手を世界で初めて一挙に完全再録したことで
した。この内、後者の主要メンバーであり、かつ自分で創り私家版で管理していた「南方占領地切手カタロ
グ番号」の日本切手専門カタログへの掲載を認めた守川環さんに、南方占領地切手に関する連載をご執筆
いただけることになりました。どうぞお楽しみになさってください。

郵趣 1977 年 11 月
号表２広告
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１．はじめに

　第二次世界大戦中の南方地域で発行された切手、いわゆる南方占領切手は地域の広大さに加えて、占
領下という特殊な事情が絡み大変複雑なものになっています。

　英領地区のマライ・北ボルネオ・香港・ビルマやフィリピンは比較的早い時期にカタログも完成しています。
しかしながら蘭領地域の研究は非常に遅れており、1975年 9月にオランダで 郵趣団体 DAI NIPPON 
によってカタログが発行されるまではいろいろな情報が錯綜し、本物と偽物の区別すら不確かなものとなっ
ていました。

　当時私は DAI NIPPON カタログ 発行直後のオランダへ出向き、 DAI 
NIPPON の主要メンバーと会談し、かなりの知識や情報を得てまいり
ました。オランダでの南方切手の在庫量の多さには、ただあきれるばか
りです。その多さが彼らの研究を後押しして、日本では叶わなかったカ
タログ作りをも成し遂げたものと思います。その後 DAI NIPPON では
2001年、2017年の２回改訂版を発行し、その研究の進歩には目を見
張るものがあります。

　南方切手は真偽の判断が難しく集めにくいと言うお話をよく耳にしま
す。確かにカタログに掲載されている加刷タイプはほんの一例にすぎず、
真偽の判断には到底役立つものではありません。こうしたことからついつ
い南方切手から足が遠のいてしまいがちです。

　そこでほぼ分類が確立されているセレベス（地図の白囲みのエリア。現インドネシア共和国・スラウェシ島）
の錨加刷を皮切りに蘭印地区で使用された錨加刷の詳細を画像と共に何回かに分けて解説していきます。

DAI NIPPON カタログ 2017 年版



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

80

２．加刷された台切手

　加刷された台切手には戦前に郵便局に在庫していた旧蘭印の切手（一部オランダ本国の切手）が使用さ
れました。日本では図案と額面による分類に留まり、目打ちの違いによる分類までには至っていないのが
現状です。しかしながら真偽を鑑定するうえで台切手の種類が関連することは言うまでもありません。以
下にその詳細を記します。

　農耕図案・旧女王図案切手の透かし有りの目打ピッチは通常 12¹⁄₄ × 11¹⁄₂ ですが、5ｃ( 農耕図案 )と
20ｃ(旧女王図案 )には、縦横逆の目打 11¹⁄₂ × 12¹⁄₄　が存在します。

　新女王図案切手では10ｃタイプ Iの目打ピッチには、通常の 12¹⁄₂ に対して目打 13¹⁄₄ があるのは周知
の通りですが、通常目打の 12¹⁄₂ には、目打ち穴の大きさによる違いもあります。オランダのカタログでは
穴の小さいものはオランダ語の小さいの意味のklein からｋ、 穴の大きいものはオランダ語の大きいの意
味のgroot からｇを付しています。新女王図案切手15ｃと30ｃにも同様の2種類が存在しますが、加
刷されたのは小穴の方のみで、大穴への加刷は確認されていません。

　新女王図案切手大型サイズの 50ｃ～1G では、やはり目打ち穴の大小に寄って分類されていますが、
こちらの小穴は10ｃより小さいピンパーフで、大穴は10ｃの小穴サイズのものです。また、2 G は 10ｃ
と同じ2種が存在します。

農耕シリーズ ウィルヘルミナ女王シリーズ ウィルヘルミナ女王シリーズ（大型）

改正ウィルヘルミナ女王シリーズ（小型） 改正ウィルヘルミナ女王シリーズ（中・大型）

数字シリーズ

踊り子シリーズ

航空切手 不足料切手
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３．錨 加刷

　セレベス民生部はマカッサルに統轄局を置く南セレベスと、メナドに統轄局を置く北セレベスに分けら
れます。昭和17年 6月20日開局のマカッサルと昭和17年 7月2日開局のメナド局では、当初、日の
丸の暫定はがきが使われていました。その後マカッサル（南セレベス）では「錨」が、メナド（北セレベス）
では「日の丸」が、残存の現地切手に加刷して発売されました。

　南セレベスのマカッサルは海軍地区の中心をなし、同局で作られた「錨」加刷は、南セレベスの他に東
南ボルネオや小スンダ列島でも使われました。

　北セレベスのメナドで加刷された「日の丸」加刷は北セレベスのみで使用され、のちに「日の丸」加刷に
「錨」を再加刷や、「日の丸」のない「錨」加刷のみの切手も発売されました。

　北セレベスのメナドで加刷された「錨」加刷は、当初、日本では、南セレベスのマカッサルの「錨」加
刷が、北セレベスでは「日の丸」加刷と共に使われているものと考えられていました。しかし、その後のオ
ランダの研究で、南セレベスの「錨」加刷が北セレベスで使われることはなく、北セレベスでは全く異なる
印が使用されたことがわかりました。故に、南セレベスの「錨」に北セレベスの「日の丸」が加刷された
切手は偽物です。

　オランダでは現在南セレベスの錨を8種+1種の9種（図１）に、北セレベスの錨を6種+1種の7種（図２）
に分類しています。いずれの+1種はタカラル（Takalar)と、ポッソ（Posso)の応急用に用意されたもので、
戦後オランダ人が現地の郵便局に行って確認したもので、未発売に終わっています。

地区 南セレベス 北セレベス
加刷工程を担った郵便局 マカッサル郵便局 メナド郵便局
郵便局数（1942年） 38局 18局
郵便局数（1943年途中より）30局 26局

加刷内容 錨
日の丸
日の丸＋錨
錨

錨のタイプ ９種 ７種
主な使用地 南セレベス、東南ボルネオ、小ス

ンダ諸島 北セレベス

●

●

マカッサル

メナド
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南セレベスの錨加刷のタイプ分類（９種、マカッサル郵便局で加刷）
type D 分類 錨 図 特徴 切手（例）

1 111 錨の先端が丸い。小さい日。

2 112 大の2画が短い。日は細く長
い。

3 113 日の字の他の加刷に比べて大
きく、上が開いている。

4 114 錨の先端が丸く、大と日本の
間に点がある。

5 115
タイプ 9についで大日本・錨
ともに整っている。大は大き
い。

6 116 タイプ 2に比べて錨の開きが
狭く、大の2画が短い。

7 117
タイプ 3に比べて錨の開きが
狭く、日の字縦線は平行であ
る。

8 118
タイプ 2に比べて錨の開きが
狭く、大の2画が外側に丸く
なっている。

9 119 形の整ったきれいな印。タカ
ラル（Takalar)の応急用

* D 分類とは、「DAI NIPPON カタログのタイプ番号」のこと
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北セレベスの錨加刷のタイプ分類（７種、メナド郵便局で加刷）
type D 分類 錨 図 特徴 切手（例）

1 151 錨の先端が小さい。日が細長い。

2 152 日が幅広。

3 153 錨の左は丸く、右はまっすぐ。日
は錨の直上。

4 154 錨の左は丸く、右はまっすぐ。日
は錨の斜め上。

5 155 大の2画は長く。日は錨の斜め上。

6 156 錨の先端が丸く小さい。小さい日。
紫加刷のみ。

7 157 形の整ったきれいな印。ポッソ
（Posso)の応急用

* D 分類とは、「DAI NIPPON カタログのタイプ番号」のこと
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以上で、セレベスの錨加刷のタイプ分類は全て説明しました。では、ここで一つタイプ分類の腕試しをし
てみましょう。この書状に貼られた切手は、これまでに説明したもののどれに該当するでしょうか？

切手に注目する前に、差立が「マカッサル市郵便局気付」となっていることから、
南セレベスの錨加刷ではないかとあたりをつけます。宛先のスラバヤ市はジャワ
島にありますし、マカッサル局の「検閲済」印も見えますので間違いないでしょう。
そう考えて、２ページ前の『南セレベスの錨加刷のタイプ分類』を上から順にあ
たっていきます。そうすると、type 1の「錨の先端が丸い。」に該当することが
早くもわかります。残りの8タイプの錨はどれも丸くなっていませんので、この
書状に貼られた切手は、南セレベスの錨加刷 type 1であることがわかります。
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DAI NIPPON カタログによる加刷分類
台切手 守川

No.
111z 112z 113z 114z 115z 116z 117z 118z 119z

図案 用紙 額面 目打 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済
農耕図案 透かし無し 1c 4N1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2c 4N1A
3c 4N2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3¹⁄₂c 4N3 ○ ○ ○
4c 4N4 ○ ○
5c 4N5 ○

7¹⁄₂c 4N5A
旧女王図案 透かし無し 12¹⁄₂c 4N6 ○ ○

15c 4N6A ○
25c 4N7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
30c 4N8 ○ ○ ○ ○
40c - ○
50c 4N9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

農耕図案 透かし有り 1c 4N10 ○ ○
2c 4N11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2¹⁄₂c 4N12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3c 4N13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4c 4N14 ○ ○ ○ ○ ○
5c 4N15 ○

7¹⁄₂c 4N16 ○ ○ ○
旧女王図案 透かし有り 10c 4N17 ○ ○ ○ ○

15c 4N18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20c 4N19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

p11 ¹⁄₂ × 12 ¹⁄₄ ○ ○ ○
25c 4N20 ○ ○
30c 4N21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
35c 4N22 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
40c 4N23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
60c 4N23A ○ ○
80c 4N24 ○
1G 4N25 ○ ○ ○ ○ ○
2G 4N25A ○
5G 4N26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４．セレベス　錨加刷切手一覧

４ページに亘り、錨加刷切手の一覧を掲載します。筆者の収蔵品とDAI NIPPON カタログ最新版のデー
タを照合して、存在する切手に「○」をつけました。なお、各加刷タイプの後ろについている英小文字は、
加刷インクの色で、z= 黒、v=赤、b=青です。

この一覧によりセレベスの切手の分類はかなり精緻に行えますが、日の丸加刷に錨を再加刷した切手の
分類がオランダでは進んおらず、DAI NIPPON カタログにも未掲載です。この点については、今後、筆者
自身の手により作成し発表すべく、現在調査・研究を行なっております。ご期待ください。

南セレベスの錨加刷切手一覧（４の１）
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DAI NIPPON カタログによる加刷分類
台切手 守川

No.
111z 112z 113z 114z 115z 116z 117z 118z 119z

図案 用紙 額面 目打 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済
新女王図案

10c(I)
p 13¹⁄₄

4N27
○ ○ ○ ○ ○ ○

p 12¹⁄₂ 小穴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
p 12¹⁄₂ 大穴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10c(II) 4N28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15c 4N29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17¹⁄₂c 4N30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20c 4N31 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
25c 4N32 ○ ○ ○ ○ ○ ○
30c 4N33 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
35c 4N34 ○ ○ ○ ○ ○
40c 4N35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
50c 小穴 4N36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大穴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
60c 小穴 4N37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大穴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
80c 小穴 4N38 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大穴 ○
1G 小穴 4N39 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大穴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2G 小穴 4N40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大穴 ○ ○ ○ ○ ○

5G 4N41 ○ ○ ○ ○ ○
10G 4N41A ○
25G 4N42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

数字図案 5c 4N43 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
踊り子図案 2¹⁄₂c 4N44 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3c 4N45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4c 4N46 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5c 4N47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7¹⁄₂c 4N48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
航空切手 30c 4N48A ○ ○
本国切手 5c 4N49 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12¹⁄₂c 4N50 ○ ○ ○ ○ ○
不足料切手 本国印刷 1c 4N51 ○ ○ ○

2¹⁄₂c 4N52 ○ ○ ○ ○ ○ ○
3¹⁄₂c 4N53 ○ ○ ○ ○ ○ ○
5c 4N54 ○ ○ ○ ○ ○

7¹⁄₂c 4N55 ○ ○ ○ ○
10c 4N56 ○ ○ ○ ○ ○
20c 4N57 ○ ○ ○ ○ ○ ○
25c 4N58 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
30c 4N59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
40c 4N60 ○ ○ ○

20c/37¹⁄₂c 4N61 ○ ○
コルフ印刷 1c 4N62 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5c 4N63 ○ ○ ○ ○
10c 4N64 ○
15c 4N65 ○ ○ ○ ○ ○ ○
20c 4N66 ○ ○ ○ ○
30c 4N67 ○
40c 4N68 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1G 4N69 ○ ○ ○ ○ ○ ○

南セレベスの錨加刷切手一覧（４の２）
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DAI NIPPON カタログによる加刷分類
台切手 守川

No.
111v 112v 114v

図案 用紙 額面 目打 未 済 未 済 未 済
農耕図案 透かし無し 3 ¹⁄₂c 4N70 ○ ○ ○
旧女王図案 透かし無し 50c 4N71 ○
農耕図案 透かし有り 4c 4N71A ○
旧女王図案 透かし有り 20c 4N72 ○

5G 4N72A ○ ○
新女王図案 10c（Ⅰ）p 12 ¹⁄₂ 大穴 4N73 ○ ○ ○ ○ ○

10c（Ⅱ） 4N74 ○ ○ ○ ○ ○ ○
20c 4N75 ○
25c 4N76 ○ ○ ○
40c 4N77 ○
50c 小穴 4N78 ○

大穴 ○ ○
80c 小穴 4N78A ○ ○
1G 小穴 4N79 ○
大穴 ○

2G 小穴 4N80 ○ ○
5G 4N81 ○
25G 4N81A ○ ○

踊り子図案 7 ¹⁄₂c 4N82 ○

DAI NIPPON カタログによる加刷分類
台切手 守川

No.
111b 111b+111z 112r+112z

図案 用紙 額面 目打 未 済 未 済 未 済
農耕図案 透かし無し 1c 4N83 ○

透かし有り 2 ¹⁄₂c 4N83A ○
新女王図案 1G 大穴 4N84 ○ ○ ○

南セレベスの錨加刷切手一覧（４の３）

南セレベスの錨加刷切手一覧（４の４）

南セレベスの錨加刷切手 4N48 ガッターペア pos.59-60 + pos.51-52 
ガッター左側は、Type 5 (115) で黒加刷。右側はType 2 (112)で黒加刷。
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DAI NIPPON カタログによる加刷分類
台切手 守川

No.
151z 152z 153z 153v 154z 155z 155v 156v 157z

図案 用紙 額面 目打 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済 未 済
農耕図案 透かし無し 1c ○ ○ ○ ○

2c ○
3c ○ ○

3 ¹⁄₂c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 ¹⁄₂c ○

旧女王図案 透かし無し 25c ○ ○ ○ ○
50c ○

農耕図案 透かし有り 2c ○ ○ ○ ○
2 ¹⁄₂c ○ ○ ○
3c ○ ○
5c ○ ○ ○

旧女王図案 透かし有り 15c 5N49 ○ ○ ○ ○
20c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
30c ○ ○ ○
35c ○ ○ ○ ○ ○
40c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新女王図案
10c(I)

p 13 ¹⁄₄ ○ ○
p 12 ¹⁄₂ 小穴 ○ ○ ○
p 12 ¹⁄₂ 大穴 ○ ○ ○ ○ ○

10c(II) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15c ○ ○ ○

17 ¹⁄₂c ○
20c
25c
30c ○ ○ ○
35c
40c ○
50c 小穴大穴
60c 小穴 ○ ○ ○

大穴 ○ ○ ○
80c 小穴 ○ ○ ○

大穴 ○ ○
1G 小穴 ○ ○ ○
大穴 ○ ○ ○

2G 小穴 ○
大穴 ○ ○ ○

数字図案 5c ○ ○ ○ ○ ○ ○
踊り子図案 3c ○ ○

4c ○ ○ ○
5c ○

7 ¹⁄₂c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
不足料切手 本国印刷 3 ¹⁄₂c 5N50 ○

5c 5N51 ○
7 ¹⁄₂c 5N52 ○
25c 5N53 ○
30c 5N54 ○

コルフ印刷 15c 5N55 ○
40c 5N56 ○
1G 5N57 ○

北セレベスの錨加刷切手一覧
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５．セレベス　郵便局マップ
郵便史の観点からセレベスのフィラテリーを楽しんでいただけるよう、郵便局の存在場所を現代の地図

から想像して地図にプロットしました。ご活用ください。（2017年、守川・吉田による作図）
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和欧文機械印トピックス
（１８）強制押印

水谷 行秀

和欧文機械印はわずかな例外を除き、原則自動（選別台付簡易含む）取り揃え押印機に付ける印という
旨をこれまで述べてきた。色検知（実験時の発光切手を含む）等によって切手が貼られている位置を感知し、
そこへ機械によって押印処理するものである。

ところが収集を進めていると色検知切手ではない切手しか貼られていなくても、切手が貼られていない
郵便にも、和欧文機械印が押されているものを目にすることがある。実際に現場にてそういった郵便物を
逐一撥ねて確認して押印するとなると作業量がかなり増えてしまう。

現実的にそれを避け効率良く処理するためには、色検知出来ない全ての郵便の定位置に一旦押印してし
まうという解決法が思い付く。そして自動取り揃え押印機には正に強制押印という機能が付いている。実
際にそれで処理されていたことが多いと考えている。

アルバムリーフ上でそれを表すには、切手が貼られていない郵便で示すのが分かり易いと思う。

そこで、私は種類の異なる郵便を2通並べている。図１は料金受取人払い郵便で時折見ることの出来る
ものである。図２は第４種盲人用点字郵便で、無料の郵便となる。色検知でない切手の貼られた郵便物
でも同じ理論を示せるが、このように切手の貼られていない郵便を使うと説得力が増す。
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 図 1 ( 左 ) ,　図 2 ( 右 )
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和欧文機械印トピックス
（１９）自動取り揃え押印機による毀損

水谷 行秀

自動取り揃え押印機によって郵便物に消印するには、切手が全て左上に貼られていたとしても4通りの
向きで押印の箇所に入って行く。

その4通りとは上向き・下向きとそれぞれの裏向きである。そのままでは、機械の4か所に押印部分
が必要となる。それも非効率であるため、ひねりベルトと呼ばれる装置を導入し2通りの入り方に集約す
ることに成功した。そして正方向に入るものは先端部で、逆方向から入るものは末端部にて押印すること
で全ての郵便物への押印処理が可能となった。

図１の「取りそろえ・押印部（右下に拡大図）」という箇所がそのひねりベルトが含まれる部分である。こ
れを見ても分かる通り、結構複雑な構造をしている。

多くの郵便物を処理する際にこのベルトに挟まれてしまうことがあった。挟まれると当然ながらスムース
に機械を通ることが出来ずにクシャクシャとなってしまう。そういう時には、郵便物にお詫びと毀損の理由
を記した付箋を付けて配送ルートに載せ配達することとなっていた。

普段は捨てられてしまうような汚いカ
バーであるが、そういった状況を理解す
ると自動取り揃え押印機の構造を示唆
するアイテムとしてリーフを飾らせてもい
いのではないかと考えている。図２と３
はこの例となる。

図 1　郵政省のパンフレット　「郵便番号の自動読取りにご協力ください。」より
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図 2、3
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和欧文機械印トピックス
（20）標語異順序使用その２

水谷 行秀

この連載の第10回にて『標語異順序使用その１』として3種の標語
　（１）「あて名には郵便番号を」
　（２）「郵便番号をお忘れなく」
　（３）「郵便番号はハッキリと」
が通常の（１）→（２）→（３）、（１）→（２）、（１）→（３）または（２）→（３）という順序ではなく、（１）

→（３）→（２）→（３）という変則的な順序で使用された横浜中央局の例を紹介した。

そこまで変則的ではないが、（３）→（２）と逆行したのが愛知県の中村局である。中村局では名古屋
中央局から自動取り揃え押印機が移管され、１９７４（昭和４９）年５月２２日に使用を始めた。

その当初から（３）「郵便番号はハッキリと」の標語を使用していたが、１９７８（昭和５３）年後半に（２）「郵
便番号をお忘れなく」へ変更した。手元データでは（３）「ハッキリと」を１９７８（昭和５３）年６月２４日（図
①）まで確認している。ブログ「美濃国・飛騨国（岐阜県）の郵便消印」によると同年９月６日までは「ハッ
キリと」が使われていたようだ。

一方（２）「お忘れなく」は同年１１月２０日（図②）を所持している。この間を縮めるのが今後の課題となる。

また、９月６日以前の「お忘れなく」や１１月２０日以降の「ハッキリと」を確認していないため、先端・
末端の両方とも同時に変更したと判断していいと思う。

中村局の和欧文機械印
標語別使用期間

標語 最初期 最後期
郵便番号はハッキリと 1974.5.22 1978.6.24 *1
郵便番号をお忘れなく 1978.11.20

*1 1978.9.6の使用例を報告するブログあり
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 図 1 ( 左 ) ,　図 2 ( 右 )



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

96

激減する和欧文機械印稼働局
藤田 俊則

来年で満50年を迎える和欧文機械印。和欧文機械印を極めようとする一人として、今現在稼働してい
る局が何局有るのか？知りたいところです。平成26年 3月3日（2014 年）時点では122 局有りましたが、
今は80局を切っているだろうと言われていました。しかし正確なところは分りませんでした。

平成29年6日1日（2017年）より葉書料金値上げに伴い5月15日より新62円切手が発売されました。
この切手による印影確認が一番正確な局数となりますので 5月15日～8月31日迄の3ヶ月半、岩手の
紺野和夫氏、埼玉の玉村裕氏、東京の鈴木盛雄氏、森屋晴夫氏の協力を得て、答えを出す事が出来ました。

5月15日時点の使用局は81局でしたが、その後、5月21日までの短命で終わった「京都中央」局や
5月25日で終わった「福岡南」局、6月に入ってもほんの少しだけ稼働していた「城南」局等14局を除
くと現時点で稼働している局は、次ページの一覧にある67局となります。

上）本郷 / 29 / 17.7.3 18-24 / HONGO
右）京都中央 / 29 / 17.5.17 8-12 / KYOTO
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局名 ローマ字 備考
札幌白石 SAPPOROSHIROISHI 廃止
手稲 TEINE 廃止
豊平 TOYOHIRA 8.21廃止
札幌西 SAPPORONISHI 8.29廃止
山鼻 YAMAHANA 7.31廃止
盛岡中央 MORIOKA 廃止
仙台中央 SENDAI
郡山 KORIYAMA 廃止
いわき IWAKI
千葉中央 CHIBA
美浜 MIHAMA
目本橋 NIHONBASHI
晴海 HARUMI
東京・上野 TOKYO・UENO
浅草 ASAKUSA
小石川 KOISHIKAWA
本郷 HONGO
王子 OJI
荒川 ARAKAWA
足立北 ADACHIKITA
葛飾 KATSUSHIKA
本所 HONJO
江戸川 EDOGAWA
小岩 KOIWA
新東京 SHINTOKYO
品川 SHINAGAWA
荏原 EBARA
大森 OMORI
蒲田 KAMATA
千鳥 CHIDORI
渋谷 SHIBUYA
目黒 MEGURO
世田谷 SETAGAYA
東京・千歳 TOKYO・CHITOSE
成城 SEIJO
玉川 TAMAGAWA
牛込 USHIGOME
新宿 SHINJUKU
中野 NAKANO
豊島 TOSHIMA
板橋北 ITABASHIKITA

局名 ローマ字 備考
練馬 NERIMA
石神井 SHAKUJII
光が丘 HIKARJGAOKA
武蔵府中 MUSASHIFUCHU
立川 TACHRKAWA
町田 MACHIDA
多摩 TAMA
武蔵村山 MUSASHIMURAYAMA
名古屋西 NAGOYANISHI
中川 NAKAGAWA
熱田 ATSUTA
千種 CHIKUSA
愛知・瑞穂 AICHI・MIZUHO
名古屋神宮 NAGOYAJINGU
岐阜中央 GIFU 8.20 廃止
津中央 TSU
京都中央 KYOTO 5.21廃止
東淀川 HIGASHIYODOGAWA
大阪南 OSAKAMINAMI
大阪西 OSAKANISHI
神戸中央 KOBE 5.19廃止
長田 NAGATA 廃止
松江中央 MATSUE
岡山中央 OKAYAMA
福山東 FUKUYAMAHIGASHI
広島中央 HIROSHIMA
広島東 HIROSHIMAHIGASHI
広島西 HIROSHIMANISHI
新福岡 SHINFUKUOKA
筑紫 CHIKUSHI
福岡南 FUKUOKAMINAMI 5.25廃止
城南 JONAN 6.5廃止
佐賀北 SAGAKITA 廃止
長崎中央 NAGASAKI
大村 OMURA
熊本東 KUMAMOTOSHIGASHI
大分東 OITAHLGASHI
宮崎中央 MIYAZAKI
鹿児島中央 KAGOSHIMA
鹿児島東 KAGOSHIMAHIGASHI

平成 29年 5月 15日現在の稼働局一覧
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インクジェット機械印　静岡局の集印日記
鈴木 盛雄

本記事は、藤田 敏則さん、三品 信夫さんのご協力により執筆致しました。

新区分局開局に伴い IJP 導入稼働開始局が増えました。従来局と同様に記念捺印もできると考えていま
したが、東京北部・山口・静岡と軒並み郵頼拒否。ただし、山口局（1月30日開局）静岡局（2月6日開局）
とも、初日だけは記念捺印できたようです。

山口局の失敗を糧に、静岡局について、開局日にあわせ記念捺印を郵頼してみました。

左上：友人からの初日印17. 2. 6 18 -24
左下：郵頼の戻り便に静岡初日印17. 2. 6 18 -24
右２点：熱海まで出張してポスト投函、午前と午後に2か所に別けて熱海駅前と熱海駅前局前ポストへ

投函。熱海駅前局に入れた午後便が成功しました。静岡17. 2. 6 18 -24

初日以降は静岡局は郵頼拒否ですので、異なる方法での集
印が必要です。右はバレンタインデーにかけて土肥恋人岬局
に記念捺印を郵頼した戻り便です。２通とも、特定局である
土肥恋人岬局の丸型印の上からインクジェット印が押されて
いました。

静岡・土肥恋人岬　丸型 29. 2. 14 静岡17. 2. 14 18 
-24
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ひょっとしたら、伊豆半島の局では、インクジェット印が押される確率が高いのではないかと考えて、約
25局に記念捺印をかねて郵頼してみました。１３回試して、インクジェット印が押されたのはわずかに一

回でした。（静岡 17. 6. 6 18 - 24、下図）
対象となった差立日付は、5月22日、5月26日、5月26日、5月29日、5月31日、6月1日 、

6月2日、6月2日、6月6日、6月7日、6月8日、6月8日 、6月8日 です。また郵頼してみて時
刻表示が圧倒的に18 - 24でした。（5/26のみ12-18）

熱海に２回出張すると共に、友人にかなりの数を差し立ててもらいましたが、静岡局のインクジェット印
が押される成功率は極めて低く、通常の機械印か丸型印ばかりが押されていると感じています。東京北部・
山口局が入手が楽になったのとは、今の所状況が異なると感じております。



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

100

古今東西郵趣文献書評
戦後の官製葉書を集める（行徳国宏 私家本）

中﨑 眞司

切手収集には、だれでも眼を止めるがはがきには、あまり興味を示めさない。しかし、この書を読んで
から、郵便にかかわったものの切手以上にはがきとのかかわりを知らされた。

『大宮郵趣会結成50年記念』という副題がついているが、これは当初、この会の会誌に隔月間連載さ
れていたものが、隔月刊のためちょっと飽きられるとかで、平成26年 8月から、本会の会誌「呉ポスト」
に掲載される事となった。こうしてできた資料を、読みやすく、単行本として、完成されたので、あつかい
やすいので助かる。

まず読んでみられると、「まえがき」の中から、切手とちがって集めやすい、また、料金改正時に短期
間発行、すぐに改正など、切手の方に気をとられて、私（中﨑）など気にもかけないで、失敗している事が、
本書を読んでみて、よくわかった。郵便料金に合ゎせて、改正されていることは分かるが、切手と違って台
紙？付だし、料金改正時には科金追加切手を貼られるなど、収集は複雑である。

私ももう一度読みなおし、実物があったのに
と、くやしがってみたり、自分の知識がたりな
かったのが、よく分った。今からでもおそくは
ない、もう一度、書を片手に色 と々探してみたい。

本書は、マイスタンペディアより
ワンクリックでご注文いただけ
ます。（送料込1,800円）
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古今東西郵趣文献書評
在横浜フランス郵便局大型数字5118入菱形印

小林彰著、切手研究別冊11
有吉 伸人

本書は在横浜フランス郵便局で使用された抹消印「５１１８印」を主題とする専門的な解説書であるが、
同時に、フィラテリーの真の醍醐味、つまり、切手やカバーを単に集めるだけでなく、その背景や歴史を「深
く探求していく」という郵趣本来の面白さを教えてくれる貴重な一冊である。

「５１１８印は4個存在していた」というのが、フランス本国を含め、郵趣界の定説である。筆者の小林
彰氏は長年の調査、研究から、それが「3個」だったのではないかという仮説を唱え、本書でその論拠を
丁寧に解説していく。筆者によれば、それはあくまで「状況証拠に基づく推定」になのだが、その推論の
プロセスが興味深く、引き込まれていく。

本書の特質は、仮説の検証のために、徹底的に「一次資料」にあたっていることだ。筆者は海外生活が長く、
フランス語が堪能であり、その能力が資料の読解にいかんなく発揮されている。抹消印の基本的な記述１
つとっても、原典であるフランス郵政局の通達にまでさかのぼって調べられている。私はフランス・クラシッ
クの専門収集を行っているが、フランス本国の専門書でも通達の原文を記述しているものは見たことがな
い。それを日本語で読める幸運を私たちは本書によって得たのである。　

それ以外にも、実際に亜鉛製の印を製造しての実験やフランス郵政博物館の担当部長への直接インタ
ビューなど興味をひかれる記述は枚挙にいとまがない。情熱をもって、研究にあたれば、たとえ外国切手
であっても、ここまで深く事象を掘り下げることができることを本書は教えてくれる。筆者の真摯な姿勢に
深く感銘を受けた。在フランス横浜局やフランス・クラシック切手のコレクターはもちろんのこと、郵便を
深く「探求」することに興味のある方には貴重な一冊となるであろう。。押印カバーの一覧など資料的な価
値も高い。
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コレクションの作り方
あなたも、ナショナル・ミュージアムで切手展を開催できます
郵政博物館で切手展を開催しよう！   特定非営利活動法人 郵趣振興協会
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あなたも、ナショナル・ミュージアムで切手展を開催できます
郵政博物館で切手展を開催しよう！

特定非営利活動法人 郵趣振興協会

郵政博物館と特定非営利活動法人郵趣振興協会は、郵政博物館における「郵博特別切手コレクション展」
2018 年度展示団体を現在募集しております。
応募にあたっては、募集要項内容（次ページより全６枚掲載）をご了解いただいた上で、９月末日までに

申込書（P.154-156の３枚をコピーしてご使用ください）をご提出ください。

（参考：募集要項抜粋）
会　　場 : 郵政博物館多目的スペース
募集会期 : 

会期候補日は募集要項５ページ目に記載の通りです。会期は土 -日曜日の2日間を原則とします。会期
初日を金曜日以前に早めることもスケジュールにより可能です。希望する場合はご相談下さい。

開催時間 : 
特別切手コレクション展の開催時間は、郵政博物館の開館時間である午前10:00- 午後 5:30 と同一
です。なお会期初日の開始時間だけ、設営の為、午後1時とすることができます。最終日も必ず17
時30 分まで開催し、撤去は閉館後1時間30 分以内 (遅くとも19時まで )で実施していただきます。

展示規模・設備 : 40フレーム(1フレーム16リーフ )を原則とします。
展示団体負担金 :50,000 円 

特別切手コレクション展の運営に関する実務は、博物館と本事業を共催する協会が担当します。協会
は非営利組織ですが、当該事務及び広報（葉書チラシ、参観ガイド等）に要する諸経費相当額として、
出展決定後に50,000円の展示団体負担金を申し受けます。 
なお、展示団体の申込者が、当協会の賛助会員である場合、展示団体負担金を一万円減額します。

申込期間・方法 
出展申込書 (別紙 )に必要事項をご記入の上、協会あてご提出願います。申込期間は、2017年 6月
1日から2017年 9月30日の間とします。(必着 )出展の可否につきましては、協会理事会において
審査・選定作業を行った上で、1か月後を目処に決定し結果をご連絡致します。

お問合せ・申込み先 
協会は限られた人的資源で運営されていますので、本事業に申し込まれる方は原則として電子メール
による日常的な連絡・調整に支障のない方に限ります。また、本事業の実務は全て協会が担当します。
会場となる郵政博物館への直接のお問い合わせはできません。

2年連続して開催する展示団体の優遇 
2年連続して開催する展示団体が前年と同時期の展示を希望する場合は、他の展示団体より優先的
に開催時期を割りあてます。但し主催者行事が入る場合は、優遇致しかねます。

・連絡先 Eメール info@kitte.com
・郵送物の送り先 〒102-0083海事ビル内郵便局留置 特定非営利活動法人 郵趣振興協会 郵博特別展係
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郵政博物館 
特定非営利活動法人郵趣振興協会 

郵政博物館における「郵博特別切手コレクション展」 
2018年度 展示団体募集要項 

１．基本原則 
展示団体におかれましては、以下の事項を理解しルールを厳守いただくことが申込の前提となり
ますので予めご了承ください。 

（１）この事業の目的 
「郵政博物館 特別切手コレクション展」は、「郵博 特別切手コレクション展」（以下、展
覧会といいます）と称し、郵政博物館（以下、博物館といいます）の活動内容をより充実さ
せ来場者を増加させることを通じ、公器としての博物館の機能及び来館者満足度を高め、もっ
てわが国におけるフィラテリー振興を図る等広く社会に貢献することを目的とします。 

（２）事業実施に際しての原則 
①展覧会は、上記の目的を達成するため、博物館と特定非営利活動法人郵趣振興協会（以
下、協会といいます）との共催で実施します。 

②協会は、上記目的に適合するよう、公募等により各年度において適切な展示団体（郵趣
家、郵趣グループ・サークル等）を選定すると共に、展覧会の円滑な実施を努力します。 

③展覧会会期は土-日曜日の2日間を原則とします。なお初日の前倒しはスケジュールによっ
て可能ですので、希望する場合はご相談ください。 

④展覧会の設営は、会期初日の午前10時から午後1時までの3時間以内を原則とします。会
期前日（営業日）の午後（17時30分まで）に設営を行いたい展示団体は、協会に相談す
ることができます。撤去は会期最終日の閉館後1時間30分以内とします。 

⑤展覧会の設営及び撤去には、切手コレクション展示パネル等什器の設置及び撤去収納作
業が含まれます。 

⑥スケジュールの確定は、原則として当年度の12月末までに、次年度（4月１日から翌年3
月末まで）分について行います。 

⑦博物館は、必要な什器備品類の貸出は原則として無償で行いますが、費用負担や人的支援
は行いません。 

⑧展覧会開催に際して発生する諸経費は、すべて展示団体自身により賄われるものとします。
その内容について、博物館および協会は関知いたしません。 

⑨⑧の費用とは別に、協会が本事業を遂行する際に必要な諸経費（企画・準備および実施
に係る物件費・人件費等）については、展示団体が予め納付する展示団体負担金（原則
として50,000円）によりこれを支弁します。 

⑩展示団体は、経費捻出や来場者に対するサービスを目的として、展示会場での物販（郵趣
品及び関連品）を行うことができます。詳細は予め協会にご相談ください。 

⑪会場となる郵政博物館は、スカイツリータウンに位置しており、博物館としてのセキュリ
ティは夜間も含め十分に保全されています。展覧会開催中の展示物等の保全はすべて展示
団体自身の責任において行っていただきます。万一事故があった場合においても、博物館



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

105

郵政博物館 
特定非営利活動法人郵趣振興協会 

郵政博物館における「郵博特別切手コレクション展」 
2018年度 展示団体募集要項 

１．基本原則 
展示団体におかれましては、以下の事項を理解しルールを厳守いただくことが申込の前提となり
ますので予めご了承ください。 

（１）この事業の目的 
「郵政博物館 特別切手コレクション展」は、「郵博 特別切手コレクション展」（以下、展
覧会といいます）と称し、郵政博物館（以下、博物館といいます）の活動内容をより充実さ
せ来場者を増加させることを通じ、公器としての博物館の機能及び来館者満足度を高め、もっ
てわが国におけるフィラテリー振興を図る等広く社会に貢献することを目的とします。 

（２）事業実施に際しての原則 
①展覧会は、上記の目的を達成するため、博物館と特定非営利活動法人郵趣振興協会（以
下、協会といいます）との共催で実施します。 

②協会は、上記目的に適合するよう、公募等により各年度において適切な展示団体（郵趣
家、郵趣グループ・サークル等）を選定すると共に、展覧会の円滑な実施を努力します。 

③展覧会会期は土-日曜日の2日間を原則とします。なお初日の前倒しはスケジュールによっ
て可能ですので、希望する場合はご相談ください。 

④展覧会の設営は、会期初日の午前10時から午後1時までの3時間以内を原則とします。会
期前日（営業日）の午後（17時30分まで）に設営を行いたい展示団体は、協会に相談す
ることができます。撤去は会期最終日の閉館後1時間30分以内とします。 

⑤展覧会の設営及び撤去には、切手コレクション展示パネル等什器の設置及び撤去収納作
業が含まれます。 

⑥スケジュールの確定は、原則として当年度の12月末までに、次年度（4月１日から翌年3
月末まで）分について行います。 

⑦博物館は、必要な什器備品類の貸出は原則として無償で行いますが、費用負担や人的支援
は行いません。 

⑧展覧会開催に際して発生する諸経費は、すべて展示団体自身により賄われるものとします。
その内容について、博物館および協会は関知いたしません。 

⑨⑧の費用とは別に、協会が本事業を遂行する際に必要な諸経費（企画・準備および実施
に係る物件費・人件費等）については、展示団体が予め納付する展示団体負担金（原則
として50,000円）によりこれを支弁します。 

⑩展示団体は、経費捻出や来場者に対するサービスを目的として、展示会場での物販（郵趣
品及び関連品）を行うことができます。詳細は予め協会にご相談ください。 

⑪会場となる郵政博物館は、スカイツリータウンに位置しており、博物館としてのセキュリ
ティは夜間も含め十分に保全されています。展覧会開催中の展示物等の保全はすべて展示
団体自身の責任において行っていただきます。万一事故があった場合においても、博物館

および協会は一切関知いたしません。作品等への付保が必要な場合は、すべて展示団体の
費用負担において行ってください。 

（３）運営上の留意点 
①実施イベントは「展示団体による自主運営」を基本とし、⑴事前の設営・展示作業、⑵会
期中の来館者説明、⑶撤去作業については、展示団体自らの責任において完結させること
を原則とします。 

②展示団体には来館者に対しホスピタリティをもって親切丁寧に対応していただきます。 
③ワークショップ（研究会）やレセプション（懇親会）など付随的な事業が併催できること
が望ましいとされます。 

④展示団体自らが①のプロセスを行うことが困難な場合においては、協会がフォローしま
すのでご相談下さい（有償による運営スタッフ確保のお手伝い等）。 

⑤展示団体や関係者も博物館への入場は原則として有料です。ただし、イベント開催中の説
明要員及び展示・撤去における作業要員となる方には、博物館の判断により数量を限定し
てスタッフ用カードを交付し、入館料を免除することがあります。 

⑥展示団体は、自らのイベント開催に関し積極的に周知等を行ってください。 
⑦会場内禁煙/飲食厳禁など、博物館が定めたルールを遵守していただきます。 

（４）展示内容について 
①「日本のナショナル・ミュージアムである郵政博物館の展示内容として適切であること」
が求められます（例：貴重なもの、興味深いもの、美しいもの、楽しいもの等）。内容
の当否は、共催者（博物館および協会）が判断します。 

②来館者の興味関心をひくものであることが求められます。 
③以下の要件を満たしていることが望ましいとされます。 
(I) 一定以上の郵趣的評価基準を満たしていること（客観的な裏付け＝例：内外競争切

手展受賞歴を有すること等） 
(II) マスコミの取材対象となりやすいものであること 
(III) 日本人のみならず外国人にも理解できる対応がとられていること 
(IV) 青少年の育成に資する施策が含まれていること 

（５）その他 
①本事業に係る一切の意思決定権は共催者（博物館および協会）に属します。 
②共催者の決定に対する異議申し立ては受け付けません。また、共催者はその決定に伴う
いかなる賠償責任も負いません。 

③以下の場合は、共催者は出展決定を取消すことがあります。 
(I) 申込内容や共催者に対する説明に虚偽があった場合 
(II) 展示団体負担金が納付されなかった場合 
(III) 展示団体による自主運営体制が確立しない恐れがある場合 
(IV) その他やむを得ない事由が生じた場合 

④共催者（博物館および協会）にとって特に貢献度が高いと判断された展示団体に対し、
共催者から感謝状等を贈呈することがあります。 
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２．2018年度 「郵博 特別切手コレクション展」展示団体募集について 

上述の基本原則を踏まえて、2018年度の展示団体を以下の通り募集いたします。 

（１）会場：郵政博物館　多目的スペース

（２）募集会期：
提出用書類２枚目に候補予定日が記載されています。
展覧会会期は土-日曜日の2日間を原則とします。会期初日を金曜日以前に早めることもス
ケジュールによって可能です。希望する場合はご相談ください。

（３）開催時間：
特別切手コレクション展の開催時間は、郵政博物館の開館時間である午前10:00-午後5:30
と同一です。なお会期初日の開始時間だけ、設営の為、午後1時とすることができます。 
最終日も必ず17時30分まで開催し、撤去は閉館後1時間30分以内（遅くとも19時まで）
で実施していただきます。 

（４）展示規模・設備 ：40フレーム（1フレーム16リーフ）を原則とします。

（５）展示団体負担金：50,000円
特別切手コレクション展の運営に関する実務は、博物館と本事業を共催する協会が担当
します。協会は非営利組織ですが、当該事務に要する諸経費相当額として、出展決定後に
50,000円の展示団体負担金を申し受けます。 

（６）展示団体負担金の減額
展示団体の申込者が、当協会の賛助会員である場合、展示団体負担金を一万円減額します。

（７）申込期間・方法
出展申込書(別紙)に必要事項をご記入の上、協会あてご提出願います。
申込期間は、2017年6月1日から2017年9月30日の間とします。(必着) 出展の可否につ
きましては、協会理事会において審査・選定作業を行った上で、１か月後を目処に決定
し結果をご連絡致します。 

（８）お問合せ・申込み先
協会は限られた人的資源で運営されていますので、本事業に申し込まれる方は原則として
電子メールによる日常的な連絡・調整に支障のない方に限ります。また、本事業の実務は
全て協会が担当します。会場となる郵政博物館への直接のお問い合わせはできません。 

（９）2年連続して開催する展示団体の優遇
2年連続して開催する展示団体が前年と同時期の展示を希望する場合は、他の展示団体よ
り優先的に開催時期を割りあてます。但し主催者行事が入る場合は、優遇致しかねます。 
・連絡先Eメール　　　　info@kitte.com 
・郵送物等の送付先　　〒102-0083 海事ビル内郵便局留置

特定非営利活動法人 郵趣振興協会  郵博特別展係 
以上 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２．2018年度 「郵博 特別切手コレクション展」展示団体募集について 

上述の基本原則を踏まえて、2018年度の展示団体を以下の通り募集いたします。 

（１）会場：郵政博物館　多目的スペース

（２）募集会期：
提出用書類２枚目に候補予定日が記載されています。
展覧会会期は土-日曜日の2日間を原則とします。会期初日を金曜日以前に早めることもス
ケジュールによって可能です。希望する場合はご相談ください。

（３）開催時間：
特別切手コレクション展の開催時間は、郵政博物館の開館時間である午前10:00-午後5:30
と同一です。なお会期初日の開始時間だけ、設営の為、午後1時とすることができます。 
最終日も必ず17時30分まで開催し、撤去は閉館後1時間30分以内（遅くとも19時まで）
で実施していただきます。 

（４）展示規模・設備 ：40フレーム（1フレーム16リーフ）を原則とします。

（５）展示団体負担金：50,000円
特別切手コレクション展の運営に関する実務は、博物館と本事業を共催する協会が担当
します。協会は非営利組織ですが、当該事務に要する諸経費相当額として、出展決定後に
50,000円の展示団体負担金を申し受けます。 

（６）展示団体負担金の減額
展示団体の申込者が、当協会の賛助会員である場合、展示団体負担金を一万円減額します。

（７）申込期間・方法
出展申込書(別紙)に必要事項をご記入の上、協会あてご提出願います。
申込期間は、2017年6月1日から2017年9月30日の間とします。(必着) 出展の可否につ
きましては、協会理事会において審査・選定作業を行った上で、１か月後を目処に決定
し結果をご連絡致します。 

（８）お問合せ・申込み先
協会は限られた人的資源で運営されていますので、本事業に申し込まれる方は原則として
電子メールによる日常的な連絡・調整に支障のない方に限ります。また、本事業の実務は
全て協会が担当します。会場となる郵政博物館への直接のお問い合わせはできません。 

（９）2年連続して開催する展示団体の優遇
2年連続して開催する展示団体が前年と同時期の展示を希望する場合は、他の展示団体よ
り優先的に開催時期を割りあてます。但し主催者行事が入る場合は、優遇致しかねます。 
・連絡先Eメール　　　　info@kitte.com 
・郵送物等の送付先　　〒102-0083 海事ビル内郵便局留置

特定非営利活動法人 郵趣振興協会  郵博特別展係 
以上 

（提出用　３の１） 
申し込みにあたっては全３枚を提出してください 

郵政博物館　御中  
特定非営利活動法人郵趣振興協会　御中 

２０１８年度　「郵博 特別切手コレクション展」 出展申込書 

わたくし（ども）は、標題の募集要項の内容を了解し、ここに出展申込を行います。 
出展決定後は展示団体負担金を2018年2月28日までに納付完了することを誓約いたします。 
なお記載内容に虚偽があった場合や負担金未納の場合には出展決定が取消となる旨了解しました。

日付　　　　　　　　　　　　　　　　署名　         

1.申込者について 
氏名              

*申込者が法人の場合は代表者の氏名を記載してください。 

展示団体名（グルーブ・団体の場合）          
住所・所在地・通信先 〒   　　　-   

               
*局留、私書箱を通信先に記載する場合は別途、住所・所在地を記載してください。 

日中連絡がとれる電話番号（携帯可）          

日常の連絡調整用のEメール           

2. 展示団体および展示テーマについて 
展示団体の属性（該当箇所に✔） 
□　個展（展示団体は申込者１名のみ） 
□　グループまたは団体展　　　　　　　　　　　　（グループの構成人数  　　名） 
□　その他（詳しくご記載下さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 

展示テーマ（該当箇所に✔） 
□　伝統郵趣の特定分野  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 
□　郵便史の特定分野  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 
□　テーマティクの特定分野 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 
□　その他の特定分野  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 
□　上記以外（           ） 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（提出用　３の２） 
申し込みにあたっては全３枚を提出してください 

３ 会期および設営日の希望について 
本ページ下部の表は、2018年度中に開催できる月の一覧です。４月、１２月以外は、複数の週
末を開催候補として検討することが可能です。 
展示団体の意向をお聞きした上で、他団体の切手催事の情報を提供し、貴展示団体の集客が失
敗しないような相談に応じたいと考えております。 

表をご覧いただき、現時点で想定される希望会期についてご記入ください。（複数可）該当月
の開催可能日や、判明している当該期間の他団体の催事予定を電子メールで案内いたします。
希望理由や背景を教えていただけると、より的確に相談に乗ることができます。 

現時点では、 

月の開催を希望します。 

設営（準備）について（該当箇所に✔） 
  □　原則通り、会期初日朝（10時から午後1時まで）に行う 
  □　会期の前日（営業日）の午後に行いたい 
  □　まだわからない 

年月 選択できる会期が一つだけの月の候補日程 複数の週末から開催期間を希望できる月

2018年４月 4/20-22（金土日）のみ

2018年5月 ◯

2018年6月 ◯

2018年7月 ◯

2018年9月 ◯

2018年10月 ◯

2018年11月 ◯

2018年12月 12/22-23のみ

2019年1月 ◯

2019年2月 ◯

2019年3月 ◯
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（提出用　３の２） 
申し込みにあたっては全３枚を提出してください 

３ 会期および設営日の希望について 
本ページ下部の表は、2018年度中に開催できる月の一覧です。４月、１２月以外は、複数の週
末を開催候補として検討することが可能です。 
展示団体の意向をお聞きした上で、他団体の切手催事の情報を提供し、貴展示団体の集客が失
敗しないような相談に応じたいと考えております。 

表をご覧いただき、現時点で想定される希望会期についてご記入ください。（複数可）該当月
の開催可能日や、判明している当該期間の他団体の催事予定を電子メールで案内いたします。
希望理由や背景を教えていただけると、より的確に相談に乗ることができます。 

現時点では、 

月の開催を希望します。 

設営（準備）について（該当箇所に✔） 
  □　原則通り、会期初日朝（10時から午後1時まで）に行う 
  □　会期の前日（営業日）の午後に行いたい 
  □　まだわからない 

年月 選択できる会期が一つだけの月の候補日程 複数の週末から開催期間を希望できる月

2018年４月 4/20-22（金土日）のみ

2018年5月 ◯

2018年6月 ◯

2018年7月 ◯

2018年9月 ◯

2018年10月 ◯

2018年11月 ◯

2018年12月 12/22-23のみ

2019年1月 ◯

2019年2月 ◯

2019年3月 ◯

（提出用　３の３） 
申し込みにあたっては全３枚を提出してください 

4. 展示に参加するコレクションオーナーについて 
展示に参加するコレクションオーナーが、すでに決定している場合は、付随情報と共にご記入
ください。参加未確定のコレクションオーナーについては、（予定）とご記載ください。 

5．その他 
申込に際して伝達しておきたい事柄があれば、以下にご記載ください。 

以上

コレクションオーナー名 作品名（フレーム数） 会期中の会場滞在予定

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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郵趣活動の記録
BANDUNG 2017受賞結果抜粋    特定非営利活動法人 郵趣振興協会

BANDUNG2017　参観記（旅行記）   菊地 恵実

『町田趣味の切手展 ’１７』の開催記録   白鳥 信行

全日本切手展2017受賞記録抜粋    特定非営利活動法人 郵趣振興協会

全日展２０１７参観記      長野 行洋

ジャパンスタンプオークショニアレポート  鯛 道治

第39回 TOPHEX スター☆オークションレポート 池田 健三郎

第２回 フロアレポート      スタンペディアオークション株式会社
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BANDUNG2017受賞結果抜粋
特定非営利活動法人 郵趣振興協会

2017/8/3( 木）～8/7（月）に、インドネシア・バンドンにあるトランス・スタジオ・コンベンションセン
ターで開催された国際切手展の受賞結果の抜粋（グランプリと日本からの出品）をご報告いたします。なお、
本展覧会にはチャンピオンクラスが設置されなかったため、グランプリ・ドヌールは存在しません。

Grand Prix International
　The 1897 Red Revenue Surcharges of China (Ding Jinsong, China)
その他のグランプリ候補
　Classic Romania (Hackmey Joseph, United Kingdom) 
　Peru:Lima 1821-1884, Republican Postal History Until Early UPU (Marquez Henry, Peru) 

Grand Prix National
　Repoeblik Indonesia 1945-1949, Local Issued Stamps during Independent War in Java Island (Kusuma Indra, Indonesia)

出品部門 出品者 F 出品者 結果
伝統郵趣（蘭印、インドネシア） Japanese Occupation in Java 1942-1945 8 増山三郎 LV(88)
伝統郵趣（AOA） Japan : Tazawa Series "Taisho" Watermarked Granite Paper, Old Die 5 丹羽昭夫 LV(88)
伝統郵趣（AOA） Japanese Occupation of the Philippines 1942-1945 5 鏑木顕 V(81)
伝統郵趣（AOA） Japan Chrysanthmum Series 1899-1908 5 村山廣佑 V(83)
伝統郵趣（AOA） Japan : Showa Series, 1937-46 8 伊藤純英 LV(88)
伝統郵趣（AOA） Japan Showa Issues 1937-1947 5 和田輝洋 V(83)
伝統郵趣（AOA） Ryukyus Air Mail Stamps 1950-60 5 石澤司 LS(77)
伝統郵趣（AOA） Japan 1871-1876 Hand Engraved Issues 8 山田祐司 G(93) +SP
伝統郵趣（ヨーロッパ） Napoleon non laure France 1852-1862 5 有吉伸人 G(90)
伝統郵趣（ヨーロッパ） Kingdom of Prussia 1850-1867 5 吉田敬 LV(87)+SP
伝統郵趣（アメリカ） Republica Argentina : Sitting Liberty Series 1899- 1903 5 佐藤浩一 LV(88)+SP
郵便史（AOA） Postal History of the Cape of Good Hope 5 池田健三郎 LV(85)
郵便史（AOA） Foreign Mail in Nagasaki, Japan 1865-1905 8 伊藤純英 LV(88)+SP
郵便史（AOA） Japan Courier Mail (Previous title: The Japanese Couriers 1601-1873) 8 山崎好是 LV(88)
郵便史（ヨーロッパ） Hungarian Inflation 1945-1946 8 伊藤文久 LV(87)
郵便史（アメリカ） The U. S. Return Receipt Requested & Avis de Reception 1866-1945 5 和田文明 V(81)

テーマティク（カルチャー） CZESLAW SLANIA The great works of his engraving stamps 
(Previous title: Czeslaw Slania - The World of Engraving Stamps) 5 村山良二 LS(78)

テーマティク（カルチャー） A History of Hong Kong 8 内藤陽介 G(90)
テーマティク（テクノロジー） Tramway - The Origin of Transport 8 榎沢祐一 G(90)
文献（単行本） Japan Hand Engraved Stamps 1871-1876 ( 株 )鳴美 LV(86)
文献（単行本） Japan Courier Mail ( 株 )鳴美 LV(88)
文献（単行本） Hiroyuki Kanai "Classic Japan 1871-1876" 切手文化博物館 LG(95）
文献（雑誌） Stampedia Philatelic Journal スタンペディア(株 ) LV(85)
文献（雑誌） Zen Nihon Yushu / All Japan Philately 全日本郵趣連合 LS(75)
文献（カタログ） Visual Japanese Stamp Catalog Vol.1, Vol.2, Vol.3, Vol.4, Vol.5 日本郵趣協会 Ｖ(81)
文献（カタログ） Japanese Stamp Specialized Catalogue Vol.1 日本郵趣協会 V(80）
文献（カタログ） Encyclopedia of Japanese Scenic Cancellations 1931- 2017 Vol.1, Vol.2 日本郵趣協会 Ｓ(70）
文献（カタログ） Encyclopedia of Japanese Showa Issues 1942-1952 ( 株 )鳴美 LV(85）
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バリのングライ国際空港（到着時）
機内はバカンスを楽しみにしている日本人でいっぱいでした。

（カップル多かったな、苦笑）

バリのングライ空港（出発時）
バカンスをすることなく、翌日早朝国内線でバンドンへ

BANDUNG2017　参観記（旅行記）
菊地 恵実

8 月 3 ～ 7 日の日程でインドネシアのバンドンで開催された FIP 展
『BANDUNG2017』に行ってきました。今回は残念ながら出品していな
いため、参観者としての参加となりました。切手も海外旅行も初心者で、
英語もできない菊地恵実が国際展参観の雰囲気を私目線でお伝えさせて
いただきます。

1- 2 日目

バンドンまでは直行便がないため、今回は LCCの AirAsia を使用し成田
からバリを経由しバンドンへ。バリでトランジットが 17時間程あったっため、約 24時間かけてバ
ンドンへ到着しました。

バイク、バイク、バイク
これぞ！といった風景。4人乗りの強者もちらほら

バンドン到着！！
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早速会場へ。

会場は Trans Studio Bandung で、
ショッピングモールに併設しています。

オフィシャルホテルも会場に隣接して
おり、滞在中はホテル↔会場↔ショピン
グモールの 3箇所で過ごしていました。

つまり、今回もNY、台湾、メルボルン
と同様に観光は一切なしです。（苦笑）

プログラム

会場前には大きなムスク
外国に来てるんだな～と実感

開会式を待つ関係者
ジュリーやコミッショナー等、各国の関係者の方々がいました

会場内では（作品展示会場外）こんな可愛い綿あ
めを作って配っていました。
子供も多く来場していたので、切手以外の事では
ありますが、集客に一役かっていたようです。

会場入り口
無料の為、受付等もなく誰でも参観可能でした
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展示会場

前回参加したメルボルン 2017 とは違い、フレーム配置は蛇腹ではなくフラットでした。通路もす
れ違える程の幅があったので、個人的にはメルボルン 2017 よりも参観し易かったです。また光量
も少なすぎる事もなく、比較的見やすかったと思います。そして床が絨毯敷きの為、長時間の参観に
は通常の床よりは負担が少なく、その点も良かったです。

作品参観は長時間立ちっぱなしの事が多く、休憩場所も近くにない為、知らず知らずのうちに体に負
担がかかっている事が多いです。しかも長時間のフライトや移動時間で疲れもある為、ちょっとの事
が大きく体に影響します。今回のバンドンは参観側からすると、ある一点を除き良かったと思います。

ある一点、それは会場が寒い！！！！

東南アジア＝暑い。と思っていたら大間違い。

事前に情報収集はして、「冷房強め」とは知っ
ていましたが、これほどまでとは思っていま
せんでした。

例えると、冷蔵庫の中。後で聞いた話ですが、
会場の設定温度が 10度台だったとか、、、。

日本人参観者のみなさま
早速、作品鑑賞中（池田さんの作品前）

作品展示の様子
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すごい作品

海外参観の楽しみは、各国の作品を見る事、感じる事ができる。というところだと思います。海外展
に出品されている作品はいずれも見応えがあり、滅多に間近で見る事のできない作品も多くあります。

参観前から日本の方々が見たいと言っていた　J. Hackmey 氏の " ROMANIA "、所謂モルダヴィア
の牛の作品です。作品前では、『ほ～、は～』と参観者からため息がこぼれていました。

続いて、Ake Rietz 氏の作品 " Great Britain -Line Engraved Issues1840-1870 " この作品もみな
さん注目していました。ただ、稀少なマテリアル、例えば Penny Red の plate 225 の 6枚ブロッ
クなどが入っていても、Gold でした。このテーマの難しさを実感しました。

Great Britain 
-Line Engraved Issues1840-1870

Ake Rietz 氏の作品より

" ROMANIA " Joseph Hackmey 氏の作品
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ところで、海外展にこれまでも何度か参加しておりますが、いつも誰かと作品展示を見ています。ま
だまだ知識が乏しい為、特に日本以外のものは見ても正直理解ができません。

そこで参観されている日本人の方々に、海外作品を前に解説して頂いたり、参観者どうしの会話を聞い
たりして、その作品がどういったものか、どういった点が優れているか、否かなどを教えて頂いています。

理解はさほどできてはいませんが（ごめんなさい）、ひとりで見ているよりもはるかに楽しめるのは
間違いありません。毎回、みなさまの郵趣知識の深さに感服し、知識は楽しみに直結している事を痛
感します。

今回解説頂いて、そうなんだ！面白い！と感じた作品があります。タイの Santpal Sinchawia 氏の
伝統郵趣作品、『CLASSIC BURMA』です。

この作品には本来、伝統郵趣作品であれば展示しなければいけな
いものが無いのです。それは、未使用の切手です。

伝統郵趣では主に未使用切手で製造面を、使用済み（カバーなど）
で使用面を示します。しかし、この作品には未使用切手がありま
せんでした。

伝統なのに未使用一個もないなんて、ダメじゃん！としったかぶ
りをしていたら、『これは未使用を入れてはいけない作品なのです』
と言われました。『伝統郵趣なのに未使用を展示してはいけない？
んっ？どういうこと？？？』

"The 1897 Red Revenue Surcharges of China " Jinsong Ding 氏の作品

また、会場でひときわ異彩を放っていた作品がありました。Jinsong Ding 氏の "The 1897 Red 
Revenue Surcharges of China " です。全体的にフレームが緑！！実は、UV保護フィルムを全リー
フに使用しています。気持ちはわかりますが、やりすぎ感も。NYの警備員をつけていた作品を思い
出しました。
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このビルマ切手はインド切手をビルマで使用したもの。つまり、未使用切手を展示するという事はイ
ンド切手の製造面を示す。という事になるのです。元が同じ切手だからといってビルマ切手の作品に
インド切手を使用する事はできません。ビルマでの使用済みのもの以外で示す事は認められない切手
なのです。でも未使用が使用できないという事は、『どうやって製造面を示すの？？？』新たな疑問
がわきました。

答えは明白でした。使用済みで製造面を示せばいいのです。使用済みでプレートを示したり、版欠点
を示したりします。

この切手は、伝統郵趣なのに未使用で製造面を示してはいけないという珍しいケースなんですよ。と
解説をまとめて頂いた時に、『そういう事もあるんだ！』という驚きと、知らなかった事を知った喜
び、そしてそれを体現している作品が目の前にあるという事に、『面白いな～』とテンションが上が
りました。確かによくよく考えれば当たり前の事ですが、もし解説頂かなかったら、『ダメじゃん！』
のまま終わっていたでしょう。解説頂いて本当に良かった！！！
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パルマレス

出品者ではありませんが、今回も受賞パーティ（パ
ルマレス）に参加しました。

参加者にはお土産としてインドネシアの伝統品、男
性には帽子？の様なものが、女性には首から掛ける
細めのスカーフの様なものが配られ、皆身につけて
参加しました。 会場の様子

日本人出席者　左から　正田さん、和田さん、井上さん、内藤さん、杉原さん

日本人出席者　左から　伊藤（文久）さん、増山さん、伊藤（純英）さん　

授賞の様子

←同席になったオランダの参加者と
の交流の様子

こういった場で同じ趣味を持つ海外
の方と交流を持てる事が、海外展参
観の醍醐味のひとつではないでしょ
うか。

日本人出席者　左から　榎沢さん、有吉さん、吉田さん

パーティの最後は "恒例 ”のダンス♫→
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クリティーク

賞が出た後、審査員と直接接する事ができる貴重な時間です。今後の作品をよりよくしたいと思って
クリティークに臨んでいる為、みなさん真剣です。

アドバイスや指摘に不明な点や疑問点があれば、この場で
しっかり審査員に質問して指示を受けます。

クリティーク前、各国の出品者で会場が賑やかになります。
場合によっては担当審査員をなかなか見つけられない事も。

クリティークの様子（伊藤文久さん）

クリティークの様子（有吉さん）

クリティークの様子（吉田さん）
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おわりに

今回は参観者という立場で１週間ほど、国際展に参加しました。会場の雰囲気や展示の方法はそれ
ぞれ違うんだなぁと感じながら、数えてみると今回で国際展参観も 5回目となりました。

最初の香港展 2015 では、全く理解できなかった為、作品を見ないで過ごす時間が多くちょっと暇
だなと感じていましたが、回を重ねる毎にちょっとずつではありますが、知識もつき作品を見る面
白さを感じられる様になり、作品を見ている時間が自然と長くなっています。

また、みなさんが受けられているクリティークを盗み聞きながら（笑）、現在の作品の傾向やトレン
ドなどを肌で感じ、自作品に取り入れられないかと考えている自分もいます。

海外展参観はただ楽しい！というだけでなく、色々な意味で収穫や刺激が多い、オススメの海外旅
行です！！！

ブース
国内外かかわらずブースを見るのは楽しい一時です

私も何点か購入しました

参観風景
作品についての意見交換、手前：吉田さん、奥：Jean Voruz さん

セミナー
今回、伝統郵趣のセミナーに参加致しました。
しかし、参加、、、、というよりも座っていたと言った方が正し
いです。なんとな～く、ふんわ～りと雰囲気で感じ取っていた
状態です。英語（特に語彙力）を早急に身につけなければ！と
改めて実感しました。

会場隣のモスクの夜景
観光旅行っぽいのは、これくらい。。。
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『町田趣味の切手展 ’１７』の開催記録
白鳥 信行

今年で１８回目となる日本郵趣協会町田支部の支部員による作品展を次の通り開催いたしましたので、そ
の開催記録として掲載させていただきます。 
開催期間：　２０１７年８月１６日（水）　～　８月２０日（日）     
開催場所：　町田市立国際版画美術館      
小型印　：使用。（注：会場での押印はなく、町田郵便局のみでの押印）
期間中はほとんど雨天の状態でしたが、ご来場いただいた方は熱心にご観覧や説明を聞いていただきま

した。来場者数は３７０名強と前年より若干増えました。来年も開催予定ですので、ご興味のある方・近
隣の方のご来場をお待ち申し上げます。写真は支部員の説明に耳を傾けて頂いたご来場者の様子です。

作品名 ﾘ ﾌー 氏名 概要
鉄道の話題 36 太平 義正 風景印・小型印などにより、２１世紀の首

都圏の鉄道の話題を取り上げました
マキシマムカードによる昆虫館（その１）36 白鳥 信行 ＭＣによる昆虫（蝶蛾以外）の姿をご覧い

ただきました
この１年間の収集品 48 細谷 雄一 「ポスト型はがき」や少数発行の「切手帳」

などの実逓便が見所でした
スウェーデンの切手 36 宮澤 秀直 スウェーデンの一番切手からのクラシック

を中心に最近のものを一部取り入れました
帝政ロシアとソ連邦の切手 48 長峰 重久 帝政ロシアからソ連邦の第２次大戦まで、

歴史の勉強に役立ちました
平成２７、２８年発行日本記念切手使
用済み 60 植松 盾躬 ２年間に発行された切手はなんと１，２００

種以上、それを使用済みで集めました
時代を超えて愛される切手 36 小野里 幸美 皇室関係の切手や国宝などの美術切手をＦ

ＤＣなどを添えて多彩に表現しました
行けなかった旅、１９６９～カルカッタ
からパリへ～ 36 定家 みさ子

友人三人と出発した海外旅行、体調不良
で途中断念した旅を切手や絵はがきなど
で表現

エラー切手・葉書・定常変種・バラエ
ティーｅｔｃ 60 西俣 宏芝 エラーなどの切手・葉書を所狭しと整理さ

れているリーフの全てが圧巻でした



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

122

部門 作品名称 F 出品者 結果
チャンピオン 香港の歴史 8 内藤 陽介 LG(93)

伝統・日本

手彫切手 5 瀧川 忠 LV(80)
小判 2銭切手 3 長野 行洋 LV(80)
大正白紙切手 3 長竹 一彦 LG(92)+SP

田沢旧大正毛紙切手 5 丹羽 昭夫 LG(90)+SP

富士鹿・風景 5 吉田敬 LV(80)
新昭和切手 5 和田輝洋 LV(83)
新昭和切手 5 飯澤 達男 LV(81)
産業図案切手・昭和すかしなし切手 5 濱谷 彰彦 S(65)
第 3次動植物国宝図案 10円ソメイヨシノ 3 井間 稔之 B(55)
戦後の記念・特殊切手小型シート 1946-49 5 馬渕 正比呂 LV(83)

文化人切手（1949-1952) 4 宇佐見 比呂志 S(66)

二つ折りはがき 5 斎　　享 LG(90)+SP
二つ折り枠なし一銭はがき 5 石川 勝巳 G(85)
記念・特殊はがき 5 中世古 誠 LS(72)
Ryukyu Definitive Issues 1952-56 5 石澤 司 V(79)
Ryukyu Dollar Currency Conversion Provisional Series 5 木戸 裕介 LS(71)
満州国第 4次普通切手 5 川崎 徹夫 V(75)
和紙手彫証券印紙 1873-1874 5 長谷川 純 LG(95)+SP

伝統・外国

インド土侯国：ハイデラバード 1869-1909 5 佐藤 浩一 LG(93)+SP

One Penny Black and Red Brown From Black Plates 5 安藤 裕 G(88)
SIAM 1883-1895 5 岩崎 善太 G(89)+SP
Slovenia Vinar and Krone Ordinary Postage Stamps 1919-1920 5 榎沢 祐一 V(78)
フィリピン航空書簡 1947-1984 5 榎沢 祐一 SB(64)

郵便史・日本

飛脚 5 安藤 源成 LV(80)
新潟県（越後・佐渡）初期消印（不統一印・記番印） 5 村山 廣祐 G(85)
播磨国の丸一型日付印 3 福田 博和 S(65)
大型ボタ印 5 赤塚 東司雄 G(85)
震災郵便史 4 遠藤 浩二 LS(73)
東北の鉄郵印 3 青木 章博 SB(60)
1937 年の急速郵便制度改革 4 池田 健三郎 V(77)

郵便史・外国
South America Airmail by Graf Zeppelin 5 立川 賢一 G(85)
アウシュヴィッツ郵便史 1939-1945 5 内藤 陽介 LV(80)

テーマティク

龍馬に会いたい 5 板原 研三 B(55)
第二次世界大戦と日本 5 虎頭 雄彦 LV(84)
近・現代スペインの特異な政治変遷 3 安西 修悦 LB(74)
隕石と地球接近天体 3 今井 徹 B(56)

オープン郵趣 都の西北～早稲田大学 125 年の足跡 5 池澤 克就 LV(81)

全日本切手展2017受賞記録抜粋
2017/7/15( 土）～17(月）に東京、錦糸町のすみだ産業会館8階で開催された切手展の受賞記録

文献以外の競争部門の結果
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部門 作品名称 F 出品者

ユース
ヒコーキ切手がいっぱい 1 津田 賢志郎 S(70)+SP
ハートがいっぱい 1 津田 珠野 S(73)+SP
観賞魚 1 千葉 郁実 S(71)+SP

ワンフレーム
( 伝統郵趣）

1000 円吉祥天立像 1 北野 雅利 B(57)

神宮式年遷宮記念 1 木下 朋英 S(68)

切手趣味週間 1948-49 1 馬渕 正比呂 V(76)

年賀はがきの特殊使用例 1 中世古 誠 LS(70)
小包はがき 1 瀧川 忠 SB(64)
日本復帰直前に発行された琉球記念切手 1 石澤 司 S(65)

ワンフレーム
( 郵便史）

在中国日本郵便局・郵便為替 1 柳川 英幸 S(66)
名古屋郵便局から名古屋中央郵便局への変遷 1 石代 博之 LS(73)

貯金通知書 1 近辻 喜一 B(57)

Advertised Postmarks in Japan 1 岩崎 朋之 LV(82)

初期暑中見舞はがきと標語印 1 山田 克興 SB(64)

ワンフレーム
( テーマティク）

独立直後の切手で描くアルメニア 1 金子 雄介 SB(60)
民生委員 100 年のあゆみ 1 山口 弘幸 SB(64)
チェダー・ローズ＝その誕生と切手との出会い＝ 1 山田 精一 LV(80)

郵趣文献
（単行本・カタログ）

第 66回全日本切手展 小藤田 紘 V(75)
初心者コレクターによる競争切手展に出品するリーフの作
り方　伝統郵趣コレクション編 無料世界切手カタログ・スタンペディア（株） LS(70)

竜切手　プレーティングブック （株）鳴美 V(76)
小包送票と小包郵便 （株）鳴美 LS(70)
震災切手と震災郵便 （株）鳴美 LS(70)
逓信省告示目録 （株）鳴美 V(76)
最近の情報 150 号記念（付録）120 ～ 150 号総合索引 小判振舞処 V(76)
日中戦争・太平洋戦争期における実例による軍事郵便　解析の手引き 浅野 周夫 LS(70)
スタンペディア・フランス・クラシック切手カタログ 有吉 伸人 V(77)

郵趣文献
（雑誌・定期刊行物）

日本郵趣協会秋田支部会報「あきた郵趣」2016( 平成 28）年 浅野 周夫 B(58)
フィラ関西 藤田 卯三郎 V(75)
会報 Izumi いずみ切手研究会 LS(70)
岡山からす会会報 2016 岡本 哲 SB(62)

文献部門の結果



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

124

全日展２０１７参観記
長野 行洋

昨年より１週間早い７／15～17恒例となったＪＲ錦糸町駅前丸井８F・すみだ産業館で、全日本切手
展 2017が開催された。今年は17日(月 )が海の日で３連休、現役の仕事を持つ収集家には有難かった。
梅雨も明け、ここ数年で一番暑かったが、会場内は冷房が効いて、別世界で楽しめたのでは。敬称略。

今年も企画展示は充実。３月オーストラリア・メルボルンで開催されたアジア国際切手展で開催国関連
最高賞、ナショナルグランプリを受賞された永井正保氏「PrivatePrinting Period in Victoria 1850-
1859」と大金銀賞の長島裕信氏・連邦最初の切手「Austoralia-Kangaroo and Map Design Pstage 
Stamps」が展示のオーストラリア切手展。

昨年の小判切手に次いで、今年は国際展で３度大金賞に輝く、中川幸洋氏「菊切手」（鳴美よりオールカラー
作品集が出版）。昭和切手80周年を代表して、児玉博昭氏「乃木２銭」と郵政博物館所蔵の原画・朱色
単線12シート等。いずれも見ごたえ。

チャンピオンクラス

NEW YORK2016国際切手展、金賞作品。
「香港の歴史」( 東京・内藤陽介 )
大金賞、フレームごとの判り易い構成、馴染みのテーマでテーマチク作品のお手本が見られ何より。

伝統郵趣・日本関連

昨年は出品数少ないながら、外国・伝統郵趣に秀作、上位入賞が。今年は、出品数は昨年なみも、伝統
郵趣・日本部門が特別賞独占。

「手彫切手」(北海道・瀧川忠 )
連続ご出品、昨年４フレから５フレに増量、淋しいリーフもと生意気言ったが、今年は追加のアイテム増量、
リーフ書込みも垢抜け見事、大金銀賞。

「小判２銭切手」( 東京・長野行洋 )
大金銀賞、40年前、学生を卒業されてすぐのご出品ながら小判の先輩稲葉良一氏が、小判全体の大コレ
クション目指し、額面別で競争展出品をとの意気込みに当時感激、タイトルだけパクりも果たして内容は。
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田沢は正に度肝を抜く２作品。

「大正白紙切手」(栃木・長竹一彦 )
大金賞・全日本郵趣連合賞、１リーフ作るのも大変な大正白紙、無加刷・
支那加刷・軍事加刷と３フレに展開よりすぐりのマテリアルがきら星。３
銭無双罫銘版付目打３種揃えの、露払いは無双4x4=16 枚ブロックと卒
倒のリーフ。高額カバーの数々。加刷の３フレ目は圧巻、支那加刷カバー
が11通も。

「田沢旧大正毛紙切手」( 東京・丹羽昭夫 )
大金賞・日本郵趣協会賞、今回は無加刷に限定、切手帳のオリジナルス
タディ含め新しい高額・多数貼りアトラクティブなカバーを加え戦力大幅
アップ。

「富士鹿・風景」( 東京・吉田敬 )
大金銀賞、氏初めての日本伝統郵趣作品。短期間でよくぞここまでのレベ
ルの作品を作られたもの。ここ数年間、市場の富士鹿・風景が急騰。こ
れから時間をかけて状態の良い未・カバーに取り換えていけば、一流コレ
クション間違いなし。出版のコレクション集も有難い。

新昭和２作品も白眉。
「新昭和切手」( 東京・和田輝洋 )
大金銀賞、長い収歴に裏打ちされたコレクションよりの選りすぐり、最近リー
フが垢抜け手作り和食からフレンチになったよう。

「新昭和切手」(山形・飯澤達男 )
大金銀賞、連続出品でワンランクアップ。ありふれた満月済を間引き、未・済のバランスと、目打11x13¹⁄₂
のカバーの見栄えにこだわり。とにかく作品全体がきれい。一昔の同時代作品では想像もつかない。

長竹一彦さんの作品

丹羽昭夫さんの作品

吉田敬さんの作品（左）とコレクション集（右） 飯澤達男さんのコレクション集
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「産業図案切手・昭和すかしなし切手」( 東京・濱谷彰彦 )
銀賞、ゼネラリストの達人、相変わらずどの分野も未・済・カバーと小じっ
かり、必ず魅せるアイテムも。

「第３次動植物国宝図案10円ソメイヨシノ」(兵庫・井間稔之 )
銅賞、使用例にこだわりの作品。10円桜への愛情、ひしひし。

記念切手も素晴らしい作品２点。
「戦後の記念・特殊小型シート1949-1949」(大阪・馬渕正比呂 )
大金銀賞、製造面・使用例バランスのとれた内容。切抜き使用カバーに
こだわり、見ごたえが。

「文化人切手 (1949-1952)」( 愛知・宇佐見比呂志 )
銀賞、済シート多数で見ごたえ。未使用揃えと、構成見直しで、２階級
特進が望めるのでは。

今年はステーショナリーが豊作。
「二つ折りはがき」(宮城・斎享 )
大金賞・日本郵便文化振興機構賞、何といっても１フレの紅枠はがきは圧
巻、現存１点の文字入り(切手でいうと耳紙に稀に現われる)、和歌山持
ち込み使用例の最古使用例等ユニーク揃い。

「二つ折はがき脇無一銭はがき」( 東京・石川勝己 )
金賞、オリジナルスタディが高評価。

「記念・特殊はがき」(千葉・中世古誠 )
大銀賞、切手貼、賑やかな使用例で楽しめる作品。戦後５円時代までと広範囲だが、意外に後半部分が
難しいのでは。

馬渕正比呂さんの作品

宇佐見比呂志さんの作品

斎享さんの作品 中世古誠さんの作品



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

127

沖縄エキスパート作品２点。
「Ryukyu Defi-Ntive Issues 1952-56」( 広島・石澤司 )
金銀賞、時代は新しいが、伝統郵趣王道の作品。カバーが魅力満載。

「Ryukyu Dollar Currency Con-Version Provisional Series」( 東京・木戸裕介 )
大銀賞、ドル表示暫定切手の本格的専門コレクション。ブラックプルーフは
じめ未シート多数の展示で迫力。オリジナルスタディも十二分。国際展で評
価が期待、次チャレンジを。

ベテラン２氏が、日本部門を締める。
「満州国大４次普通切手」(埼玉・川崎徹夫 )
金銀賞、特定のシリーズに絞っても魅せる構成・カバーの数々はさすが。

「和紙手彫証券印紙1873-1874」(愛知・長谷川純 )
大金賞・通信文化協会賞。国際展、大金賞の内、今回は和紙に絞った展示、
見栄えが。恐らく印紙としては初の最高賞では。

伝統郵趣・外国
出品数５点と淋しいが、いずれも高位入賞。

「インド土侯国：ハイデラバード1869-1909」( 神奈川・佐藤浩一 )
大金賞・切手文化博物館賞。1999年パリ展以来、国際展出品資格切れで
の再ご出品。念願だった２通のカバー (切手発行以前の証示印カバー・１番
切手最多10枚ブロック貼カバー)の入手がご出品の動機とのことであるが、
格が違いすぎる。

「One Penny Black and Red Brown FromBlack Plates」( 神奈川・安藤裕 )
金賞、世界最初の切手を製造面・使用面、バランスよく配した素晴らしい作品。
ブロック・初期使用カバーにこだわり。

「SIAM 1883-1895」(兵庫・岩崎善太 )
金賞・郵政博物館賞、これまた国際展クラスの本格伝統郵趣作品。

「Slovenia Vinar andKrone Ordinary Postage Stamps 1919-1920」( 東京・榎沢祐一 )
金銀賞、テーマティクのオーソリティがここ数年注力されているチェーンブレーカーの伝統郵趣作品で年々
充実。もう一作品「フィリピン航空書簡1947-1984」銀銅賞。

Black trial proof

Black trial proof overprinted "Specimen"

Trial Proof

Archives               Ryukyu dollar currency 
conversion provisionals 1958.9.16

On August 23,1958 ,Administration of Ryukyu goverment, Donald Prentice Booth,High comissioner of the Ryukyu islands 
announced that currency conversion Byen to Dollars on September 15, 1958.It was no time printing new currency stamps.

So goverment decided that these first dollar issue print at Asahido printing Co. located at Naha.

These black trial proof was printed only 2c and 4c.These proof was printed only 1 sheet, a few proof  is overprinted 
"Specimen" in red. it is scarcer than non overprinted proofs.

Ryukyu goverment ordered to Asahdo printing Co to made some "Specimen". So Asahido overprinted
these black proof "Specimen" means in Japanese three letter.It is scarcer than Non-overeprinted proof.

It is exist only seberal copies.

木戸裕介さんの作品

長谷川純さんの作品

佐藤浩一さんの作品
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郵便史・日本関連
金賞２点はマルコフィリー。

「新潟県 ( 越後・佐渡 )初期消印 ( 不統一印・記番印 )」( 新潟・村山廣祐 )
金賞、以前にも増してカバーの数も充実。記番でも、新発見。

「大型ボタ印」(兵庫・赤塚東司雄 )
金賞、小判青一はがき・赤二貼各局揃いが、ピカ一の状態で。

「飛脚」(岡山・安藤源成 )
大金銀賞、毎回新テーマで連続出品の超ベテラン。本当にどの分野もよ
くお持ちで、感心しきり。

「1937年の急速郵便制度改革」( 東京・池田健三郎 )
金銀賞、極めて限定された別配達・速達・内国航空３制度が並列された
短期間の諸相を貴重なカバーで表現。このテーマの極致だけにこれから
まだ充実の余地が。

「震災郵便史」(福島・遠藤浩二 )
大銀賞は氏の持ち味、葉書裏面も活用しての見て楽しめる郵便史作品。

マルコフィリー２点も健闘。
「播磨国の丸一型日付印」(兵庫・福田博和 )
銀賞、その完成度が評価。全国の鉄郵印出品がライフワーク。

「東北の鉄郵印」(三重・青木章博 )
銀銅賞、地図を上手く使い、垢抜けた作品に。

郵便史・外国
「South Amerika Airmail by Graf Zepperin」( 東京・立川賢一 )
金賞、定評のあるツェッペリン作品、航空郵趣の第一人者。

「アウシュビッツ郵便史1939-1945」( 東京・内藤陽介 )
大金銀賞、ここ数年注力、難しいマテリアルも充実、５フレとなり次はいよいよ国際展へ。

赤塚東司雄さんの作品

池田健三郎さんの作品



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

129

テーマティク
出品３点と、全日展の泣き所。

「第二次大戦と日本」( 東京・虎頭雄彦 )
大金銀賞、郵便史とのボーダーが議論になるテーマもマテリア
ル・構成は見ごたえ十分。

「近・現代スペインの特異な政治変遷」(神奈川・安西修悦 )
大銀賞、特殊なテーマも素直なリーフ作りで、意外に門外漢に
も判り易く。

銅賞２点
「龍馬に会いたい」( 高知・板原研三 )と「隕石と地球接近天体」(福島・今井徹 )は正に、一般受けのテー
マ、見ていて楽しい作品。

オープン郵趣
「都の西北 ~早稲田大学125年の足跡」(神奈川・池澤克就 )
大根銀賞、ＯＢでなくともファンの多い早大をオープンの旗手が多彩なマテリアルで見ごたえ十分に料理。

ユース
銀賞３点。昨年の鉄道に続いて「ヒコーキ切手がいっぱい」(兵庫・津田賢士郎・９才 )ユース奨励賞。
「鑑賞魚」(兵庫・千葉郁実・12才 )ユース奨励賞。
「ハ―トがいっぱい」(兵庫・津田珠野・13才 )ユース奨励賞、さすが姉弟、タイトルがコラボ。

ワンフレーム
伝統郵趣、いずれも日本で６点。

「切手趣味週間1948-49」(大阪・馬渕正比呂 )
金銀賞、厳密には49年は郵便週間だったかしら、見返り・月雁オン
パレードのうらやましい作品。

虎頭雄彦さんの作品

馬渕正比呂さんの作品
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「年賀はがきの特殊使用例」(千葉・中世古誠 )
大銀賞、年賀はがきの年賀以外年内使用や書留等、現代ものでもその
希少性、よくぞ見つけ出すもの。

「神宮式年遷宮記念」(長崎・木下朋英 )
銀賞、記念切手のオーソリティがワンテーマ・ワンフレーム。来年以降
も楽しみ。

「日本復帰直前に発行された琉球記念切手」(広島・石澤司 )
銀賞、沖縄のキジムナー、今回はその図案となった写真との対比が面白
かった。

「小包はがき」(北海道・瀧川忠 )
銀銅賞、今は昔も、どうしても郵趣家便中心はやむを得ないところ。

「1000円吉祥天立像」(大阪・北野雅利 )
銅賞、カムバック組、連続出品もこれまで特定額面テーマで。次回は、
是非、シリーズでの出品を期待。

郵便史も日本のみ５点。
「Advertised Post-Marks in Japan」( 東京・岩崎朋之 )
大金銀賞、国外からの郵便物の配達不能郵便について新聞を用いて広
告実施の郵便印の研究・分類とは寡聞にして、驚くばかり。その希少性も。
ワンフレの鉄人、今回も渋いテーマ。

「名古屋郵便局から名古屋中央郵便局への変遷」(愛知・石代博之 )
大銀賞、榮継ぎ足し機械印等、今回もバックボーンいかばかりか。

中世古誠さんの作品

北野雅利さんの作品

岩崎朋之さんの作品 石代博之さんの作品
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「在中国日本郵便局・郵便為替」( 静岡・柳川英幸 )
銀賞、支那字プロフェサー、今回非郵便も滅多にお目にかからないものば
かり。

「初期暑中見舞はがきと標語印」( 東京・山田克興 )
銀銅賞、はがき図案ゆかりの標語印とのコラボにニヤリ。

「貯金通知書」( 東京・近辻喜一 )
銅賞、ありふれたスタンプレスも、体系立てて、作品に生かされると本望。

テーマティック
「チュダー・ローズ=その誕生=と切手との出会い」(大阪・山田精一 )
大金銀賞、国際展でも実績。

「独立直後の切手で描くアルメニア」( 東京・金子雄介 )
銀銅賞、見て楽しい作品。

「民生委員100年のあゆみ」(長崎・山田弘幸 )
銀銅賞、民生委員自体の高齢化が問題になっている中、タイムリーなテーマ。

全体を通じて、今回も、出品常連の高位入賞者ばかり目立つ結果。初めて
の出品チャレンジャーが尻込み。銀賞・銀銅賞クラスの出品が多くなってこ
そ裾野が広がっていくはず。出品常連者も、第２・第３のサイドコレクショ
ンを出品、銅賞を目指して頂きたい。今年も、全出品に感謝。
（三鷹郵趣会・フィラスリーホークスと併載）

山田克興さんの作品

近辻喜一さんの作品

「Advertised Post-Marks in Japan」( 東京・岩崎朋之 )
「名古屋郵便局から名古屋中央郵便局への変遷」(愛知・
石代博之 )「貯金通知書」( 東京・近辻喜一 )の３作品に
ついては、出品者のご厚意により、本号付録に全リーフを
原寸カラーで掲載しています。合わせてご覧ください。
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郵趣振興協会 活動報告
2017年 9月4日まで

特定非営利活動法人 郵趣振興協会

特定非営利活動法人 郵趣振興協会は、その活動について広く伝えるため、３ヶ月に一度レポートを発行
し、電子メール等で賛助会員にお伝えすると共に、無料でご掲載いただける雑誌媒体に同一内容を提供し
ております。

２０１８年度の、郵博 特別切手コレクション展を引き続き募集中

当協会の主要事業の一つである、郵博特別切手コレクション展について、来年度（2018/4/1-2019/3/31）
開催分の募集を5月31日より開始しました。そのご案内や詳細質問への対応を行なっております。募集
締切の9月30日までに応募された展覧会の中から来年度の開催を決定し、発表したいと考えております。

第3回製造面勉強会を後援

7/1（土）に無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社が開催した、第3回製造面勉強会を後援
しました。勉強会に後援金を補助させていただいた他、当法人代表理事の池田を司会に派遣させていた
だきました。（参加者38名）
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各種事業の進捗について

当法人は「2017年度事業計画書」において、５つの事業を計画しております。
それらは「エキシビション事業」「フィラテリー必需品サプライ事業」「リサーチ及び研究推進事業」「フィ

ラテリックPR事業」「次世代育成事業」の５つです。当クオーターにおける、各事業及び総務ほかの進
捗をご報告いたします。

エキシビション事業
当該期間の開催なし。次期期間の準備、及び2018 年度募集への対応

フィラテリー必需品サプライ事業
「ヒンジ・カバー用コーナー・透明マウント」の３品目を最重要対象品とした、Amazon.co.jp におけ
る供給体制を維持。（本事業は随意契約の形で、無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社に委
託しています）

リサーチ及び研究推進事業
第3回製造面勉強会を後援（7/1）

フィラテリックPR事業
ウェブサイトにおける情報発信は低調（6-8月で10 件。対前四半期65%減）
賛助会員特典の「競争切手展データベース」を継続して開発中。年内リリースの予定。

次世代育成事業
スタンプクラブ2017（スタンペディア社）の図書館向け発送作業（第３四半期に延期）の準備

総務ほか
講演：中部スタンプショウ2017 in 長岡 (10/7)への吉田敬の派遣依頼を受諾

（報告者：代表理事 吉田敬）
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ジャパンスタンプオークショニアレポート
鯛 道治

2017 年 8月 26日・27日に開催の 98回フロアセールのレポートです。オークションにも光と陰
が有るのですが、今回はまだ、光の部分にフォーカスして書いていきたいと思います。
陰は機会を改めて・・・。

Lot144　ゼロ付立山75円貼航空便印刷物英宛　櫛OSAKAHIGASHI19.5.52　ゼロ無発行前 極美
最低値 60,000　応札 10　スタート 330,000　落札値 850,000

久しぶりの航空切手のエンタでのバトルでした。立山 75円の適正は、第 4地帯の印刷物なので、エ
アフラのカシェ押しのＦＦＣを除いても 10通やそこらは有るはずです。但し、ゼロ無発行前に限定
して、欧文櫛の横長封筒でない物を、極美の条件で探すなら、ハードルはまだまだ高いのです。

今回の物は、すべての条件を満たしているので、少なくとも 3人以上が本気でビッドしてくれました。
そしてこの人たちは、此の単貼を初めて買うのではないと思います。買い替えたいと思うほどの見栄
えの良い物にはまだまだ欲しい人がいるし、オークションでは 2人が競れば高いということの実例
です。
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Lot438　国立日光S/S　4銭目打洩れ　
最低値 80,000　応札７　スタート 270,000　落札値 310,000

国立公園のエキスパートに教えて貰いました。目打洩れエラーの存在数です。
2銭が 1，4銭が 5＋，10銭が 5－，20銭が 1です。
4銭と 10銭はダブルカウントの可能性が有ります。ここ 35年位の公開情報でオークション、プラ
イベートを含めてですが、動いた値段は、最安値で 10万円、最高値で 50万円だそうです。額面ご
との存在数の多寡で値段が決まるのでなく、その時のタイミングでの数字です。

今回の物は、直感で 20万位かなと踏んだのですが、メールの時点で軽く超えていました。場では製
造面のバラエティーをエラーを含めて集めている人が手を上げましたが、及ばずにメールに落ちてい
ます。データを取っている人の情報はきわめて正確です。

でも、多分 1点は洩れています。2011年の国際展の直前のドイツのオークション、日光の目打漏れ
が入った大きいロットが有りました。画像は見られなかったのですが、私も落とすつもりで、結構飛
び込んだ値段で入れたのですが、現地の情報通の話では、gone to JAPANとのこと、値段の勝負に
負けて買えなかったことは納得です。ただ好奇心として、何銭が目打漏れかが気になっていたのです。
マーケットにはまだ出て来ていないのです。ロットの姿からして、コレクターがこれを狙ってピンで
入れたとは思えません。漏れ聞く話では、20銭漏れが来年直ぐのオークションに出て来るとか、そ
れがもしあの現物なら、良い値段で売れることを
陰ながら応援しておきましょう。
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Lot1939　昭白6銭 2枚、50銭ペア貼価格表記封筒1000円送付AR上海宛　
櫛KEIZYO27.6.39　最低値 30,000　応札 11　スタート 120,000　落札値 125,000

記事を書いた時点では、料金がクリアできな
かったのです。表記金額が４か千かが読めま
せんでした。また、価格表記の場合は、宛先
で複雑な要素が有るのです。窓口差し出し
なので、少なくとも不足ではないでしょう。
というよりも、絶対に合っているはずです。
KEIZYO→ SHANGHAI なので、国内料金で
叩いたのですが、スッキリとしないのです。

「トド」のパソコンの助けを借りました。重
量は 231/2 グラムなので 4銭 x2、書留が
10銭、AR4銭、足すと 22銭、貼付は 1円
12銭なので、引き算で価格表記料が 90銭。

国内料金ならば 1000 円までで 10 円迄毎
10 銭＝ 1000 円ならば 10 円にもなる、鳴
美の料金表の中国宛料金表では、価格表記書
状 20 グラムまで 14 銭、以上 20 グラム毎
4銭になっている。金額ベースが書いていな
い。これはどちらも不該当。

結論は、上海宛の価格表記料は海外宛扱いの
料金で、120円（金フラン・CTMSで換算）
迄毎 10銭だそうです。1000を 120で割れ
ば８＋、だから 9倍での 90銭、これならピ
タリです。同じルックスの物が複数あって、
すべて同一の日付、1通の限度額が 1000 円
なので、分割して送ったということです。

落札者を含めて、10万以上が 4人です。皆
さんご存じだったのでしょう。
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Lot2275
満州 5次普通1分、30分 2枚貼書留航空便岡本金三郎宛　櫛東京海上ビル内12.7.7 新京特別市
最低値 50,000　応札 8　スタート 240,000　落札値 350,000

岡本金三郎＝大川如水です。でも、れっきと
した実逓カバーで郵趣家便の範疇には入りま
せん。5次普通の珍しい消印の綺麗な使用例
とみて良いでしょう。但し、これも同じよう
なカバーが複数あると、2人の人から聞きま
した。

2番札が 34万、3番札が 23 万、10 万台も
複数いたと思います。満州の郵便史の目玉に
は根強い需要が有るのです。でも、それに相
応しいマテリアルには中々出会えないのです
が。
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Lot2411　3次昭和3銭、5銭、水色勅額、1円各田型　凸版印刷厚紙・無透プルーフ
最低値 300,000　応札 6　スタート 620,000　落札値 1,250,000

鳴美の大冊、昭和切手専門カタログに出ていた物は、20年ぐらい前に弊社のオークションで売った
物かも知れません。あの時の出品者が今も現役の昭和のコレクターだったので、当時も何でこれを売
るのかな、と思った記憶が有るのです。答えは 2点有るから、かどうかは分からないのですが、直
近の郵政博物館の昭和切手 70年の展示にも、「水勅抜け」が有りました。

今回の出品は、ごく最近にリタイアした老舗のディーラーのストックに有った物との事、私が目にし
たものは、皆同じ雰囲気です。印刷の感じも、局紙と思われる用紙からも、プルーフと判断して大丈
夫でしょう。プルーフか否かの鑑定のリクエストは野暮だし、それを要求する人には買う資格は有り
ません。

理屈では田型が 25組有っても不思議ではないし、値段につられてマーケットに出て来るかも知れま
せん。即売での相場は 40~50 万かと思うのですが、オークションなら勢いで行くとこまで行ってし
まうことも有るのです。メールと競る場合は、どうしても場の人は手を降ろしにくいのです。
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Lot 2563　ルイス絵入カバー　日光S/S他貼書留米宛　風景横濱14.11.23
最低値 100,000　応札 3　スタート 260,000　落札値 1,050,000

Lot2564　ルイス絵入 FDC　大雪山S/S貼米宛　風景石狩層雲峡15.4.20
最低値 150,000　応札 3　スタート 260,000　落札値 1,050,000

FDC として見れば、2点共に完璧でなく、買わない理由が見つかります。日光の方は初日でなく、
大雪山はタイド無、純粋な FDCコレクターはパスできるのです。でも、「ルイス」で欲しいのなら
ば話は違います。国立小型のルイスは、大山・阿蘇・霧島で、多分 1点ずつしかないはずです。恐
らくは、全てが今回と同じ宛先だと思います。台湾は、小型でなくても極めて少なく、牛車図案を欲
しがっている人は多いのです。ルイスと言えども、1次昭和の高額と共に台湾の小型シートは作って
いないと思います。

さて今回の2ロット、最低値では差をつけたのですが、札の並びは完全にきっちりと一致しました。メー
ルの 2番札が 25万、1番札が 100万、スタートは 26万で、場に来た人が落し切っての 105万。メー
ルの人の 100万が随分と立派な値段で本来なら 26万で落ちるのですが、意外なライバルの出現です。

場で買ってくれた人は、「北の国の財閥の御曹司」、突然ルイスに目覚めてアメリカでも買いまくって
いるのです。おかげで、私が見つけて飛び込んでも、ルイスに関してはここ数年は完璧に一声負けて
いるのです。同じ物を 2点は買わないのですが、暫くはルイスは要注目のテーマです。意外な物で
本当に珍しい物も有るようです。
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Lot3030　米ジェファーソン 10C 貼米宛　□癸酉三月一七日／東京郵便役所　白抜十字＋〇
YOKOHAMA　MAR.23　海外郵便手続きの内封筒
最低値 300,000　応札 2　スタート 300,000　落札値 620,000

Lot3032　米日コンビネーションカバー　米バンクノート2C、3C、10C貼　後で６C貼足し
〇NEW　HAVEN→和桜4銭貼　□但馬八鹿検査済＋朱□但馬郵便役所八鹿
最低値 3,000,000　応札 2　スタート 3,000,000　落札値 5,800,000

ラストロットにしたカバーを受け取ってから、随分と時間を掛けました。多くの人の助けも得て、キー
になる文献も改めて読み返しました。テキストは多分間違っていないでしょう。一点書ききれなかっ

Lot3030
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たのが、受取人の素性です。漢字では、豊岡国・・・北邑実彦？と読めるのですが、英語ではMr? 
D.Kitamura になっています。実彦とDは繋がらないのです。ふと思い出したことが有るのです。

20数年前に、東郷平八郎の直筆を扱ったことが有りました。故村川恒夫さんが買ってくれて、調べ
て欲しいのリクエストが有りました。乃木のへんてこな紛い物と違って、東郷は外国宛の良い物も複
数知られているのですが、サインの英字が、H.Togo とは読めないのです。東郷神社へ行って祢宜さ
んに対応して貰ったのですが、そこで出た答えが、H.Togo でなく、A.Togo ではなかろうかでした。
A.はAdmiral=海軍大将でしょう。この書き方は珍しくないと思います。だから、D.KikamuraのD.は
Dr. かなと思うのです。但馬の先生方、もうひと頑張りして下さい。原六郎＝進藤俊三郎を解いてく
れたのはお見事の一言です。

このカバーのおかげで、3030 の海外郵便手続きの内封筒が見事に日の目を見たのです。3030・
3031（デグロンタイプ 3）・3032 と並べるのは、オークショニアのテクニックであり醍醐味です。
どうしても売りたい理由も有って、在日外国局の珍品を 3点並べて英語のテキストを書いて誘えば、
待ち人は絶対に乗ってくる自信も有ってのラストロットです。相手にカラーコピーを同封したオーク
ション誌を送り、先方から E- メールで、テレフォンビッドのリクエストが来た時点で、仕事とすれ
ば 99%は終わっているのです。

マテリアルに関しては詳しくは、JAPEXで先行発売される、「新日専」パートⅡの巻末の読み物で書
くことにいたします。久しぶりに文章を書きたい気分になっているので、一気に仕上げてしまいましょ
う。
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次回はJAPEX特別セールです。1日で競りが出来る点数は、Maxで2,100ロットなので、絞りに絞っ
ての編集の真っ最中です。郵便史的に面白い物、珍品で完璧なルックスの物、買うであろう人の顔が
見える物が目白押しです。解説抜きで数点お見せしておきましょう。

旅順―大連の 2区間速達は、文献上の推測や、頭の中での料金表では速達料は合っていません。内
地と同じ体系なら全国化以降なので 8銭です。でも、関東州（関東局）は別の料金体系が続いており、
市内が 10銭、2区間が 15銭のままだったことが判ります。実例が全くないし料金を記した告示も
簡単には見つからないようです。このアイテムには誰も料金過貼とは言いません。速達の人と満州の
人、風景の人、もしかしたら楠公の人の方が強いかも、当日のフロアでの面子の揃い具合を見るのが
楽しみです。

画像以外の物でも、新小判 8銭とU小判 5銭の適正貼の訴訟書類で、24年 8月消＝最初期データ
を大きく更新のカバー、東京支局ボタの世界一のコレクションのエッセンスが 100ロット、まだま
だ目玉は続きます。記事を書いていても筆が滑らかに進むのです。入稿日は 9月 26日、Webには
全品を 28日までにはUp、オークション誌の発送は 10月 6日で確定です。ダウンロードしての下
見開始は月が替われば可能です。もっとも私は、12月のセールの編集に勤しみます。此方の入稿日
は JAPEX前の 11月 1日なのですから。



The Philatelist Magazine Vol.16 [Sep.15th, 2017]

143

オークション・レポート
第39回 TOPHEX スター☆オークション 2017年9月2日（於 東京）

オークショニア 池田健三郎

標題のオークション（フロア・セール）は 6月 7日（土）14時から東京・世田谷ビジネススクエア
で開催され、いつもより多いビッダーが集い盛況裡に終了しました。次回はいよいよ 40回目となり
ます。引き続きよろしくお願いいたします。主な注目品を以下に列挙いたします。

LOT 72　昭白4銭 +富士鹿20銭 ( 改新 ) 縦 P貼 書留別配達書状 櫛 / 横浜 12.7.8 → 釡石､ 封
上部切落し､ 別配達廃止前月使用
最低値 7,500 →スタート 44,000 → 落札値 44,000（メール）

速達全国化（昭和 12年 8月 16日）に伴い廃止となる内国別配達は、やはり最終年を集めておきたい。
となると昭和 12年のなるべく 8月 16日に近い、後期使用例を誰もが求めることになるが、まさに
それがこの使用例。滅多にお目にかかれないだけに、この値段は致し方ない。
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LOT 213　楠公3銭葉書に櫛 /真岡 料金収納 樺太印を押捺､ 櫛 / 真岡 20.7.14 樺太→ 福島､ 戦
前の樺太から内地宛最終便
最低値 30,000 →スタート 75,000 →落札値 90,000（フロア）

樺太関係は、最近徐々に人気が出てきている分野。本品は大東亜戦争終結の 1カ月前の樺太発内地
あてとあって人気が集中。
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LOT 1030 洋桜 2銭黄仮名ﾊ 不統一□POST･OFFICE･ 山城宇治郵便局 
最低値 8,000 → スタート 190,000 → 落札値 250,000（フロア）

言わずと知れた不統一の有名どころで、「POST OFFICE」
と欧文の入った珍しい表記で人気が高い山城宇治局のもの。

著名コレクターの遺品ということで、熱心な方がわざわ
ざ東京・世田谷までフロアに来られての落札でした。

LOT 1221 戦後 SS実逓使用済 三島展SS ﾛｰﾗｰ / 落合長崎 25.3.27 1 条
最低値 2,000 →スタート値 55,000 → 落札値 55,000（メール）

戦後記念は引き続き根強い人気が続いており、本品は事前のメール入札 12件。
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第２回フロアレポート
2017 年 7月 15日 全日本切手展 2017特別会場（錦糸町）

スタンペディアオークション株式会社

　酷暑の全日本切手展。その最終日にフロアオークションを開催いたしました。暑さの反省を元に来
年の同オークションは、空調の効く、より広い会場を抑えました。ご期待ください。

LOT 1　松田１０銭、大阪発東京宛て 別配達書状
桜10銭（松田）(1872) 記番印　子第壱号。到着印：二重丸N2B2　東京　（8）年・七・一二・ろ。
東京浅草田原町壱丁目　和田宛て。別配達・大至急。10銭＝2銭：書状＋8銭：東京別配達料金（明
治7.1.1-8.12.31）東京のN2B2は 8年 7月より使用されている。

最低値 100,000 →スタート 100,000 → 落札値 100,000（フロア）

　今から何年か前にデュッセルドフルに住むドイツ人が、東部ザクセンの方にある先祖代々の家を取
り壊す時に屋根裏から、日本切手のコレクションがでてきたそうです。持ち主はピンときたらしく、
そのマテリアルをウィズバーデンにある、ドイツ最大のオークションハウスに持ち込みますが、100
年以上も歴史のある同社では、偽物だろうと門前払いにしてしまい、取り扱ってもらうことができま
せんでした。

　ウブなマテリアルを珍重する日本とは事情が異なり、ヨーロッパの常識では、provenance がはっ
きりしたマテリアルこそが珍重されます。「モルダヴィアの牛」も、10年に一度の割合で、センサ
ス未掲載の未使用が出現し、ビッドにかけられることもありますが、フェラリー所有のものに比べて
半額以下で落札されたこともあります。

　多くの人の目に晒されたマテリアルこそが、ほとんど日の目を見ないマテリアルに比べて、真性で、
かつ安心できるということが背景にはあるのでしょう。また、ビッグネーム所有の provenance が
明確な証拠で残っていれば、競争展の評価も高くなるので、好まれるというのもよくわかります。先
のオークションハウスが門前払いにした理由の一つはこの傾向だったのでしょうが、勿体無いことを
したものです。

　さて、門前払いされたマテリアルは、再び持ち主の住むデュッセルドルフに戻ってきました。実は、
この街にもドイツで１０番目前後のオークションハウスがありました。持ち主は、半ば諦めでその会
社に持参すると、担当したドイツ人は奥さんが日本人で、かつて日本に住んでいたほどの収集家。も
ちろん持ち込まれたマテリアルの価値を一瞬で理解しました。

　マテリアルは手彫から小判にかけての多種多様でした。キ半銭を貼った小判 5厘葉書や、旧小判
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の百枚束などとともに、手彫切手のカバーも何通か出てきました。このセールには、複数の日本人が
参加したことが知られていますが、大半のマテリアルは、日本国外に持って行かれたと推測されてい
ます。今回のロット１はそんなマテリアルからの出品でした。

　下見会でも何人もの人が見た、松田 10銭 単貼り書状。カタログ評価が７０万円もする上に、別
配達の朱文字。ただ、残念なことにエンタイアではなく、封筒下部がきれています。ここをどれくら
い割り引けるかがポイントでした。

　迷っていた伝統郵趣の人は結局、場に来ず。どうしても欲しかった郵便史の人が無競争でスタート
値でゲット。当時の別配達料金は東京だけが 8銭と高く、2銭や 3銭ですんだ地方局に比べて、は
るかに少ないとのことでした。エンタイアではないものの、郵便史上の説明を書くにあたり、必要な
事項は全て封筒上に残っていることもこのカバーが好まれた理由でした。
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LOT 160　月活字がローマ字の欧文櫛型印の郵便使用例。
高知、神戸中央に次ぐ第３の使用局。新発見。郵便使用極希少このタイプの消印は、郵便消印百科
事典（鳴美）によると、式紙印として使用される消印で、郵便使用例は高知と神戸中央しか発見
されていなかった。また両消印は金属印だが、この札幌の消印は日付活字などにゴム印の特徴を
有しており、郵便使用としては新発見のタイプである。1956 世界卓球記念切手 単貼、欧文櫛型 
SAPPORO 26 V(?) 56 JAPAN。10円＝印刷物料金（1951.12.1-1961.9.30）

最低値 20,000 →スタート 22,000 → 落札値 43,000（フロア）

　「なぜ、全日展最終日の午後4時スタートなの？」今回多くの方に尋ねられました。それについては、
色々ありまして・・・と多くを語ることはできませんが、地方からお越しの方はもちろん、首都圏の
方も、この遅い開始時刻には閉口されていらっしゃることがわかりましたので、来年は、午後イチに
は開始できるように変更いたします。

　このマテリアルのメールビッドに参加して
いた関西の方もそのお一人。場に出れたら
もっと高い値段で欲しかったんだけど・・・
と後日言われましたが、あとのまつり。確か
に珍しいマテリアルですし、印影も綺麗です。
次、いつ出てくるかもわかりません。

　しかし、こういった使い勝手の悪さで、競
らないのもまたオークションの醍醐味なので
しょう。鯛さんがよくおっしゃります。「落
札値とは刹那なものなのです・・・」　
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LOT 189 第 1次普通切手 不発行第三版 第 1次普通切手
不発行第三版　再販の上に編目印刷を加刷。ヒンジ跡なし極美品。日本関連地域切手カタログに不
発行の記載あり。琉球側の切手印刷追加発注に際し、大蔵省印刷局が印刷、加刷を施したもので、
最終的に不発行に終わった。出品者リーフによると『沖縄民政府より切手の注文を受けた大蔵省印
刷局は、注文の枚数が余りに少なかったので間違いだと思い、注文枚数の１０倍を印刷した。その
誤印刷に際し、当時の日本で使用されていた高額の取引高税印紙と同様の網目模様を印刷し、次回
の発注に備えていたが、図案改正の第二次普通切手が発行されることになり、最終的に不発行に終
わった。』とある。日本においては取引実績が少なく、米国にいくつかの例が報告されている。青
味斑点と赤味斑点の二種類がある。初期の琉球フィラテリーにおける至高の品。

最低値 80,000 →スタート 175,000 → 落札値 260,000（フロア）

　琉球の専門家から言われました。「このセットを日本で見れるなんて・・・」それくらい、この不
発行セットは日本では出回っていませんでした。

　説明文にある通り、確かに米国のオークションでは取引されているのですが、日本では本当に入手
機会がなく、今回の出品も、琉球は本格的に収集していないゼネラルコレクターからの consign（=
出品）でした。ヒンジ跡もなく状態も良いため、フロアでもっと競ることも予想されましたが、落札
価格は、おとなしいものでした。

　当オークションでまた同様のものを扱う機会があるかわかりませんが、その時には今回のオーク
ションのことを思い出すと思います。
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LOT 195-199　天女航空銘版付ブロックセット
195 １３円 ６セット 最低値 10,000 →スタート 11,500 → 落札値 16,000（フロア）
196 1 ８円 ６セット 最低値 10,000 →スタート 12,500 → 落札値 15,000（フロア）
197 ３０円 ６セット 最低値 10,000 →スタート 12,500 → 落札値 23,000（フロア）
198 ４０円 ４セット 最低値 10,000 →スタート 12,500 → 落札値 20,000（フロア）
199 ５０円 ４セット 最低値 10,000 →スタート 12,500 → 落札値 22,000（フロア）

　1951年から発行された天女航空と同時代の日本の航空切手は、銭位航空などです。しかも琉球で
すから、発行数は少ない。それだけに、製造面研究できるような未使用ブロックがこれだけまとまっ
て出ることなど滅多にありませんでした。

　今回のロットでは、銘版やシェード、紙質のバラエティも含まれており、下見会でも長時間じっ
くりご覧になる方が多かったロットです。裏面は、若干焼けのあるものもあったようですが、大半
が光沢があり美品だったようで、フロアでも盛り上がった一連の出品となりました。

第２回オークションのまとめ
　最終成約率  77.6%
　総落札価格  2,515,200 円
　フロア参加者 28 人

195

196

198

197
198

199
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この３ヶ月を振り返ると、全日展、バンドン世界展に参加したことに加え、主催事業２つ（第３回製
造面勉強会、第２回スタンペディアオークション＝フロア）を無事完了し、充実した日々でした。

とはいえ、第１５号発行時に、『比較的穏やかな 6月から 9月中旬までの間に、やれることをやって
おかないと、年末の３ヶ月は、何もできなくなってしまう』旨を書きました。この点では雑誌・単行
本の編集が順調に進み、また自分の収集も前進した点を素直に喜んでおります。これらの成果は、一
つずつ丁寧に世の中に発信して参りたいと考えております。

また、長らくストップしていた、WEBの開発について、8月末にようやくキックオフすることがで
きました。今回の作業は基盤システムの最新化です。地味ですが、新規のサービス開発を迅速に行
う為には欠かせない作業で、11月をめどに作業を完了し、その後年内にいくつかの新サービスを
WEBで提供したいと考えております。

そもそもスタンペディアのプロジェクトは、2009 年 12月に創業したWEB上のカタログ『スタン
ペディア世界切手カタログ』が基盤となっています。2011年以降、紙の雑誌を３ブランドも発行し
て来たため、どうしてもパワー配分がインターネットサービスよりも紙に偏って来てしまいましたが、
今回のシステム最新化で、年末以降は、WEBサービスも紙のサービスと同じくらい意識高く提供す
ることを再開したいと考えております。どうぞご期待ください。

書　名：ザ・フィラテリストマガジン
号　数：第１６号（２０１７年秋号）
発行日：2017年９月 15日
発行者：無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社
発行人：吉田敬
編集部：北川朋美、山田はるか、菊地恵実
*当誌は「スタンペディア日本版」の機関誌です。
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マイスタンペディアよりワンクリックで、ご注文いただけます。
送料別の商品を何冊頼んでも、送料は一律 300 円で結構です。

日本のフィラテリーを世界にバイリンガル・フル
カラーで発信する雑誌 11月発行 予約受付開始
7 年目の今年はついに田沢切手（山田祐司）が登場。これで明治・
大正の通常切手で網羅されていないのは、富士鹿・風景だけとなり
ました。日本切手のインポータンスを上げるために今後も英文によ
る情報発信を継続してまいります。
加えて、読み応えのある５編の記事を掲載。今号もご満足いただけ
るものと思います。（左の表紙は 2015年版です）
書籍名：スタンペディア・フィラテリック・ジャーナル 2017
発　行：無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社
体　裁：A4判 126ページ、フルカラー、オフセット印刷
価　格：１、０８０円（消費税込、送料別）
*例年同様、郵趣サービス社、切手の博物館ミュージアムショップ、川口スタンプ社、ユキオ
スタンプ、ジャパンスタンプ商会、エージェントスタンプでも、お取り次ぎいただく予定です。

販売：無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社

行徳国宏の最新刊！
戦後の官製葉書を集める（送料込1,800-）
目のつけどころが優れているフィラテリストによる収集ガイド本。
ステーショナリーを集めている方よりも、むしろこれまで全く集め
てこなかった方にオススメしたい一冊。
本誌 100ページ掲載の書評も是非ご参照ください。

書籍名：戦後の官製葉書を集める
著　者：行徳 国宏
発　行：同上
体　裁：B5判 83ページ、モノクロ、オフセット印刷
価　格：１、８００円（消費税込、送料込）

全日本切手展2017大金銀賞 受賞作品
新昭和切手（飯澤 達男コレクション）
ここ 2年ほどの競争展に毎回出品し、毎回クリティークを聞いて
ブラッシュアップしてきた著者の最新コレクションを、全リーフほ
ぼ原寸でスキャン。
オールカラーで眺めることのできる書籍です。

書籍名：新昭和切手
著　者：飯澤 達男
発　行：無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社
体　裁：A4判 88ページ、フルカラー、コピー製本
価　格：３、５００円（消費税込、送料別）
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