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主催者ご挨拶

近年わが国では、国内競争切手展における上位入賞作品が、世界切手
展およびアジア切手展（以降これらを一括して「国際展」と称します）
に盛んに出品されるようになり、成績面でもグランプリや大金賞受賞者
を輩出するなど目覚ましい成果を挙げていることは皆様ご承知の通りで
あります。

こうした勢いもあって、近年の出品作品数は総じて増加傾向にあり、
国際郵趣界におけるわが国のプレゼンスは、2021 年の日本郵便制度創
業 150 周年及びそれを記念する世界切手展の実施（於 東京または横浜）
に向け、次第に高まりつつあるといえましょう。

しかしながら、わが国での国際展開催は「10 年に 1 度」という低頻
度のチャンスであり、それ以外の国際展は当然、外国での開催となるこ
とから、日本在住のフィラテリストが全ての国際展を参観することはほ
ぼ不可能となっています。

事実、世界で戦っている日本人フィラテリストによる世界最高レベル
のコレクションを間近で鑑賞するには、相応の時間と費用をかけて開催
地に赴くという負担が伴うだけに、そのチャンスは限定的であり、事後
の郵趣団体機関誌における報告記事や参観者ブログ等を通じその一端に
触れる程度にとどまらざるを得ません。

他方、出品者自身にとっても、各々の国際展で毎回華やかに開催され
る受賞祝賀会（パルマレス）に参加するには、やはり現地に渡航・滞在
する必要があるため、世界中のフィラテリストはもとより、開催国要人
や国際郵趣団体役員等の面前で晴れやかに賞状・メダルを受ける恩恵に
浴しうる可能性は、実際のところかなり乏しいのが実情となっています。

こうした状況を踏まえ特定非営利活動法人郵趣振興協会では、国際展
上位入賞コレクションをわが国のナショナルミュージアムのひとつであ
る郵政博物館において広く来館者に展示公開し、その素晴らしさを間近
で体感いただくとともに、その機会を捉えて出品者や多くのフィラテリ
ストが集う場を設け、出品者である凱旋フィラテリストの皆様に祝意を
伝えるとともに、フィラテリスト相互の交流を推進する機会をつくるこ
ととし、これを「国際切手展凱旋展 2019」として実施することといた
しました。

特定非営利活動法人 郵趣振興協会
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展示作品一覧

コレクション名 F オーナー名 国際切手展における評価抜粋
手彫切手 1871-1876 8 山田祐司 ワールド・スタンプ ･ チャンピ

オンシップ (WSC) ISRAEL 2018 
大金賞・国際グランプリ候補

日本の急速郵便史 初期 8 池田健三郎 世界切手展 プラハ 2018 金賞
昭和切手 1937-1946 8 伊藤純英 世界切手展 タイ 2018 金賞
ハイデラバード 5 佐藤浩一 世界切手展 プラハ 2018 金賞
フランス クラシック 8 有吉伸人 世界切手展 バンドン 2017 金賞
アドバタイズド印 1 岩崎朋之 世界切手展 プラハ 2018 金賞相当・特別賞

フィラテリー（郵趣）の解説

「競争切手展」とは？

「切手収集」をご存知の方は多いと思います。しかし、そのような
方でも「競争切手展」と聞くと「一体何を『競争』するんだろう？」
と感じるでしょう。中には「持っている切手の価値を合計して一番高
い人が優勝らしいよ」と勘違いする人もいるようですが、間違いです。

「競争切手展」は、国際郵趣連盟（本部 スイス）が定める世界統一
の規則により審査員が点数をつける審査競技です。国際郵趣連盟は
1926 年に結成されたフィラテリスト（切手収集家）の国際組織であ
り、100 年近くに亘りこの規則の改善を図っています。

この審査競技に参加したい収集家には、切手の製造や郵便制度の歴
史に関する調査・研究を基に収集した切手や書状を、８０もしくは
１２８ページの厚紙（リーフ）にまとめ、作品内容を美しく分かり易
く展示すること（プレゼンテーション）が求められます。

各国の国内予選を通過した作品は、年数回開催される国際切手展へ
の出品資格が与えられます。それを国際郵趣連盟が認定する審査員が
１００点満点で審査し、９０〜９４点を獲得した作品に「金賞」が、
また９５点以上を獲得した作品に「大金賞」が与えられます。

本「凱旋展」は、これら国際展「金賞」「大金賞」を獲得した一握
りの作品だけが出品資格を得られる展覧会であり、現時点の我が国の
トップコレクションが一堂に会した展覧会なのです。
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ワールド・スタンプ ･ チャンピオンシップ (WSC) ISRAEL 2018 大金賞・国際グランプリ候補

Japan 1871-1876 Hand Engraved Issues

手彫切手 1871-1876    山田 祐司（長野県）

手彫切手は 1871（明治 4）年　明治新政府によって発行されました。
日本で初めて発行された切手です。最初に発行された龍切手と、次いで
発行された桜切手が手彫切手に分類されます。

このコレクションには、手彫切手のほとんどすべての重要なアイテム
が展示されています。和桜 20 銭政府印刷、大桜 20 銭イ、玉六ヨなどの、
主要なメインナンバーに加えて、龍 500 文逆刷切手、龍 500 文点落ち、
点たすき落ち、鳥 15 銭ロ書き十、などに代表される主要なエラー切手
を含んでいます。また、龍 500 文 2 版カバー、大型検査済カバー、和
紙カナなし 20 銭・30 銭カバー、を含めた希少な使用例を含みます。

また、和紙黄色 2 銭イ、和紙墨六、30 銭ブッチ、1 銭ブッチ、など、
できるだけ未使用を用い、コレクションを構成しています。加えて、
版研究にも力を入れ、できるだけ 4 コーナー切手（1 番　8 番　33 番　
40 番）を展示しています。これまでのコレクションにはない完成度を
誇っています。

コレクションオーナーのご紹介
山田 祐司（やまだ ゆうじ）さん

昭和 31 年生まれ。内科医。
高校生時代に田沢切手の収集を楽しみ、全
日本切手展 '73 で金賞・郵政大臣賞を受賞。

医師になってから長らく切手収集を中断し
ていましたが、２００６年に再開。田沢
切手の収集を再開すると共に、２０１２
年から手彫切手の収集も開始し、7 年目の
２０１８年に、国際切手展大金賞に到達し
ました。
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展示マテリアルの紹介
龍１銭切手 第一版 シート    P.39
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世界切手展 プラハ 2018 金賞

The Development of Japanese EXPRESS DELIVERY Service in Early Period

日本の急速郵便史 初期    池田 健三郎（東京都）

私は日本の急速郵便制度すなわち「通常よりも速く、急いで運ぶ郵便」
の研究をライフワークとしています。

この展示は、江戸時代後期の飛脚便や公用便に始まり、文明開化によ
る日本郵便黎明期における「１通ずつ、極力急いで個別に運び届ける
郵便」（別段急便、別便、別配達あるいは別仕立と呼ばれる速達郵便の
前身の制度）から明治 44 年 2 月 11 日に導入され現在まで継続してい
る速達郵便の導入直後までを対象に、実際に逓送された郵便物を用いて
128 頁にわたり例証したものです。

コレクションオーナー略歴
池田 健三郎（いけだ けんざぶろう）さん

1968 年横須賀生まれ。
（特非）日本郵便文化振興機構代表理事
（特非）郵趣振興協会代表理事

1975 年頃に切手収集を開始、1983 年頃
より郵政史における郵便や切手に興味を
持ち、爾来とくに日本の速達など「早く
運ぶ郵便サービス」の歴史的変遷の研究
に注力している。江戸時代の飛脚便から
現代まで、数千通に及ぶ「郵便物」コレ
クションを所蔵。

また英領ケープ植民地（喜望峰）の郵便
史研究でも国際展受賞歴がある。
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展示マテリアルの紹介
左　龍文切手３種貼り別段急便書状  P.17
右　龍銭切手３種貼り別段急便書状  P.18
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世界切手展 タイ 2018 金賞

Japan: Showa Series, 1937-46

昭和切手 1937-1946    伊藤 純英（長崎県）

1937（昭和 12）年は戦前の日本において国力が充実した年であった。
その年の 5 月 10 日，最初の昭和切手が発行された。以後 1940 年まで
の戦前に発行された切手を第１次昭和切手，1942 年から 1945 年 4 月
までの戦時中に発行された切手を第２次昭和切手，1945 年９月前後か
ら翌年にかけて戦後に発行された平版印刷の切手を第３次昭和切手と分
類する。

国力の最高の時代から，物資の欠乏した最低の時代へと変わりゆく
約 10 年間の激動の時代を体現した切手である。使用地域も広大な外地
を擁する大日本帝国から四つの島に限定された占領下日本へと移り変わ
る，帝国の興亡を示す切手である。

製造面と使用面から切手を語る伝統郵趣の手法によりコレクションを
組み立ててある。現存１点のものや数点のものを多数含んでいるのがこ
のコレクションの特徴である。特に，青色勅額の未裁断シートは昨年の
全国郵趣大会 2018in 島原で国内初公開したもので，今回国内２度目の
展示である。

コレクションオーナー略歴
伊藤 純英（いとう すみひで）さん

１９８１年中央大学法学部法律学科卒業。
出版社に勤務後、関西大学に学士入学、
教職の資格を得て、長崎県立高校国語科
教師に、２０１８年退職するまで奉職。

公益財団法人日本郵趣協会九州・沖縄地
方本部長。昭和切手の収集に加えて、地
元長崎の郵便史を収集・研究している。
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展示マテリアルの紹介
上　１２銭切手　最上段目打漏れブロック   P.27
下　３０銭切手　無目打エラー銘版付１０枚ブロック P.37
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世界切手展 プラハ 2018 金賞

Indian Feudatory state: Hyderabad

ハイデラバード    佐藤 浩一（神奈川県）

インド土侯国であるハイデラバードは 1869 年に 1 番切手を発行し
ており、今年が 150 周年となります。クラシックであること、安価に
収集できること、エラーやバラエティが多いことなどを理由に収集を開
始したのは 20 歳の時でしたが、1999 年のパリ展でゴールドを受賞す
ることができました。しかしとても自己満足のレベルには程遠い内容で
したので、それ以降切手展への出品は控えて内容の充実に努め、ようや
く満足できる内容とすることが出来ました。

以前の出品資格が切れていたために改めて国内展からスタートし、５
フレームでプラハ展に出品してゴールドを受賞することができました。
作品の構成、見せ方などの参考にしていただければ幸いです。

コレクションオーナーのご紹介
佐藤 浩一（さとう こういち）さん

昭和 31 年生まれ、東北大学経済学部卒業
国際郵趣連盟 Grand Prix Club メンバー、
同 登録審査員、英国王立ロンドン郵趣協
会 日本代表。

1964 年の東京オリンピック記念切手よ
り切手収集を開始。それ以降タスマニア、
ハイデラバード、アルゼンチン、イギリ
スなどを収集。この内、タスマニアで二
度グランプリを受賞しているほか、アル
ゼンチンやハイデラバードで金賞を受賞。

日本人５人目にして現在唯一の RDP（突
出した郵趣の業績を残し、英王室の巻物
に署名を許されたフィラテリスト）。
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展示マテリアルの紹介
上　一番切手 縦無目打ブロック   P.5
下　一番切手 10 枚貼最大ブロック使用例  P.7
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世界切手展 バンドン 2017 金賞

France 1849-1862

フランス クラシック     有吉 伸人（神奈川県）

この作品はバンドン国際切手展 2017 に出品し、金賞をいただいた
「Napoléon non lauré ~France1852-1862~」にフランスのファーストイ
シュー、セレス無目打３Ｆを加え８Ｆとした伝統郵趣コレクションです。

フランスのクラシック切手は着色紙に凸版印刷で印刷され、独特のエ
レガントさが魅力です。また、当時のフランスは共和制が第二帝政に変
わり、ナポレオン 3 世が海外への領土拡大を押し進めるものの、最後
は普仏戦争でプロイセンに敗れるという激動の時代。それが切手の使用
例にも反映され、海外での軍事郵便、在外フランス局、バロンモンテ、
多彩なコンビネーションカバーなど変化に富んでいます。

フランスクラシックと言えばテートベッシュが有名ですが、この作品
では 7 額面で未使用やカバーを揃えました。また、発行初日カバー 3 通、
現存一点の最古カバー 3 通など、できる限り郵便史的に意味のあるカ
バーを展示するよう努めました。フランスクラシックに興味をもってい
ただければ幸いです。

コレクションオーナー略歴
有吉 伸人（ありよし のぶと）さん

昭和 38 年生まれ。京大文卒。団体職員。 
ALPS ヨーロッパ切手研究会会員。

幼少期の切手収集経験から 20 年ぶりの収
集再開を２００４年に果たす。それ以来、
フランス・クラシック切手の専門収集に
熱中し、現在では、パリの郵便史なども
合わせて研究している。



13

国際切手展凱旋展２０１９　展示作品解説パンフレット

展示マテリアルの紹介
上　プレジダンス 25 サンチーム 最初期使用例 P.10
下　エンパイア ノンデンテーレ 1 フラン未使用 P.17



14

国際切手展凱旋展２０１９　展示作品解説パンフレット

世界切手展 プラハ 2018 金賞相当・特別賞

Advertised Postmarks in Japan

アドバタイズド印    岩崎 朋之（東京都）

還付不能になった郵便の一部は引受人が現れない場合に、英字新聞等
に広告実施しました。これを行ったことを表す郵便印が「ADVERTISED」
印です。今回の作品は、1920 年代までの本印について、タイプと使用
局別にまとめたものです。

本作品は、2017 年より幾つかの国内展に出品し、少しづつ改善を加
え、昨年の PRAGA2018 において、念願の国際展初出品を実現したも
のです。競争展の本場である欧州において望外の 90pt を獲得しました
が、国際展における日本のワンフレーム作品で、90pt 以上のスコアは、
初めて、もしくは非常に稀有と聞いており、この点において、本作品は
一つの新たな可能性を示すことができたのではないかと考えています。

ワンフレーム作品であっても、適切なテーマ選定や展開、スタディの
提示、ルールへのしっかりとした準拠や美しいビジュアルなどを満たす
ことにより、国際展において高位賞の獲得も可能と言えるでしょう。今
回の他展示作品は容易に真似のできない作品群ですが、本作品はより多
くの皆さまが到達可能な、手の届きうる作品像かと思います。本作品が
少しでも新たな作品作りへのヒントとなることを願ってやみません。

コレクションオーナー略歴
岩崎 朋之（いわさき ともゆき）さん

昭和 48 年生まれ。会社員。
郵趣振興協会顧問。

日本における郵便史全般に関心。太平洋
戦争前後〜戦後における外国郵便や、外
国郵便における事故郵便印等を特に専集。
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展示マテリアルの紹介
上　初期二重丸印　YOKOHAMA  P.2
下　初期二重丸印　KOBE   P.3



２０１９年度に開催予定の特別切手コレクション展一覧
開催期間 特別展名

4/19-21 前島密没後 100 年記念展
郵便の父・前島密翁の遺徳を偲び、関連郵趣品や博物館秘蔵の逸品を公開

4/27-5/6 改元記念・皇室関係フィラテリー展
平成の終焉と新元号への移行という節目に臨み、皇室関係の郵趣品を一堂に展示

5/18-19 郵便制度史展２０１９
ポスタル・ヒストリーのメイン・ストリームを織りなすコレクションの数々

6/8-9 南方占領地のフィラテリー展
第二次世界大戦中に日本が南方占領地で発行した切手のコレクション

10/5-6 ステーショナリー展
わが国における「ステーショナリー」の最高峰コレクションが揃い踏み

10/12-13 第 7 回ヨーロッパ切手展
今年のテーマは「英国・英領」。国内外国切手コレクターの力作が並ぶ。

10/19-20 製造面勉強会ワークショップ展
従来の製造面勉強会を展示中心のワークショップへと進化させた新形式の取り組み

2/1-2 第３回いずみ展
わが国郵趣グループのトップ・ランナーの実力がここに明かされる

郵博 特別切手コレクション展
1902 年（明治 35 年）に開館した「郵便博物館」に 

その起源を遡る「郵政博物館」で開催される特別展です

特別切手コレクション展の開催時間は原則として午前 10 時〜午後 5 時半ですが、初日
だけ 12 時開始になる事が多いので、ホームページでご確認の上、お越しください。

共催　郵政博物館、特定非営利活動法人郵趣振興協会
http://kitte.com

イースト 
タワー

スカイ
ツリー

とうきょうスカイツリー駅

押
上
駅

※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 ライフ＆
カルチャー用エレベーターに乗り換え、
9 階までお越しください。

郵政博物館への行き方
所在地　東京スカイツリータウン・ソラマチ 9 階
※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 ラ
イフ＆カルチャー用エレベーターに乗り換え、9 階までお越しください。

最寄駅　押上駅（東京メトロ半蔵門線、都営浅草線、
東武スカイツリーライン、京成押上線）、とうきょうス
カイツリー駅（東武スカイツリーライン）両駅から直結。

2020 年


