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特許技監　櫻井  孝

　「切手の思い出」というタイトルでの連載も既に16回と

なった。こうやって続けてきていると、切手との付き合い

も長いと思われるかも知れないが、実は自分はインドに行

く前には、およそ切手の収集などというものには興味がな

かったのである。

　自分の父親が田舎で郵便局に勤めていて、職業柄からか

よく記念切手を買ってきていたから（まことに勝手な想像

だが、売れない記念切手をノルマで買わされていたのかも

知れない）、自分にとっては子供の頃から切手というもの

が身近な存在であったことは確かである。しかし、父親の

集め方はいかにもズボラで、記念切手をシートで買い、職

場でいらなくなった使用済みの封筒に入れて持ち帰ってき

て、自宅のほこりだらけの棚の上などに無造作に積み上げ

ておくというようなものであった。一度祖母が、記念切手

のシートが入った使用済みの封筒をいらない封筒だと勘違

いし、中身も確認せずにみごとに真っ二つに破ってしまっ

て、父親と大げんかになったのを覚えている。これは子供

心にも父親が悪いと思った。

　さて、そういう自分がなんでインドで切手を集めることに

なったのか。きっかけは、ごくありふれたニューデリーの土

産物屋で英領時代のインドの切手を手にしたことに始まる。

　ニューデリーの中心部にコンノートプレイスという繁華

街があって、その周辺には小さな土産物屋が軒を連ねてい

た。土産物屋をときどきチェックしておくことは、駐在者

として出張者などをアテンドする際のお土産情報の収集に

不可欠である。ある日そんな土産物屋の中にふらりと入っ

たところ、使用済みの切手を何枚かセットにしてパッケー

ジで売っているのを目にした。何気なく手に取ってみると、

ほとんどがインドの使用済みの記念切手をパッケージにし

たものであったが、そんな中に、明らかに記念切手ではなく、

いかにも古そうな切手を10枚ほどパックにしたものがあっ

た。年代も1910年代とか書かれていたように思う。年代か

らすればインドが独立する前の英領時代の切手である。1

パックの値段も20ルピー（当時のレートで100円程度）前後

で、手頃なものであった。今にしてみれば、そのような使

用済み切手はごくありふれた安物でしかないのだが、まだ

インドの切手について何も知識のなかった自分にとっては、

そんな古い切手が普通に売られていることにひどく感激し

た。しかもその後何度かそういう土産物屋に足を運んでみ

ると、けっこういろんな種類があることもわかった。値段も

手頃だったことも手伝って、そういうパッケージを買い求め

るうちに段々と深みにはまっていってしまったのである。

　最初は、切手のカタログを持っていなかったから、闇雲

にパックを買い集めていただけであったが、その後いろい

ろと土産物屋を聞き回っているうちに、インドにも切手を専

門に扱う切手商がいることがわかってきた。そういう切手

商の店の場所を教えてもらっては休日に訪ね、切手談義を

しながらさらにその元締めとなる切手商を訪ねるということ

を繰り返していくうちに、1年ほどしてとうとう切手商の総

元締めとも言うべき人物を捜し当てることができた。場所

はカロルバーグというところ。一応ニューデリー市内ではあっ

たが、オールドデリーに近く、自分が住んでいた住宅街か

らは車で1時間ほどのかなりゴチャゴチャとしたところで、

外国人や観光客はまず立ち入らないであろう場所であった。

しかも店を大っぴらに開いているわけではなく、何の目印も

看板もない建物の狭い階段を2階に上がっていくと、そこに

ひっそりと事務所があるというものであった。

　最初はおそるおそる訪ねてみたが、そこの親父さんは話

し好きのとてもおもしろい人で、自分のことも気に入って

くれたから、休日に時間があるときはよくそこに行って、

親父さんと二人きりであれやこれやインドの切手の話をす

るのが自分の楽しみとなった。その親父さんからは切手の

カタログやインド切手に関係する書籍も売ってもらい、そ

れでようやく自分も体系的にインドの切手収集ができるよ

うになったのである。その事務所は十畳ほどの広さであっ

ただろうか、壁面のロッカーにはぎっしりといろんな切手

が一見無造作に詰め込まれていて、親父さんはあれこれ思

い出しつつ出してきてはインドの切手の話をしてくれた。

ただ、親父さんは、その事務所を丸ごと売って別の商売を

始めたいとよく言っていたから、20年近くを経た今となっ

てはもう廃業してしまったかも知れない。

　後になって仕事でインド特許庁のニューデリー支所を訪

ねることになったとき、その住所を見て驚いた。なんとカ

ロルバーグだったのである。今ではインド特許庁のニュー

デリーオフィスはニューデリーの隣町に大きな自前の建物

を持ち、職員数もかなりのものとなっているが、当時はま

だまったくの支所でしかなく、審査官数はたったの10人

という小所帯であった。訪ねてみると、周囲を小さな子供

インドの切手商

連載
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お色直しをされたのであろうか。またビクトリア女王の初

期の切手には、「EAST INDIA POSTAGE」と表記されて

いるが、これはまだ英国東インド会社が存在してインドの

郵便事業を取り仕切っていた頃の切手だからである。

1857年のセポイの反乱を契機としてその後東インド会社

は解散させられ、1877年から英国王がインド皇帝を兼務

することになるのだが、それに伴って切手上の表記も

「EAST INDIA」から「INDIA」に変わるのである（発行準

備に時間がかかったため、実際に「INDIA」と表記された

切手が導入されるのは5年後の1882年のことである）。

　また、細かい話ではあるが、ジョージⅤ世の切手に関し

ては、見た目は同じ額面、同じ色・図柄の切手でも2種類

に分けられるものがある。実は、ジョージⅤ世の治世の途

中まではインドの切手はすべて英国の印刷会社によって印

刷製造され、インドに送り届けられていたのであるが、

1925年にその会社との契約が切れ、以降はインド国営印

刷局で印刷されることになった。その前後で同じ図版が使

われたものがあるのだが、前後の違いは切手を光に透かし

てみると簡単に判別できる。切手の透かし模様が大きな五

点星ひとつなら英国製、一回り小さい五点星が複数見えた

なら1925年以降のインド製である。

　切手収集は手間もかかるし、のめり込むとお金もかかる。

しかし、自分の趣味を正当化するつもりはないが、切手を

集めるうちにそこに描かれているものに興味を持ち、それ

について少しは勉強することによって、随分とインドのこ

とを学ぶことができたように思う。そういう意味で、悪い

趣味ではなかったと思っている。

たちが裸で走り回っているような雑居ビルの何階かに、数

室を間借りして事務所としていた。何度も通っていたカロ

ルバーグの切手商の親父さんの事務所からはすぐのところ

である。インド特許庁ニューデリー支所の審査官たちは勢

揃いして、日本の特許庁の人が来てくれたと満面の笑顔で

歓待してくれた。カロルバーグは自分にとってはいろいろ

な意味でとても心温まる思い出の地である。

　さて、自分をインド切手収集の道に入り込ませてしまっ

た英領インドの切手をここにいくつか紹介する。英領イン

ドの切手には4人の英国王（1877年からインド皇帝を兼務）

の肖像が登場する。最初は自分はその即位した順番すら知

らなかったのであるが、ビクトリア女王、エドワードⅦ世、

ジョージⅤ世、ジョージⅥ世の順番となっている。

　英国の歴史に詳しい人であれば、ジョージⅤ世とジョー

ジⅥ世の間にエドワードⅧ世がいたことをご存知と思う。

英国の切手にはエドワードⅧ世の肖像を掲げたものが実際

にあるのだが、在位期間がわずか325日と短かったために、

英領インドの切手には印刷が間に合わず、とうとうエド

ワードⅧ世は登場しなかった。カロルバーグの切手商から

買い求めたインド切手の解説本には、エドワードⅧ世のイ

ンド切手の試作品の写真が掲載されているのだが、これは

かなりレアな博物館ものであろう、自分は残念ながらその

実物を目にしたことがない。

　エドワードⅦ世、ジョージⅤ世、ジョージⅥ世はその在

位期間を通してずっと同じ肖像画が使われたが、ビクトリ

ア女王は途中で何回か肖像画が換わっている。女性だけに

【図3】女王の肖像として新た
にフォン・アンジェリのポー
トレートを採用。1895年9 月
1日発行（ギボンズ＃109）

【図4】エドワードⅦ世。在位
期 間 は、1901年1月22日 〜
1910 年5月6日。1909 年発行

（ギボンズ＃147）

【図1】ビクトリア女王。英国で印刷
さ れ た 最 初 の イ ン ド 切 手。「EAST 
INDIA POSTAGE」と表記されている。
1855年10 月発行（ギボンズ＃35）

【図 2】「EAST INDIA POSTAGE」 が
「INDIA POSTAGE」に変わる。女王
の王冠の形状も変化。1882 年 1 月 1
日発行（ギボンズ＃ 92）

【図5】ジョージⅤ世。在位期間は、1910 年5
月6日 〜1936 年1月20日。 切 手 は ニ ュ ー デ
リーの開所を祝ったインド初の記念切手の 1
枚。1931年2 月9日発行（ギボンズ＃230）

【図6】ジョージⅥ世。インド皇帝としての在位
期間は、1936年12月11日〜インド独立まで。
切手は第2次大戦の戦勝記念切手の1枚。英領
インドとして発行された最後の郵便切手となっ
た。1946年1月2日発行（ギボンズ＃279）
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　最近、テレビのニュースを見ていたら、20年以上前に

流行ったチョコのおまけのシールがリバイバルで高く取引

されているとのこと。そういえば私の家にも同様のシール

がしまってあったはずだなぁと思って、一攫千金を夢見な

がら自宅の収納棚とかゴソゴソと探していたら、シールと

一緒にすっかり行方不明になっていたなつかしいテレホン

カード類が出てきました。その中に特許庁の庁舎に関係す

るものがあったので、若い人に話をしてみたところ、そん

なものは聞いたこともないとのこと。考えてみれば、売ら

れたのが平成元年までのことですし、当時の特許庁関係者

に対してのみ販売されたものでしたから、平成2年以降に

入庁した人は知らなくて当然かと思います。ただ、その後

に市中に出回った可能性もあり、どこかで目にされること

もあるかとも思いますので、特技懇誌の誌面をお借りして

ちょっとご紹介してみたいと思います。

　1枚は図1に示したもので、特許庁の旧庁舎が取り壊さ

れるに際して、その旧庁舎の写真を印刷したテレホンカー

ドです。旧庁舎については特技懇のホームページ 1）にも紹

介されていますが、この庁舎は昭和9年に建てられました。

場所は現在の特許庁庁舎と同じところです。建設当時の住

所が千代田区三年町であったため、「三年町庁舎」とも呼

ばれました。昭和61年に現在の庁舎を建設するため取り

壊されています。

　このテレホンカードは、当時の消費組合（後述）が企画

販売したものです。テレホンカードに使われている写真は、

特技懇のホームページの写真とは別の角度から撮られたも

ので、背景には日本の高層ビル第1号である霞が関ビルが

写っています。特許庁庁舎の右隣に写っている白い建物は、

建て替えられる前の東京倶楽部ビルです。このテレホン

カードの発売時期は、私が映像機器の審査官をしていた頃

と記憶しますので、まさに旧庁舎が取り壊された昭和61

年前後と思います。消費組合から販売のお知らせが庁内に

回り、私も1枚注文して購入しました。50度数のカードで

すが、市販されているものではなく、消費組合で特別に発

注して作ったものですから、売価は500円より高かったは

ずです。ただ、特別な袋とかは付いておらず、代金と引き

替えにそのままカードだけ渡されました。

　もう1枚は図2に示したもので、現庁舎の写真を印刷し

たメトロカードです。これは新庁舎の落成を記念して同じ

く消費組合が企画し、平成元年に販売しました。こちらは

図3に示した特別の封筒に入っていました。資料によれば、

メトロカードは営団地下鉄が昭和63年4月から販売を開

始したプリペイドカードだそうですから、当時としては目

新しいものであったと思います 2）。

　実はこのメトロカード、企画販売を担当したのは私なん

です。なんであんたがメトロカードを？と思われるかも知

れませんが、それを説明するためには消費組合についての

説明から入らないといけません。

　現庁舎の地下にはコンビニエンスストアが入っています

し、庁舎外でも周辺にはいくつかコンビニエンスストアが

あって文房具等も含め簡単な日用品の類はそこで購入する

ことができますが、昔はそのようなお店は庁舎の近くには

ありませんでした。そこで考え出されたのが、職員有志が

少しずつお金を出し合い、それを元手に簡単な日用品を扱

う売店を運営することでした。そのようにして集めた資金

で専任の事務員さんを雇い、庁舎の片隅で文房具などを

売っていたのですが、それが消費組合です。私も入庁した

ときに先輩から勧められ、1口千円を出して組合員となり

ました。売店自体は上記したように専任の事務員さんを

番外編

こんなものがあったんです

1）http://www.tokugikon.jp/pictures/pictures.html
2）メトロカードの販売は、PASMOの導入もあって、既に終了しているそうです。

【図1】特許庁旧庁舎のテレホンカード
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雇って維持してもらっていましたが、一応運営を管理する

ための理事会があり、数名の理事は消費組合員の中から互

選で選ばれることになっていました。昭和63年10月、私

はこの理事の一人に立候補し、選出されます。理事は無給

で、なんの特典もありません。ある意味、面倒なだけなん

ですが、それなのにわざわざ立候補したのには当然に理由

があります。

　当時2度目の併任業務を明けたばかりの私は、しばらく

審査官の仕事に専念したいと思っていましたが、そんな

とき小耳に挟んだのは、消費組合の理事になるとその任

期の間は人事異動がないという不文律がある、という噂

でした。理事の任期はたったの1年間ですが、私はその根

も葉もない話に飛びついたのです。でも、冷静に考えれ

ばそんなことがあるはずもなく、実際のところ私は半年

後に上司部長から呼ばれ、インド赴任を命じられます。がっ

くりしたことは言うまでもありません。それからは人事

に関してはへんな小細工はせず、天命をおとなしく待つ

ことにしました。

　それはともかく、理事になった私は特販担当を割り当て

られます。そして取り組んだのが、ちょうど落成間近だっ

た新庁舎の記念グッズの企画販売でした。旧庁舎のお別れ

記念にテレホンカードが消費組合の手によって企画販売さ

れたことは知っておりましたから、その流れで何かないか

と考えた結果、ちょうどその年の4月に販売が開始された

メトロカードを選ぶことにしました。新庁舎の写真をどこ

から入手したのかは記憶がないのですが、当時の理事長に

お願いして入手していただいたように思います。上野駅の

近くに営団地下鉄のメトロカードの営業窓口があり、そこ

に一人で行って相談しながら話を進めました。全部で

3000枚を注文したと思います。カードの額面は500円で

すが、特別の注文になりますから1枚当たりの原価は700

円くらいになったと思います。私が担当しておきながらこ

のあたりのいきさつについてあまり断定的なことを書けな

いのは、当時はパソコンなどはまったくなく、せいぜいワー

プロが普及し始めたばかりの頃でしたから、記録が一切

残っていないためです。いくらで販売するかは悩みました

が、1枚800円で売ることにしました。旧庁舎のテレホン

カード販売からまだ2、3年のことでしたし、旧庁舎は取

り壊されますから記念になるけれど新庁舎はこれからいく

らでも見られるわけですから、果たして売れるのかどうか

とても心配でしたが、結果としては事前の予約で予定数を

完売することができました。先輩の事務所などに広くダイ

レクトメールを出しましたし、その後に送料や通信費等も

かかりましたから、利益はあまり出なかったのですが、そ

れでもいくばくかの金額を消費組合に収益として計上させ

ていただきました。

　カードを完売できて良かったには良かったのですが、お

届けしたあとで、「電話がかけられないぞ！」とか、「すぐ

終わっちゃうじゃないか！」とのお叱りの連絡が入ったり

しました。最初からメトロカードだと何度も断って売って

いるわけですから、電話がかけられないと苦情を言われて

も困ります。また、たしかに、テレホンカードは500円で

あれば50度数の電話がかけられますが、500円のメトロ

カードでは、例えば160円区間のキップを買うとわずか3

回で終わってしまうことになります。多分に記念品という

意図で販売したものでもあり、これも仕方がないじゃない

かと思うのですが、世の中がまだメトロカードというもの

に慣れていないために起きた苦情というところでした。

　その後、時代の流れで消費組合は解散し、今は庁舎内に

コンビニエンスストアがお店を構えています。

　というわけで、とても思い入れのあるカード類に関する

昔話でした。どこかで見かけることがありましたら、そん

なストーリーがあったということを思い出していただけた

ら幸いです。

【図2】特許庁新庁舎のメトロカード 【図3】メトロカードの入っていた特別の封筒


