
第2師団作成福島県域迅速測図考

井 口 悦 男

はじめに

福島県の気象情報には「中通り」「浜通り」「会津」と、県内を3区分す

る呼びかたが、日常使われている。うち前2つは、「会津」というのに比

べ、県内的呼称といえ、なお一般的ではないが、県の海側と県の中央を南

北に貫く阿武隈川沿いとを、端的に表現する呼称として、いわれて納得し

やすい。そして福島県は、この「中通り」を中心に、平野域は大きく三分

され、人口分布もこれにしたがう。また狭くみるとき、この呼称でまとめ

られた3平野域を除けば、あとは山地となる。

この県域への近代的実測図の波及は、中央官庁の参謀本部陸軍部測量局

（陸地測量部の前身）による、明治18、19（1885、86）年測量の、福島から

須賀川、矢吹に至る「中通り」地域、いわゆる陸羽街道沿いの代表的集落

周辺を、1乃至3面単位で作成した2万分1迅速測図の分散的成立にはじま

る。いまその測量域の広がりを別にすれば、首都東京周辺の関東南部と阪

神地域に次ぐ早い時期にあたる。

一方、連続する広い地域に対する測量、作図を果たしたのは、仙台にあ

り東北地方全体と新潟県とを管轄した、地方官庁の陸軍第2師団であった。

明治21（88）年、師団駐在地仙台周辺から参謀本部陸軍部作成並みの2万

分1迅速測図ができはじめ、福島県域には、まず、先行「福島町」図（明

治19年測）に接続するかたちの、白石方面から越
こす

河
ごう

、貝田と越えるいわ

ゆる厚
あつ

樫
かし

山
やま

越えの6面が明治22（89）年にできる。そして、同23年にはや

はり先行「本
もと

宮
みや

」図（明治19年測）から旧中山峠、猪苗代湖北岸を経て

会津盆地に達する11面ができる。その上に、中通り全域にわたる福島か
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ら白河にかけて阿武隈川流域連続図25面の測量、製版は明治24（91）年と

いうように拡大されていった。なお、この「中通り」の図は、成立直後の

明治25（92）年秋、宇都宮北方を中心に実施された陸軍特別大演習の北軍

用に、正式図未成地域のため、地方作成迅速測図を元にした5万分1図の

編集が、中央の陸地測量部の手で実施され「福島大田原間陸羽街道附近之

圖」14面が誕生する。このおり、白河以南関東の第1師団域に含まれる部

分も大田原まで図化される。この部分には、2万図は発行されていないが、

5万図の編集状況から、白河以北と同様な図割による元図が考えられる。

その後第2師団は、明治26（93）年測の5万分1迅速測図を「浜通り」全

体に及ぼし、合わせて福島北方桑
こ

折
おり

周辺の2万分1図重複域にも2面を加

えて、10面作成した。この26年作図分以降それ以前の2万図作成から、5

万図のそれとなったのは、明治25年以降基本図が2万分1から5万分1に変

更されたことと関連すると考えられる。仙台からはじめて周辺に迅速測図

域を拡大してきた第2師団は、続く目標域の盛岡、山形での明治26、27年

測図がやはり5万分1によることと、さらに秋田周辺各地の同30年代測図

域が5万であることからも、その可能性は高い。

このような仙台周辺の作図経過のうち、福島県の主要平野域には、まと

めると明治22年から同26年（89～93）の比較的短年月の間に、連続図が

成立していることをしめす。その上、地域駐在師団など作成迅速測図を、

地域的利用に止めず、中央の手による正式測量図の波及に至るまでの応急

策として、一時的組込み作業も実施していたことが確かめられる。明治

20年代後半から30年代前半にかけて、地方作成図にもとずく陸地測量部

による再版図、編集図が各地でみられる。福島県域では、上記明治25年

編集の「福島大田原間陸羽街道附近之圖」を手はじめに、同27年版、同

30年版が認められる。（図1 表1）

以上の経過は、全国的な迅速測図網探究および確認に早くから努力を重

ねてこられた清水靖夫氏が、概略触れられてきたところである。改めてと

り上げるのは、「中通り」「浜通り」「会津」各地域の迅速測図について、

一歩踏みこみいくつかの注目点をしめすことで、近代的実測図としての着
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実な向上、展開の一面を提示できると考えたからにほかならない。合わせ

て、訂正すべき部分にも言及する。

「中通り」の2万図から陸測が編集作成した5万図について清水氏の解説

では「明治25年製図あるいは30年製図でいずれも30年製版。（中略）作

成予定段階で作られた図郭割と実際に作られた時の図郭割とでは図番号が

若干異なり、発行図では両方の番号が混在して付されている。」と、説明

される。これに対し、図番号の相違はその混乱とは別に、明治25年版と

同30年版とが発行されたことを物語ると、筆者が述べたところであるが、

今回新たな観点を加え、図番号の混乱を含め、当時の状況を考え確実にし

ておこう。（清水1978 84 井口1986）

「浜通り」関連の5万図群については、「濱街道近傍」図群の存在と、そ

の接続の大略を図示されたのを、今回現図をもとに、各図の大きさ、接続

状況、その各図域など基本からはじめ、「平」図のみに見られる特定記号

の、道路上鉄道の表現におよぼう。

「会津」関連図群については、その再版図の明治32年9月とするものに

より、また「中通り」側この図群が接続する部分の3面を筆者は見ていな

いが、清水氏が仮称「若松町近傍」とされた2万分1のもので、5万図を聞

かない部分である。この図群は氏によれば高さの基準は「阿武隈川左岸ヲ

百米突ト仮定」（本宮町図幅）とあることから出発し、等高線に注記され

る高度数値に、磐梯山麓を描く図という比較的標高値高いところから、そ

の誤差の程度にも触れよう。また、峠越えの図のひとつとして、早くとり

上げた米沢、会津間5万分1路上測図の2面と、この「会津」図群との接

続についても考えてみる。（井口　1984）

福島県域における正式測図5万分1の成立は、その多くが明治41（1908）

年であることからするとき、軍事行動の基本となる実測図が簡易な迅速測

図による地方作成図ながら、その主要域について明治20年代中葉には準

備が整えられ、その後半期にはこのように応急的にこれらの図の陸測図化

が進められる。日清戦から日露戦に至る軍備拡充期を反映する近代国家建

設の息吹きの一端が提示されているにほかならない。（図2～5）
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図1 第2師団作成　福島県域迅速測図

記号例

太線枠は　5万分1迅速測図

細線枠は　2万分1迅速測図

破線枠は　うち未確認図　各図域　接続をしめす

ケバ線は　未測域側をしめす

図中の付番　1～14及び（1）～（13）は「福島大田原間陸羽街道附近之圖」の前

者は明治25年製図の　後者は同30年製版の付番をしめす　ただし　30年版には一

部旧番のままがある　なお①～⑨は「濱街道近傍」明治26年測の仮番　 は同年

測「福島近傍　桑折」

図中の地名　明朝体風大き目の地名は各図名をしめす
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第2師団作成　福島県域迅速測図　諸要目1 表1

「中通り」図群　5万分1迅速測図「福島大田原間陸羽街道附近之圖」

図　番 図　名 大きさ（最大値） 作成年　作成者 備　　考

内図部郭線現状値 製図　製版年

（Copy値） （明治）

ヨコ×タテ（mm）

第一號 桑　折 411×313 30図30版 陸測

第一號 福　島 （456×381） 25図27版 陸測

第二號 福　島 449×368 30図30版 陸測

*第六號 庭　阪 450×379 25図30版 陸測 *旧番のまま

第四號 二本松 452×367 30図30版 陸測

第五號 郡　山 480×369 30図30版 陸測

**（5付） **― 188×108 **― 陸測 **注記なし

第八號 郡　山 453×378 25図 陸測 図域相違

*第四號 谷田川 450×371 25図30版 陸測 *旧番のまま

第四號 谷田川 451×372 25図 陸測

*第五號 石　川 451×377 25図30版 陸測 *旧番のまま

第八號 須賀川 450×369 30図30版 陸測

第九號 白　河 450×370 30図30版 陸測

第十號 白　河 452×378 25図 陸測

― 白　河 （450×371） ― M42特別大演習用

― 佐　貫 （302×380） ― M42特別大演習用

図郭変更版

* 第十二號 西　郷 449×376 25図30版 陸測 *旧番のまま

― 白　坂 （450×381） ― M42特別大演習用

第十四號 大田原 452×379 25図 陸測

注 1 明治30年版を基本とし　参照できた範囲で 別版の数値をあげた

2 第十一號　佐貫　25図　第十二號　白坂　30版　という図番例もみられる

（清水　1984による）元図の2師2万図の大きさ414～440×517～499
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表2 第2師団作成　福島県域迅速測図　諸要目2

「浜通り」図群　5万分1迅速測図「濱街道近傍」

仮　番 図　名 大きさ（最大値） 製版年　作成者 備　　考

内図郭線現状値 （明治）

（Copy値）

ヨコ×タテ（mm）

① 阪　元 442×385 30版 陸測 26.3測 2師

② 梁　川 （448×398） 27版 陸測 26測 2師

*桑　折 （450×396） 27版 陸測 26測 2師

③ 中　村 439×388 30版 陸測 26測 2師

④ 東玉野 446×387 30版 陸測 26測 2師

⑤ 小　高 442×381 30版 陸測 26測 2師

⑥ 長　塚 438×387 30版 陸測 26測 2師

⑦ 久之濱 443×386 30版 陸測 26測 2師

⑧ 平 442×384 30版 陸測 26測 2師

⑨ 大　倉 445×384 30版 陸測 26測 2師

「会津」図群　2万分1迅速測図

**本宮町 409×453 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

**字熱海 278×458 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

**中　山 524×407 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

猪苗代驛 420×502 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

大 寺 驛 418×502 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

熊 倉 村 273×517 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

塩 川 村 291×372 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

若 松 町 272×410 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

喜多方町 275×412 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

阪 下 町 252×373 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

高 田 村 270×497 32再 歩15旅 23調製 歩3旅

注 *「桑折」は「福島近傍」 **3図の数値は清水　1978による
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1.「中通り」図群（5万分1迅速測図　陸測　明治25年編集　同27

年再版　同30年再編集）

福島県の中心的役割りをもつ阿武隈川流域のうち、福島から白河に至る

地域に、明治24（91）年測の2万分1迅速測図25面が、第2師団参謀部の

名で出されている。これらの図から、上記のように、明治25年秋宇都宮

北方を中心に実施された、第1回陸軍特別大演習の北軍用行軍演習図とし

て、図作成中央官庁の陸地測量部が、縮小編集した図にはじまる。当初発

行のものには図郭外左上位置に「明治二十五年製図」とのみ見える。この

図群で注目されることは、これもすでに触れたが、2万の元図が発行され

ていない白河より先、関東域についても大田原に達するまで、さらに2万

で12面分の範囲の5万図が編集されていることである。こうすることによ

り、関東地域の2万分1迅速測図域の北側に、この大演習のため明治25年

秋陸測が作成した5万分1迅測「宇都宮近傍図」4面の北側図と重複的接続

ながら果たされ、当時まだ実測図のできていなかった明治25年の特別大

演習域、宇都宮周辺に、南北両軍現地到達までの行軍演習用を含め、簡測

図でそれぞれの部署が補足した。その一端が「福島大田原間陸羽街道附近

之圖」と長い命名の図群、14面にあたる（図1）。

この「明治二十五年製図」と見える、陸測による第2師団明治24年測2

万迅測図から5万迅測図編集は、さらに「明治二十七年寫眞製版」とする

再版図群、そして「明治二十五年製図同三十年製版」あるいは「明治三十

年製図同年製版」とする、一部図域拡大及び図郭変更の再編集版あるいは

再々版と追える。結局、明治25年版、同27年版、同30年版と、少なくと

も3回の発行が考えられる（表1）。

清水氏のこの図群の発行については、前記のように、30年製版とある

後の2つの注記によられた結果、30年版1回と解されたとみられる。その

上に、この30年版に付番上の混乱を指摘された。これに対し筆者は、明

治25年版と同30年版とがあり、その間での図郭の相違、全体面数の相違

あってのことと触れた。（井口　1986）30年版で、清水氏が予定と実際と

― 171 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第28号（2003年2月）



― 172 ―

井口：第2師団作成福島県域迅速測図考

図2 5万迅測「福島」明27版　陸測 図3 2万迅測「福島」明24測　2師

図4 5万迅測「中村」明26測2師　同30版陸測50％

図5 2万迅測「若松町」明23. 6調製　同32. 9再 歩15旅 50％

福島県の平野域には　明

治20年代に　地域駐在軍

の手で簡易実測図ができ

ていた

中通り　図2

図3

浜通り　図4

会　津　図5

福島県3地域の

第2師団関連図

原寸 40％



で図番にズレが生じているとされたのは半ば当を得ている。というのは、

明治25年版は「福島」図を第1号として、「大田原」図を第14号とする14

面構成である。これに対し同30年版は「福島」図は第2号となる。25年版

編集時にはまだ存在しなかった、北側位置に明治26年測による「梁川」

「桑折」2面が誕生していたのを利用し、従来中通り図群として不足部分

であった福島盆地の福島北方を加えるため、両図を再編集し「桑折」図

（図化域東側半分弱）に「梁川」図の西半を加えた、新「桑折」図を作成

してこれを第1号とした。その一方、25年版では元図の2万図域に忠実に

したがい5万図域を構成するよう編集したのに対し、この図群の中間域で

図面数を減らしている。すなわち、東西に分れ「二本松」「本宮」そして

「三春」「郡山」各図が見られたのを、中間位置の図郭とした「二本松」

「郡山」にそれぞれ変更している。このため30年版「二本松」図では、25

年版「二本松」図に含まれていた北東隅の川俣周辺が省かれているし、同

様にして25年版「本宮」図の西端部山地も少々切られている。また30年

版「郡山」図では、西側に付図が設けられる。部分的整理で2面減とした。

結局30年版は13面構成で付図1というかたちである。（図1 表1）

この間の変更に合わせて付番も全体に付替えられていれば、疑念も生じ

なかったはずである。ところが、主要域では、その図郭に変更なくとも

25年版に対し30年版では図番を改めているのに、周辺域で変更なくまた

図域も図郭内わずかにすぎない各図では、「明治二十五年製図」に「同三

十年製版」の文字を加えるに止め、図番変更しないで発行されている。図

群全体を照合できたわけではないが、たとえば30年版で25年版とその図

番の相違する図は「福島」「二本松」「郡山」「須賀川」「白河」と見られる。

30年版としめされるにもかかわらず、25年版と同番とする例「庭阪」「谷

田川」「石川」「西郷」である。図番連続上の問題から発して、当時の新版

発行時の図による扱いの差が見えるようである。図域変更に関連しては新

潟地域の2師図で見れば、明治30年代に入り再々版発行時に、図域に余白

を取らない工夫が進む。余裕ある用紙の使い方が改められている。会計上

の処置であったのか、無駄を省くためか、その種の時代反映をこの図群の
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ばあいにも感じる。（図6～8）

このような経過を考えるにしても、基本的に、付番の範囲が明治24年

測2万図による5万編集図域に限られるのと、これに明治26年測域が加え

られ、かつ従来の図域の統合再編集を含むものとの存在は、25年版と30

年版というぐあいに、前後する別年度版を前提とするのが自然となろう。

なお「福島」図について「明治二十五年製図同二十七年寫眞製版」とす

る陸測発行図がある。26年測の「梁川」「桑折」両図の陸測版とともにみ

られるが、果して「中通り」図群全体も同時にこの時期改めて発行された

か確認できない。しかし、27年版「福島」図の図番は「第一号」であり、

25年版と同様な14面とする図郭取りによる。このことからも、30年版発

行段階に入り、それ以前のものとは調整を加えた図群が成立したとなる。

そして、前記のようにこの地域の5万正式図の多くは明治41年測であり、

その発行は早くて42年、一般には44、5年となる図が多い。地方作成簡測

図が20年ほど機能していたとなる。「中通り」図群の元図にあたる2万分1

迅速測図、白石から白河に至るものを納めた手製紙袋に、「明治四十年十

月求之　二万分一」と墨書される。明治22年と同24年製図のものが、地

域の実測図として意味を持ち続けていたことである。

2.「浜通り」図群（5万分1迅速測図　明治26年測同年製版　2師

同27 30年製版　陸測）

はじめに述べたように、福島県の東側海沿い地域の「浜通り」では、北

側での「中通り」との連絡域を含め、第2師団により、明治26（93）年測

で10面5万分1迅速測図が作成された。うち9面には「濱街道近傍」ある

いは「濱街道」と特定近傍名がつく。しかし「中通り」図群にある付番は

ここにない。県北宮城県寄りの、「中通り」と連絡域で2段分東西に2面並

ぶ図面構成となるほか、太平洋側を現JR常磐線山下駅近くの花釜以南、

県南茨城県堺の勿
な

来
こそ

関そして五浦
いずら

海岸まで、1面ずつ互いに南北位置を保

ち連続するかたちの図域をとる。しかしその実質は、「浜通り」の地形に
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郡山図から合成 図6
50%

5万迅測「郡山」明25製図　陸測　原寸 図7

5万迅測「郡山」明30版　陸測　原寸 図8

図10 図13 図12

迅測の山の表現はおおらか

赤井（閼伽井）岳の図描差

図9 5万迅測「平」明30版　 50％

図10 5万「平」明41測陸測　50％

当時の新地図記号道路上の鉄道　▼

図12 原図図11と共に図9に同 50％

図13 5万「小名濱」明41測陸測 50％

▲
�

▲
�

図11

版（発行年）による

図取り変更

図番も含め図群全体の変更

は一覧（図6）で　実例を

図名字体相違の「郡山」

（図7 8）で

図9
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したがい北寄りと南寄りとに分離している。すなわち、北側の中村（現相

馬市）を中心とする、仙台平野から海岸沿いに続く相馬平野域の7面と、

南端の平（現いわき市）を中心とする夏井川および鮫川流域の2面とに分

けられる。基本的には同じタテ・ヨコの図郭によるこの図群にあって、境

界上の「久
ひさ

之
の

濱
はま

」図は、阿武隈山地が海に近づく場所にあたるので、図の

大半は海となり、陸域の表現は左隅に寄せられるかたちで、わずかにすぎ

ない。海沿いの浜街道が、南北に通じる部分を表現するに止まる。南側

「平」図との接続部分では、海から3kmにも達しない。海沿いに行軍でき

る道路の状況が分かればよい、路上測図にこの図は等しい。また、南端の

図「大倉」は、南側1/2弱が東西に伸びる一線で切られる形で未測地とな

る。茨城県側多賀郡域も一部表現されるが、ここで切られた図は水戸まで

途中図を聞かない。「中通り」のばあいのように、大田原で関東側の図と

接続するというぐあいにはならない（図1）。

なお、明治20年代当時の名称に「大
．
平洋」（傍点筆者）という文字遣い

が存在していたのであろうか。「濱街道近傍」各図は、2師版に限らず陸

測版になっても、この用法が継承されている。この図群の北側図群にあた

る「仙臺近傍」図群の「岩沼」「亘
わた

理
り

」各図の海も「大
．
平洋」と注記され

るところを見ると、測量年代がわずかに遡るこれら2万図に使われていた

名称注記が、踏襲されたとも考えられる。

等高線は、10m毎に入れられ、計曲線間中3本方式である。ただし、南

側の図になるにしたがい計曲線の太さが明確でなくなる傾向を持ち、「久

之濱」以南3図では、計曲線のない細線の重なりにしか見えない。一方、

特定標高点の計測はされなかった。平の北西近くに位置する赤井岳薬師堂

のある赤井岳（閼伽井岳605m）とその北西2kmほどに連なる水石山

（735m）とが、薬師堂の背後に2つ並んで山頂をしめすように描き、その

上「赤井嶽」の標高に注目するよう、等高線に注記数値が40mからほぼ連

続して290mまで入れられ、結局赤井岳は300mの高さと読める。半分の

高さに描く程度であったとなる。（図9 10）

この図群の特定記号に、従来の凡例にないものを「備考」としてあげる



「平」図の「道路中ニ通スル鐵道」の記号がある。当時の鉄道記号の、太

い2本線表現に対し、この場合はその片側を点線とし、さらにその両側に

細い線を平行させる、という丁寧な線描による。現在でいえば、地下鉄道

表現に近い。路面上の鉄道という新しい表現に苦労したことが分かる。鉄

道という名称から、二本棒で表現された道路の一種として記号化されたと

ころに、さらに路面軌道という新形態に対応すべき状況となり、この難題

に対する、当面の解答がこの備考であった。ただし、この記号に対する反

応に、まだ世間的に見慣れぬ施設であったことも含め、注記の文字を副え

「鐵道及道」と断わる。

ところでこの鉄道は、湯本の奥、高倉山の麓に近い谷間の坑山から専用

軌道で谷を下り、短いトンネルを抜け湯本集落の南に出て、しばらく浜街

道脇を平行し、小名浜方面に分岐する道路から道路上に入り、8kmほど小

名浜集落の北側でその道路上を離れ、小川沿いに集落東寄りの海岸に出て、

炭庫とある所で終わる。石炭輸送の軌道と考えられ、該当するものには、

馬車鉄道で開始された「磐城炭礦線」がある。ただし開業年代が明治38

年とされていることは、この間のズレが大きく、状況を明らかにできない。

なお、現JR常磐線にあたる、当時の日本鉄道海岸線は、明治30年に水戸

から北上し平まで、そして久之浜に達している。「濱街道近傍」図群は明

治26年測の2師版にはじまり、同27年そして同30年の陸測版と続くが、

後者の陸測版に鉄道補入を施すまでには至っていない。当時特例の石炭輸

送軌道の存在をしめすに止まる。（図11～13）

3. 「会津」図群（2万分1迅速測図　明治23年6月調製同32年9

月再版　歩兵第15旅団司令部）

いま明治32年9月の再版図による。そして、「中通り」「浜通り」各図の

ように5万分1図ではなく、2万分1図である。11面構成で、会津盆地内6

面、猪苗代盆地のもの2面、「中通り」との連絡図3面と分けられる。うち

連絡図3面には、はじめにお断わりしたように、現図に接していない。こ
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図14 図15

図17 原図　図15に同じ　原寸　図16 図14に同　50％

図16

迅測図の磐梯山山麓をゆ

く街道脇　三忠碑の北に

ドン平と注記の突出する

丘は485mとなる（図16）

これに相当する正式5万

上の頭無の三角点の数値

は682.7m（図17）630m

まで表示の山腹は 一体

どのくらいにあたるのか

標高ある地域での迅速測図の標高精度

――磐梯山麓猪苗代盆地のばあい――

軍の移動に必要な　行軍路左右の起伏

を明らかにすることが第一の目的とも

図14 2万迅測「猪苗代驛」

明32再　歩15旅　50％

図15 5万「磐梯山」昭6修　陸測　原寸

猪苗代湖畔から街道を少し上ると　長浜の先に

540mの水準点がある（図15）

対する迅測図では410mの計曲線が通る（図14）
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2万迅測「塩川村」明32再　歩15旅　50％　図19 同「大寺驛」左同　図18

5万迅測「大峠」50％　図222万迅測「熊倉村」他上同　20％　図21

図20
2万迅測「熊倉村」

明32再　歩15旅

20％

▲標高基準が図を堺に盆地内外で相違

会津盆地と米沢盆地とを結ぶ図の接続 ▲
�



の図群は、清水靖夫氏によれば、本宮の阿武隈川左岸を100mと仮定する

とある。しかし本宮の市街地の標高は200mと少し（水準点で208.6m）で、

したがって、100m少しこの図群の標高値は少しズレた値をしめす。迅速

測図に見られる標高値がメヤス値で、そこに山や丘があるという地形の基

本は押さえているにせよ、多かれ少なかれズレのあること、正式図の精度

とは比較できない。「浜通り」図群の「赤井岳」に与えられた標高注記が

細かくしめされているにもかかわらず、実際の1/2にすぎないことをあげ

たところである。さらにそのズレの程度を「会津」の図でとり上げるのは、

高度ある部分を描く迅速測図は少ないので、試みに眺めて見ようという所

である。猪苗代湖畔北側、磐梯山南麓にあたる長瀬川三角州では、どう比

較されるであろうか。正式図で500mと少し（515m余）に対し、410mの

計曲線から手前になる3本の細線を数えるので、5m毎の表現からすると

395mの高さにあたる。実際より120m低く表現される。そして、磐梯山の

斜面は迅測図で630mの高さまで表現しているから、少なくとも750mぐ

らいに達していることになる。（図14～17）

そして、会津盆地内に図が入ると、図の等高線表示の基準は、猪苗代盆

地までの、「中通り」方面と共通する数値とは変更される。盆地内6面の

等高線は、盆地底を0mとした周辺の標高値となる。図を境としてさらに

分かれる。ただし、そのような会津盆地内の特別基準を表わす図郭外注記

は少くとも明治32年版には認められない。隣り合わせの図間で急変する

標高注記の数値で読み取るほかない。「大寺驛」図と「塩川村」あるいは

「若松町」図との間での高等線脇あるいは図郭外注記の数値の相違で知る。

盆地周辺は、会津盆地の平面から眺めた表現に切替えられていることを物

語る。（図18 19）

「会津」図群が、現在の磐越道沿いに東に「中通り」図群と連絡するが、

もう一方、米沢方面と連絡する図として年代的には少々遅れて成立した、

2面が知られている。すなわち、盆地北側の喜多方から、吾妻連山続き西

側を抜ける2つの道の図である。ひとつは現国道121号線、大
おお

峠
とうげ

越えであ

り、もうひとつは熊倉から大塩を経て、桧原湖畔そして桧原峠、綱木、関
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と通るものである。この道筋のわずかな両側のみ表現した簡略な路上測図

「大峠」「檜原峠」2面である。これらは、「会津」の「熊倉村」図と、第2

師団による明治27（94）年測の「山形近傍」5万分1迅速測図群の南端図

「米澤」との間をつなぐ図として作成されていること明らかである。すで

に、「山形近傍」図群のそれぞれから奥羽山脈の各峠を越え、仙台、福島

方面2師既成図域とを連絡する5方面の「峠越え」5万分1迅速測図例とし

て報告してきた一部にあたる。「峠越え」各図は、周囲裁断図のため、作

成年代不明となるが、等高線の表現がいわゆる中4本式の現行方式のとこ

ろから、明治28年図式以降となり、日清日露戦間各地で迅測図域拡大期

を考慮すると、明治30年代前半期に想定して誤りないとみる。「会津」図

再版時期に合わせたとみるのが自然であろう。（井口　1984）

米沢側の「檜原峠」図は、先に成立していた「米澤」図と重複する図郭

取りで、重なる米沢側の西や南の図域が分かるよう線引きをし、その外側

から大峠の道と桧原峠の道が2本描かれはじめる。道の両側地形を表現す

る峠越え図中最も簡単な図である。その南側接続図「大峠」も同様で、そ

の南西隅で「熊倉村」図とやはり重複接続するかたちのため、図中2本の

道路は、図郭線手前で線引きされて終わる。両図とも、重なる相手図域内

の図描はしていないので、空白域となる。ただし「大峠」図と「熊倉村」

図との間では、縮尺の相違から現図間では接続しない。計算値として連絡

を果たしている形である。図郭外に「熊倉村」と図名注記し、「至喜多方」

「至熊倉」と図郭内線引き先に行先注記がある。（図20～22）

第2師団管内相互連絡、すなわち軍の移動路を考えれば、図のある可能

性の残された部分として福島県域に関連し、どこがあげられるだろうか。

最近、新潟新
し

発
ば

田
た

の駐屯地と仙台本営とを結ぶ山越え図に、現JR米
よね

坂
さか

線

のコースにあたる、荒川沿い小国、宇津峠、米沢盆地と結ぶ5万迅測、明

治40年代と思えるものに出会った。残る可能性として村松の聯隊を考え、

津川から坂
ばん

下
げ

まで阿賀野川谷の山道40kmほど、路上測図があればと思う。

（02.9.27）
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キーワード 迅速測図　路上測図　簡測図　等高線標高注記　図の接続
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