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はじめに

熊本に司令部を置いた第6師団による、迅速測図群の作図域について、

従来未報告図群を含む分布一覧として、簡単な報告をしたおり（井口、

1993）、いずれ未報告分に関し、それぞれのくわしい図の状況、特色を述

べたいとしめくくった。これまで、佐世保周辺各図群（井口、1998）、そ

して、福岡、小倉間連絡各図群（井口、2002）を取りあげてきた。

さらに今回、佐世保の南方にあたる長崎県域から佐賀県域にまたがる、

大村周辺4図群について述べる。うち「大村近傍」図群には、佐世保周辺

図群報告時に、隣接図群名として触れたところであった。

それにしても、これまで選んできた題の地名から見るとき、今回の「大

村」については少々説明を要しよう。上記のように、佐世保、福岡、小倉

としてきた流れから、長崎が選ばれるところであろう。そのようになって

いないのは、これら4図群中に含まれる「長崎」図が未確認のためである。

その一方、この4図群20面ほどの分布域が、長崎に達しているとともに島

原にも及んでいるが、各図群の図描差から、さらに図群内での図による精

度差に注目すると、明らかに聯隊の駐屯地「大村」を中心に描かれている

ことが分かる。佐賀近傍図群に接続するかたちで、新たに作成された、こ

れら4図群は、明治30年歩兵第46聯隊の大村駐屯にともなう軍の演習用

とみられる。このようなところから、大村に新たな聯隊創設関連図の意も

込め、題の地名として「大村」を選んだ次第である。

なお、「大村近傍」をはじめとし、つぎつぎに接続するかたちの4図群

は、いずれも46聯隊大村駐屯時の明治30（1897）年に前後して測量され
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記号
太線枠 Ａ大村近傍（図） Ｂ諫早近傍図（いずれも再版）

中太線枠 Ｃ島原諫早近傍　Ｄ時津近傍（いずれも初版）

細線枠 Ｅ佐賀近傍　Ｆ従前原至武雄路上測図　Ｇ伊万里早岐間路上図

ただしＥ～ＧはＡ図群からみた接続部分を表示　なおＥＦ図群の位置

には方位ズレが考えられる

破線枠 未確認図

ケバ線 未測域側をしめす　図重複域ではＢ，Ｃの符号で相違をしめす

図中の地名 明朝体風大きめの地名は　各図名をしめす

×とｂ Ａ～Ｄ図群からみた図外（未確認図を含む）の地名相当位置

ａ 隣接図群のしめすｂの位置
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図1 肥前大村周辺正式以前測図2万分1四図群の分布と接続



歩兵第46聯隊及び第6師団司令部作成　肥前大村周辺迅速測図諸要目　表

図　番 図　名 大きさ（最大値） 作成年月 備　　考

内図郭線現状値 （明治） 作成者

ヨコ×タテ（mm）

Ａ 大村近傍（図）

第壹號 六 角 村 530×378 33.6製版 6師 旧蔵者墨書「明

第二號 鹿　　島 524×381 33.6製版 6師 治33年10月下旬」

第三號 嬉　　野 380×524 33.9再版 6師 （求カ）とあり

第四號 彼　　杵 530×377 33.6再版 6師

第五號 松 原 村 530×400 33.6再版 6師

第六號 大 村 町 530×404 33.6再版 6師

第七號 川　　棚 380×530 33.9再版 6師 張出西下10×178

Ｂ 諫早近傍図

第一號 有喜船津 368×510 33.3補修 6師 東側1/2未測扱い

第二號 諌 早 町 510×370 33.3補修 6師

第三號 舩　　津 510×370 33.3補修 6師 墨書「明治33年

（第四號）カ（長　　崎） 5月求」とあり

Ｃ 島原諫早近傍

第一號 湯 江 村 474×370 30.12測31.6製版 周囲裁断第一號

第二號 島 原 町 472×371 ― 歩46及6師 のみ図郭外注記

第三號 神 代 村 474×372 ― 残存

第四號 山 田 村 475×372 ―

第五號 愛 野 村 471×338 ―

第六號 諌 早 町 471×338 ―

第七號 江之浦村 471×338 ―

Ｄ 時津近傍

第一號 時　　津 475×373 30.12測31.6製版 周囲裁断第一號

第二號 浦　　上 473×373 ― 歩46及6師 のみ図郭外注記

第三號 三 重 村 474×372 ― 残存
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A, Bは再版図による

C, Dは初版図による



たものと考えられるが、今回これらの展望にあたり、その半数ほどを占め

る2図群は、明治33（1900）年再版分によることを、あらかじめお断りし

ておく。すなわち、佐賀近傍第7号「小田」に接続して南に続くA「大村

近傍」7面と、さらにこれに接続しその南側を占めるB「諫早近傍」3（ま

たは4）面とが再版で、以上に対し「諫早近傍」の東側7面、諫早近辺で

上記再版図Bと大きく重複しているＣ「島原諫早近傍」と、また西側3面、

長崎で重複が推定されるD「時
とぎ

津
つ

近傍」とが初版による。再版された2図

群域は、聯隊の置れた大村を経由する長崎街道沿いの図にあたることから、

他の2図群が描く島原街道あるいは大村湾の海路を経由し長崎を結ぶ時津

街道、それぞれのものより需要が多く、また図の補正も必要であったとみ

られる（図1、表）。

1. 4図群の図域構成

このように再版の図域と初版分のそれとに分れたかたちでしか、現在大

村周辺の軍用簡測図群の状況を報告ができない。それにしても、これら4

図群の作成目標はどこに求められるだろうか。いま、長崎街道沿いをはじ

めとして、島原街道、時津街道の名をあげてきたが、図1に示した4図群

の接続関係を見ても、直ちには理解しにくい接続といえよう。

D群の「時津近傍」3面相互の接続方式を除いて、この地域では南北関

係となる上下2面以上共通の図郭線を持つ図域となるものは見られない。

その多くは、迅速測図特有の、ズレたり、重複する接続によっている。碁

盤の目のように整然とした、一定の緯度、経度による正式図の切図方式か

らは程遠い。山がちで、独特な出入りのある海岸線を持ち、小河川の平野

が分立したこの地域の軍用応急作成図のうねうねと曲がって続く接続の様

子は、当時の代表的交通路、街道に沿い、図が描かれたことは理解できて

も、全体としてカタカナのエの字状に広がる図の分布のうえ、各図に描き

こまれた、いくつにも枝分れした路上測図方式の図は、あたかも迷路のよ

うでもあり、この地域の街道を知って図に望むことが求められる。例えば
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福島県域の迅速測図が、その分布状況から阿武隈川沿いの中通りのもの、

太平洋岸沿いの浜通りのもの、内陸盆地の会津のもの、またそれらを連絡

するものというぐあいに、自然に分別できる地形との差は大きい。（井口、

2003）

各図群が描こうとした街道を改めてあげれば、つぎのようである。この

方面の代表的街道は、小倉から筑紫平野を通り、佐賀を経て長崎に達する

長崎街道である。江戸幕府の厳しい管理貿易政策下にあって、日本の代表

的貿易地長崎への通路にあたる。その経路は、佐賀、長崎県堺付近で、年

代により有明海に注ぐ河川状況から変更されているが、嬉
うれし

野
の

から県境俵坂

越えし彼
その

杵
ぎ

に下りた。ここから大村湾沿いに南下すれば、46聯隊の駐屯

地大村である。A「大村近傍」7面中の6面、第1号から第6号までの描く

ところは、まさにこの長崎街道沿いである。先に作成されていた迅速測図

群との接続から見れば、「佐賀近傍」第7号の「小田」図に「大村近傍」

第1号「六角村」図が接続し、両図に表現された六角川河口寄りを通る道

路を経て大村に達する図として描かれていることが分る。途中から西側に

張出したかたちとなる「大村近傍」第7号「川棚」図は、彼杵で長崎街道

に合流する平戸往還に沿うもので、当時佐世保周辺に作成されていた迅速

測図群との連絡図にあたる。佐賀方面から大村に及ぶ「大村近傍」図群も、

考えかたによれば、熊本の司令部あるいは既設九州中心部各聯隊とを結ぶ

連絡図網の一端といえよう。

長崎街道に沿う図は、「大村近傍」図群としては聯隊営のある大村で終

わっているが、この先は別図群のB「諫早近傍」として描かれている。

「長崎」図は未確認であるが、その第3号「船津」図の西隣図名に見える。

なお、「大村近傍」と「諫早近傍」との間の接続は、両者の間で方位基準

がわずかに相違しているためか、少々重複したうえに東に寄るにしたがい

その重なり度を増すかたちである。大村以北測量と以南のそれとの間でわ

ずかに方位ズレしているのは、「大村近傍」図群の方位ズレを、ここで補

正したとも考えられる。「大村町」と「諫早町」との間では、概略接合と

なる。「大村町」図側で、南隣図の注記部分に「諫早ニ接合ス」とあるの
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は、キチンと接続しない状況にあることの断り書きといえよう（図1）。

この「諫早近傍」図群域の東西にそれぞれ1図群が広がる。東側島原半

島の島原までを、諫早、船津（現飯盛
いいもり

町）以東を7面で描くC「島原諫早

近傍」は、長崎手前の矢
や

上
がみ

で長崎街道に合する島原街道沿いの図である。

この図群と「諫早近傍」（再版）とは大きく重複している。初版時どのよ

うであったろうか。「島原諫早近傍」第6号の「諫早町」と「諫早近傍」

第2号の「諫早町」（再版）と同名の図が見られるが、図域は相違する。

島原図群のほうは、東の島原からの有明海に沿う道付近を描いていて諫早

町に入り、本
ほん

明
みょう

川南側周辺で終わる。図郭の南東寄り1/4ほどの図で、

広い空白が占める（図5）。これに対して諫早図群のばあいは、同じよう

に描かれた諫早の街並みは南東隅に位置し、島原図群には描かれなかった

本明川の橋向こうの北側も図化され、大村の方向や、他方長崎の方向にも

及ぶ。未測地の空白は比べてごくわずかである（図4）。そして、「諫早近

傍」第1号の「有
う

喜
き

船津」図、「諫早町」の東隣図では、その図郭内東側

が1/2ほど段落ちの直線で未測の空白とされる。島原半島域は未測地扱い

にしては一直線でないところが不思議である。この図の東側空白部分の線

は、考えれば「島原諫早近傍」図の図郭線と一致する。なにも注記はない

が、この空白部以東は、「島原諫早近傍」図群に接続する。言いかえれば、

「諫早近傍」を再版するにあたり、「島原諫早近傍」の第6号「諫早町」、

第7号「江之浦村」両図の成果を取り込み、図郭構成を組み換えたと予想

される（図1）。

西側の3面D「時津近傍」は、長崎から時津港に至る時津街道沿いの図

である。時津街道は、長崎街道の部分的別路で、海上経由コースの陸路部

分周辺を描いたものが「時津近傍」中の2面「時津」と「浦上」とである。

海上コースは、大村湾上の彼
その

杵
ぎ

、時
とぎ

津
つ

間で、陸路の長崎街道が通る、大村、

諫早、矢上経由より短かったので、長崎往復に使われることが多かった。

なお、「浦上」図が長崎湾の当時最奥部を描くところで止め、注記として

未測の空白部に「長崎市」とあるのは、「この先長崎市街あり」の意とな

ろう。と同時に、この先に「長崎」図の存在が推定される。なお、この図
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に当時九州鉄道線の一終点、長崎駅が記入されるが、その後鉄道は埋立地

を南に延長され、図の長崎駅は浦上駅と改称された。一方、「三重村」図

は、時津街道の途中、鉄道の道ノ尾駅近くから別れ、西へ滑
なめ

石
し

峠を越え、

外海に面した湾入地、三重浦に達する道沿いが描かれたものである。長崎

に達する長崎街道、時津街道、島原に向かう島原街道それぞれ道沿いの図

があるのに、滑石峠越えの図を用意した目的は、どう考えられるだろうか。

先に貿易地や城下町があるのと相違する。考えられるのは、大村の聯隊か

ら一番近い外海に望む湾入地点にあたることである。そのうえ、付近一帯

が、長崎、佐世保、五島列島と要塞地帯に指定されたなかで、その扱いを

受けない部分にあたる。また、幕政期には、三重村に番所、砲台が設けら

れていたことも考え合わせると、46聯隊の防備点と予想される（図1）。

以上から、長崎街道を軸として、長崎、島原に達する周辺街道沿いの図

が作成されていたとなる。大村に歩兵46聯隊が駐在することから、従来

図のないこの地域に、すでに図のある佐賀西方から、これに接続して「大

村近傍」図群が、大村まで作成された。そして、さらに聯隊管内要地に別

図群が用意された。北の佐世保方面はすでに述べてきたので、ここでは除

外するとして、大村以南について、歴史的要地でかつ要塞地帯に指定され

た長崎港地域、そして島原城下町、三重浦周辺防備地域というように、そ

れぞれに軍が移動できる図が準備された。

2. 各図群の図描差

以下、大村周辺4図群の特色について考えてみよう。最初に述べてきた

ように、今回の資料の図が、大村を含む中心とみられるA「大村近傍」と

B「諫早近傍」と、長崎街道沿いのものが再版で、これに対して周辺を描

いたととれるC「島原諫早近傍」とD「時津近傍」は初版という、明治33

年と同30年という、わずか3～4年の差にすぎないが、初版同士での検討

ができない状況での考察である。

そのうえで、この4図群は全体で20面ほどにすぎないにもかかわらず、
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そして、それぞれの初版がほぼ同一の明治30年前後であったとみられる

ところで、各図群の図描内容に差が見られるのである。さらに「大村近傍」

図群内では、図によって差が認められるというぐあいである。

図群ごと、あるいは図群内での図描内容の相違を具体的に述べるまえに、

全体的な図描上の特徴に触れておこう。各地域駐在の陸軍作成迅速測図に

よる正式図以前の地形図は、その前半期の明治20年代作成分では、細筆

による図描、注記文字、いわゆる筆書き体が主流を占めていたが、その後

半期の明治30年代前後では、細ペンによるいわゆるペン書き体に変わり、

正式図の細かい描写に近づく。図名を含め注記文字は、明朝体をとり、細

い線の等高線、各記号が、いずれも手書きながら、筆書き体のどうしても

線描に切れのない図柄が、整えられたものに一変する。

このペン書き体、明朝体風文字注記が、迅速測図の作成期を考えるひと

つの指標となることを、熊本周辺の再版以降図のばあいをはじめとして、

姫路、津山、鹿児島の例で触れてきたが、大村周辺4図群も当然ペン書き

体ではそれぞれ一致している。（井口、1993, 98, 00, 01）

しかし、その図描内容は同程度といえない。以下まず等高線のありかた

で見てみよう。細い線のみによる主曲線描写図はB「諫早近傍」とC「島

原諫早近傍」とであり、多くが主曲線に限られ、一部の図に太線の計曲線

入りも見られるのがA「大村近傍」である。そして、全部に計曲線入りが

Ｄ「時津近傍」というぐあいである。さらに標高注記の有無を眺めると、

A「大村近傍」の計曲線入り図の「松原村」「大村町」と、北に隣接する

主曲線のみの「彼杵」図の松原村側一部に記入されるということである。

全域計曲線が見られるD「時津近傍」には、標高注記は入れられていない。

この4図群には等高線描とその補助的表示の標高注記について統一性はみ

られない。

この事実に関連して、各図の図化域は、それぞれ周辺に未測地を含むが、

明らかに街道沿いと限定した路上測図をしめす、広い未測地のある図と、

街道沿いから離れる山地や海岸線も図化した未測地が狭い図とに分かれ

る。後者の、図郭内をほぼ全部に近く図化した図は少数派で、全体20面
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ほどのうち、未確認の「長崎」図を別にして、大村と諫早付近の4～5面

にすぎない。諫早付近は「島原諫早近傍」（初版）と「諫早近傍」（再版）

とが重複する部分にあたるので、数えかたに幅をもたせた。それはともか

く、大村と諫早付近図が、一般的迅速測図らしく広い図化域とされている

ことは、これら4図群作成の中心を指示することにほかならない（図1）。

なかでも興味深い図域取りの図として「大村近傍第五號松原村」があげ

られる。図1に明らかなように、この図北半分は彼杵から海岸寄りの狭い

図域に対し、南半分は「ムツド山」を描く部分から急に山地も含んで東西

幅が広がる。この傾向は、南隣図「大村近傍第六號大村町」にも続く。こ

の2面、正確に表現すれば、1面半の部分が、道筋のみ描く路上測図から

急に図域を広げているのは、大村の聯隊駐屯地周辺ということにほかなら

ない。たしかに前後に比べ、多良山地からの郡川の作る扇状地様河口平野

が広がる場所である。平地の至って少ない長崎県の、長崎、佐世保両要塞

地を見定める好適地が大村の小平地であった。聯隊営、演習場などをはじ

め、周辺演習地に事欠かないところといえよう。広げた図域はこの小平地

部分に限られず、東側の山地にもおよぼされる。そして注目されるのは、

この2面に限り等高線間隔が5mごととされていることである。そのうえ

に、「松原村」図の大村湾近くで目立つ「ムツド山」（現、武留路山）部分

をはじめとする標高注記が何ヶ所にもみられる。このように、他図に比べ、

図域の拡大、図描の向上が施されていることは、この4図群が大村の聯隊

駐屯にともなうことを明らかにする。少くとも「大村近傍」図群について

動かしがたい（図2、3）。あとになったが、諫早付近未測地の少ない「諫

早近傍」図描は、いま述べてきた図描丁寧な「松原村」「大村町」両図か

ら見て簡略である。計曲線も標高注記も見られず、細い主曲線のうねりが

重なるばかりで、一応の地形表現の線をしめすといもいえる。海岸に近い

場所なので標高注記、計曲線がなくとも高さは読める範囲となろうが、そ

れにしても、等高線描が上記の図のばあいと大きく異なり弱い。未確認の

「長崎」図も含め、この「諫早近傍」図群各図が広い描冩域を持つのは、

大村聯隊にとり、大村付近に続き、演習、警備に重要な地域であったとな
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Ａ図群　大村付近の図描
4図群中　大村付近2図のみ　図

描丁寧である　「松原村」図の北

半では海沿いの路上測図とするに

対し　南半に入り急に図域を拡大

し　正式図以上に山地におよぶ

等高線も5m毎で標高注記も入る

「大村町」図も同じ

本稿例示の地形図いずれも2万分

1につき図 3以下その表示省略

なお各図50％に縮小
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図2 Ａ5 2万迅測「松原村」

明33再　6師

図3 Ａ6「大村町」明33再

6師



Ｂ図群

諫早付近の図描

4図群の一般的図

描例　主曲線のみ

標高注記なし　地

形は概略を表わす

程度か　前ページ

図2, 3の等高線描

と比較すると　そ

の差がわかる

諫早付近で　初版

と再版との間で同

名異図域の「諫早

町」図ほかがある

ことは（図4, 5）

再版時に図域組換

えのあったことを

しめす
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Ｂ2「諫早町」 明33補修　6師　図4

Ｃ6「諫早町」 明30測　歩46及6師カ 図5



図6 Ｃ2

「島原町」

明30測31版

歩46及6師
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図9 Ａ1「六角村」明33版　6師

Ａ図群　路上測図域の図描
一応標高注記10m毎入り（図8）

街道付近の概略表現に限定（図9,11）

六角川の渡河点に近頃橋ができた（次ページ下）

Ｄ図群　時津街道沿いの図群の図描（次ページ上）

図8 Ａ4「彼杵」明33再版　6師
Ｃ図群　島原街道沿い図群の図描
おおらかな　絵図的線描



Ｄ2「浦上」明30測　歩46及6師　図7
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Ａ1「六角村」明33版　6師　図11Ｅ7「小田ノ補図」明25版　6師　図10



ろう。その意味で象徴的なのがこの図群の「有喜船津」図の図域表現であ

る。すでに述べたように、この図の東側半分は大きくカットされ未測地扱

いとされている。「諫早近傍」再版にあたり、諫早付近東側必要域がこの

辺までと見なされ、既刊の「島原諫早近傍」中の「諫早町」「江之浦村」

各図東半から1図が構成されていることを物語る。島原半島側付根以西を

1次的重要地としていたことが知らされる（図4、5）。

ところで、主曲線のみによる「島原諫早近傍」図群の等高線描は、諫早

寄りの小山続き地域では小突起も簡略ながら表現しているが、島原半島北

側に入り、雲仙岳山麓の緩斜面地では、至って大まかに走る。それにした

がい、道路も集落表現も簡略となる。各図の図描範囲は、「大村近傍」の

路上測図域である北寄り5面のばあいより広く取っているが、その内容は、

4図群中島原半島部分では、情報量の限られた図として描かれる（図6）。

同時に作成されていた「時津近傍」は、これに反するかのように丁寧に

描かれた図群である。出入りの多い小さな山裾の続く場所のこともあり、

また3面と少数のためか全面に計曲線が入り、等高線の出入りは迅速測図

に見られる定形を踏むとはいえ、その場所の地形を表現するのに努力して

いる。浦上までしか描かれないが、要地長崎付近の図化ということも影響

したのであろうか。もちろん、大村付近の図のように標高注記は見られな

いし、集落描写も細かくない（図7）。

このような図群による描写の相違は、軍用図としての重要性に段階があ

り、それにしたがったのか。それにしても、図描向上域の大村付近図に計

曲線が入れられるのは理解できるが、それ以外では諫早付近を含め主曲線

のみ描写というのに、「時津近傍」各図には計曲線があるのは、もし「長

崎」図が主曲線のみとすると、主客顛倒の図描となる。明治30年代まで

くると、迅速測図にも記入されていた図作成担当将校など氏名は見られな

くなるが、担当者の裁量に任された結果なのだろうか。

続いて、ひとつの図群内に見られる等高線描の差異を、「大村近傍」図

群の路上測図部分で見てみよう。この図群の中心域を構成する「松原村」

図の北隣図「彼杵」から主曲線のみに変わる。しかし、この図のばあいそ
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れが10mごとであることをしめす標高注記が1ヶ所記入される。「松原村」

図寄りであることが大村に向かって図描向上を予告するかのようである。

逆にみれば、5mごとから10mごとに転換することをしめすことで図化の

簡略化を物語るともいえよう。さらにこれより北側、嬉野から六角川に至

る図および西側、川棚の図を含め、一切標高注記は見られない。細い等高

線が道の両側に数本描かれる図となる。海に近いところなので、ほぼ

100m以下を表示するに止めているから、標高注記を入れるまでもないと

しても、このような簡略図描からは、街道両側の低山に関して概略表現に

すぎない等高線描と見るのが妥当なところであろう（図8、9）。

このように、大村周辺4図群は、歩兵第46聯隊駐屯地の大村を中心に、

その図群ごとに軍の利用度のあらかじめ予測したとみられる、図描差を設

けた作図を施していると考えられる。九州の中心地から大村に達する「大

村近傍」図群のばあい、ひとつの図群にもかかわらず、大村の平地に達す

るまで軍の移動行軍上必要最小限を図化域とする、路上測図としている。

図群内にもかかわらず図描程度を分けたのは、作図の速成そして有効性を

考えた結果なのだろうか。

3. 未図化道路の案内注記

図の特色を考えるのに、図描の基本のひとつとなる等高線描から見てき

たが、さらに別の面を取りあげてみよう。それは4図群中2図群初版分に

限られ、「島原諫早近傍」図群の「島原町」図と「時津近傍」図群の「浦

上」図に見られる、図化域外の山越え道路に関する情報を述べたものであ

る。各図の広い空白、未測地の白い部分を使い、個条書で記入する。図描

の簡略さに比べ、補助的に記入された注記の文章は、かえって要を得てい

る。関東の迅速測図に、別冊として各集落状況をしめした「偵察緑」の記

事、あるいは絵図中にしばしば認められる説明文を思い出す。

「島原町」図では雲仙越えの、島原から千
ち

々
ぢ

石
わ

村船津に至る、白石（平

石）経由、現、九
く

千
せん

部
ぶ

岳と鳥
とり

甲
かぶと

山との間に位置する田
た

代
しろ

原
ばる

を抜ける道の
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記事である。参考のため以下に全文をしめす。

「島原町ヨリ白石ヲ経テ千々岩ニ至ル道路ノ景況

一、杉谷村及多比良村字魚洗河
（いわらいごう）

ヲ経テ土黒
（ひじくろ）

村字白石ニ至ル登坂三里　

同所ヨリ千々岩村字坂下ヲ経テ千々岩ニ至ル降坂弐里

道路ハ一般ニ谷間ヲ通シ傾斜急峻ニシテ近頃絶テ修繕ヲナサズ　極メ

テ不良ナリ　土質石礫ニシテ降雨ニ際シ泥濘ナシ

杉谷村字宇土ヨリ魚洗川ニ至ルノ間数条ノ小径アリ　皆山道ナリ　白

石ノ東方ニ温泉岳ニ至ル岐路アリ　其他平行路及岐路ナシ

二、道路上ノ村落左ノ如シ　杉谷村ヲ除クノ外　村落ヲナサズ

杉谷村字宇土 島原ヨリ杉谷村ヲ経テ約一里

東空閑村字一本松 宇土ヨリ登ル事約一里　人家二軒

大野村字長ザコ 一本杉ヨリ登ル事約一千米突　人家二軒

多比良村字魚洗河 長ザコヨリ登ル事半里ニシテ島原ヨリ一里　人

家五軒

土黒村字白石 魚洗河ヨリ登ル事約一里　人家二軒

千々岩村字坂下 白石ヨリ降ル事約一里　人家二軒

千々岩村字船津 坂下ヨリ一里

三、道路ノ幅員、宇土ヨリ白石ニ至ル間ハ　歩兵一列行進　騎兵一騎縦

隊ニアラサ
（ママ）

レハ
（ママ）

通過スルヲ得ズ　車輛ハ通過シ難シ

白石ヨリ坂下ニ至ルノ間ハ　傾斜最モ急ニシテ　歩兵一列行進ニアラ

ザレバ行進スルヲ得ス
（ママ）

騎兵ノ通過困難ナリ

坂下ヨリ千々岩ニ至ルノ間ハ　歩兵二列行進　騎兵一騎縦隊ニテ行進

スルヲ得ル　車輛モ亦通過支障ナシ」（文章中のアキは筆者による

原文タテ書き　以下同じ）

「浦上」図のばあいは、式見から外海沿いに手熊を経て山越えし、浦上

に出る道を、前記雲仙越えに比べ簡潔に述べる。外海側湾入ごとに見られ

る集落中、「時津近傍」が描く三重と、長崎湾に近い福田との中間に位置

する比較的大きなものであり、長崎との結びつきが強いところでもある。

前と同様にその注記をあげる。
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「式見ヨリ浦上ニ至ル道路ノ景況

一、式見ヨリ福田ノ方向千米突ノ所ニ手隈
（ママ）

村アリ　此間昇降傾斜

四十五度ナル岩石道ナリ

二、手熊ヨリ浦上ノ間ニ越原村アリ　手熊越原ノ中間ニハ昇傾斜

四十五度ニシテ標高百米突ノ岩石徒小径アリ　頂上ニ小池アリ

該地左側ノ道路ヲ取ルヲ要ス

三、越原ヨリ浦上ノ間ハ稍緩ナル降傾斜ニシテ　騎小径ナリ

四、式見ヨリ浦上ニ至ル里程三里」

それぞれ各1本の山越えの小道の状況を文章でしめしているにすぎな

い。しかし、その内容はこれら注記のある図が描く道々の情報量を越える

ところがみられる。迅速測図なりの図を描く努力を重ねていた地域軍隊の

担当者たちは、図描の単純さ大まかさに対する文章の細やかさを、図を描

きながら、どのような思いで見ていたのであろうか（図7）。

今回再版分の2図群域にも初版時図の中には、上記のような注記が存在

したとしておかしくない。正式図では予想もできない図中に見られる説明

文は、絵図的世界の継承、伝統的方式の影響を感じてならない。

4. 他図群との接続から

今回の4図群は、「大村近傍図」の「第壹號　六角村」図が、先に発行

されていた筑紫平野の西側部分を図化した「佐賀近傍」図群の「小田」図

に、その図郭上少々重なるかたちの南接ではじまることは、図1で明らか

にしめされ、すでに図域構成のところで述べてきた。

そして、この両図を通り抜ける道路として、明確に描かれているのは、

南側の六角集落から北上し、川を橋で渡り下小田の脇を通り、広い水田域

を抜けて、佐留志に近い小田との中間の無名集落のところで佐賀方面に向

かう有田、武雄方面からの街道と合するように描かれる。「小田」図のこ

の無名集落は山口にあたる。山口は、現JR長崎本線と佐世保線との分岐

点、肥前山口駅所在地と一致する。なお、「六角村」図で橋で渡る川は、
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先に作成されていた「小田ノ補図」（明治25年製版）では渡場として描か

れる。この間10年ほどのうちに、軍の移動コースとして強化されたので

あろうか。少くとも大村聯隊移駐時期の長崎街道経路を物語ろう（図10、

11）。

両図で接続する道は、もうひとつ見られる。上記の道の西側で、六角か

ら馬田集落の先で川を渡り大町に出る脇道として描かれる。この六角から

の2本以外、「大村近傍」図には北側に向かって路上測図域が伸び、武雄、

有田、早岐と、それぞれに達する道筋を図化しているが、それら4本はい

ずれも概略接続にすぎない。いま「佐賀近傍」の「武雄」図未確認のため、

正確を期せないが、接続する図域を先に測量した各図の図郭が「大村近傍」

のそれと合致しないためとみられる。「六角村」図の六角あたりで接続さ

せたが、図内の西側、鳴瀬ではすでに武雄方面とはズレが考えられる。嬉

野から武雄に向かう道筋、川棚から有田に向かう川沿いの道、あるいは図

に張出しを設けて描き「早岐ニ接合ス」と注記する早岐への街道とあげら

れるが、接続相手の「有田」図（従前原至武雄路上測図　第10号）、「早

岐」図（伊万里早岐間路上図　第2号）と「川棚」図との間では、中に空

白を置いた方向性は感じられる道の接続となっている。

迅速測図のために生じたズレ、すなわち方位や距離の測量精度不良によ

ると見られるが、この場合は、「佐賀近傍」図群西端部に見られたズレの

影響を受けたためである。「大村近傍」図群が接続させた「小田」図の図

郭を現在の図上に当てて見ると、その西側はじつは西南にズレており、全

体として南下りの平行四辺形の図郭となる。したがってその西隣図である

「武雄」は、さらに西南にズレた図域が真西扱いで描かれていると考えら

れる。後から図化した「大村近傍」側では、この事実に気付いて、「六角

村」図の東側部分では道路の接続を一線に近く接続するように描いたが、

図群西に及んでは、概略接続、たがいの接続を方向性でしめす程度に止め、

含みを持たせる方法をとったとなろうか。「大村近傍」図群の北側図郭線

が、全体として順次西下りとなっていることが、後からの測量結果をしめ

すといえよう。「六角村」図に見える「鳴瀬」集落は、「武雄」図にも描か
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れていると思う（図1）。

5. 長崎図のことなど

今回の4図群のなかに「長崎」図が未確認のため、4図群全体に対す呼

称として長崎を選ぶことができなかったことは、最初に述べた。しかし、

これらの作成から考えるとき、大村に46聯隊移駐にともなうことからす

れば、大村周辺図群の呼称は、それなりに当を得ているとなろう。

それにしても、「時津近傍」図群は、「長崎」図があって他図群と接続す

る（図1）。「時津近傍」の「浦上」図が、浦上まで図化し、その南方の長

崎市街を描かず、空白とし未測地扱いしているのは、「長崎」図域のため

とみられよう。そして、前にあげたように再版の「諫早近傍図第三號船津」

図には、その西隣図名として「長崎」と見られることから、たぶんその第

4号として存在したとなろう。正式図に見られた「共何面」の表示方式は

ない。ここで考えられることは、長崎港域が長崎要塞とされてきたことか

ら、これに関連し、秘密図扱いを受けたのではないかということである。

筆者が披見した「諫早近傍」再版図の旧蔵者のうわ書きに、「諫早近傍地

図　自第壹號至第参號」とあって、第四号に至っていない。これは、再版

時「諫早近傍」図群はその3号までであったことを予測させる。「長崎」

図は含まないとも考えられる。一方、ある古書目録に「長崎近傍　第1号

諫早町　明治30年」というのを目に止めたことがあった。これは恐らく

再版「諫早近傍」の前身にあたる、大村南方域の図群の名称が初版時には

「長崎近傍」であったことを物語る。そのうえ、Ｃ「島原諫早近傍」図群

とB「諫早近傍」図群と、まぎらわしい図群名の選択も、初版時には明確

であったと見られる。

大村以南、諫早から長崎までを図域とする一群の初版は、「諫早近傍」

と命名されず「長崎近傍」として発行されたことが濃厚である。しかし、

その発行時と重なるように、明治31年4月7日秘密図規定が出されたため、

初版は「長崎」図を含んでいたが、再版の明治33年には省かれ、近傍名
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称も改められたこと、その過程を予想してみる。

おわりに

明治20年代には、九州西部の肥前地域に見られた正式以前測量図は、

筑紫平野の西端から少し入った武雄付近で終わっていた。これに接続する、

簡略な路上測図域が、唐津湾沿いから伊万里、有田そして武雄と結んでい

た。いずも佐賀県域であった。

それが明治30年代に入り、日清戦争後の軍備増強体制のもと、大村に

歩兵聯隊が駐在することから、迅速測図域も佐賀県域を越えて、ようやく

長崎県内に達することになった。ただし、少ない平地の地形と、経年の地

図作成とが重ねられたためか、軍用図としての有効性を反映して、大村の

駐屯地とそれに近い街道交差部の諫早付近を除き、路上測図程度の簡測図

形式を多く取り入れた（図1）。

この大村聯隊関連の迅速測図群の成立で、熊本の軍司令部をはじめ九州

中心部各地聯隊駐在地との連絡、移動が一応詳細な図をもとに可能になっ

た。これ以前、中央機関による迅速測図として1万分1「長崎近傍」8面

（明治17年測）と、仮製図として2万分1「佐世保港周囲」6面（明治24年

測）とが、離れ小島的測域で、すでに見られる地域ではある。

陸軍地方機関作成の迅速測図も明治30年代作成ということは、その中

央機関による正式図の測量が数年後におよぶ2万分1のばあい、この地域

では明治33あるいは34年に達する。その製版そして発行はその数年後と

なる。とすれば、これら応急図の使用期間は10年にも満たない。しかし、

軍のそれぞれの学校で、測量、作図など一般課程として受けた、平均的日

本人であった、明治の軍人たちが、各地でそれぞれ作りあげた迅速測図は、

見事に同一基準のものであった。手書きらしさの中に、絵図的筆致の筆書

き体図描から、西欧式ペン書き体図描へ向上させ、地域の軍用範囲に限ら

ず、正式図の露払いとしての役割も十分に果たした。（03.09.24）
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