
－ 7 －

帝京大学文学部教育学科紀要 31：７－23 平成18年（2006年）3月

日本の実測図を作成した、中央官庁のひとつ、陸軍省

参謀本部の一局であった陸地測量部は、その陸軍の演習

用特定地域の実測図も、その折々に発行している。それ

ら特定図のなかで、代表するものに、特別大演習用図が

あげられる。地方駐在各師団対抗の模擬戦が、天皇行幸

のもと、当初２年毎、日清戦争後ほぼ毎年、各地をまわ

り実施された。この平時における陸軍最大行事のため準

備された図が、特定図中のこの図であり、したがって、

陸地測量部作成図中もっとも軍用図として配慮された作

品にほかならない。

今回、そのひとつである明治36（1903）年11月、姫路

周辺実施の特別大演習用図を取り上げたのは、この年度

の図には、これまで完全にそろった図に接しられなかっ

たためである。師団対抗による各地持ちまわりで実施さ

れた大演習で、特定図が確認される明治14（1881）年以

来、それぞれの特色に触れ、代表図の流れを掴む努力を

してきた。それは特別大演習の第１回とした宇都宮周辺

でのばあいの明治25年（1892）年以前にさかのぼっての

視野からであった。１）そして、姫路付近の正式以前図の

分布、さらに特色に触れたおり、「第二號」１面のみの

明治36年特別大演習図により、この年度の特別大演習図

の展望を述べたところであった。２）

近ごろ、寫真帖つきで３面構成の図に接して、１面か

らの特色展望とは相違する部分を含むことに気付いた。

そこで改めて、ようやく実見できたこの年度の図全体の

紹介および特色に触れる。言うまでもなく、明治36年と

いう年代は、日本の地形図作成過程にあって、試作的な

正式前図（迅速測図）作成域、すなわち、関東平野と京

阪神両域に隣り合わせ、順次周辺に広げて、正式図が作

成されはじめてからその時間経過は、まだ大きくなくて、

旧来の試作図域が正式図化とする以前にあった。

このため、演習図域を集成するにあたり、両者にまた

がるばあい、現用図につながる正式図図描域と、試作図

図描という正式図のそれとは、多少異なるものとが接続

するかたちとなる。特別大演習図が、全国的に地形図成

立以降、その正式図の集成にあると見られてくるとき、

このような図は、それ以前の過渡期作品といえる。正式

図の修正図と、正式以前図の修正図と縮成図とを接続さ

せた図として、この前後の各年度図と比べ、独自な合成
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要　約

日本の地形図として、軍用特定図であるが、陸地測量部刊行図中、その代表図とみられる年々の特別大

演習図あるいはそれに相当する大演習図（当初ほぼ２年置き、日清戦争以降、戦時を除き毎年）がある。

それらは、一般発行図から最新の修正を演習実施年に合わせ編集されている。今回取りあげた明治36

（1903）年のものは、基図となる正式図の、まだ出そろわない年代のため、その一部に、試作の仮製図を

縮成利用した、過渡的作品の一例である。

姫路周辺、すなわち播磨平野域で挙行された、この特別大演習図の特色には、１）一般図に記録されな

い明治36年現在の神戸市街が描かれていることが、まずあげられる。続いて、２）図中の鉄道路線名注記

に、明治36年当時「山陽鉄道」を「山陽線」とするように、一般使用の通称を採用することである。この

前後刊行の一般図には、このような略称を付記することはない。一方、３）この図の長さの基準に、通常

図に見られるメートルと町、里とに加え、複歩がのることである。スケール３種類、この組合わせは貴重

である。歩測図が軍用に当時機能していたことである。なお、図自体ではないが、寫真の普及を表わす多

数の演習実況を陸地測量部が撮影し、寫真帖としているが、記念寫真集の試みと考えられる。

キーワード：複歩　標高点　仮製（地形）図（准正式図） 神戸市街　正式図　寫真帖　鉄道線名
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方式によることが分かる。少し立ち入ってみよう。

１　図域

第１号から第３号まで、東から西へ真横に接続する、

同一縦長図郭の３面構成のものが、この明治36年特別大

演習用図で、５万分１による。そして、各東西の長さが

５万分１図のそれと同じである。したがって、各図の接

続面すなわち東と西との両境界線は、５万分１図のそれ

と一致する。言いかえれば、５万分１図の３行分と重な

る。ただし、演習図には図脇欄外に記入される経緯度の

数値は見られない。一方、各図南北側図郭線は、このと

きの演習計画上必要域から選定されたと見られ、東西側

のそれのように、編集元図の図郭とは結びつかない。中

心となる図の北隣図のほぼ南半域と、南隣図の北寄り本

州域（ごくわずかの幅分。一部は張り出し扱い分とする）

を１図域に編集している。南北関係では、５万分１図３

図域にまたがる。その実質は２図分に満たない。なお、

西側の第３図域中には、姫路南方の家島諸島も含み得る

幅であるが、この分は描かれず、省略し、そこに一般図

がはめ込まれている。

このようにして、この３面の演習図は、通常の５万分

１図域から見ると、図郭として各号３面分の計９面域の

構成で、図化域としては、姫路図南方の坊勢島図を省く、

８面域を集成している。

あえてその図域を通常の５万分１図のばあいで列記す

れば、三田（京都及大阪15号）、神戸（同前16号）、須磨

（和歌山13号）、北條（姫路３号）、高砂（同前４号）、明

石（徳島１号）、龍野（姫路７号）、姫路（同前８号）の

８面域にわたる（図１ａ １ｂ 図２）。

このような３面構成により、東側では北は三
さん

田
だ

、南は

神戸、そして西側では姫路の西部、揖保
い ぼ

川流域の龍
たつ

野
の

周

辺までを図域とするのは、この特別大演習の作戦計画に

あたる「方略」に「東軍ハ摂津平原ヲ領有シ其一兵団ハ

篠山ニ集合シ在リ西軍ハ三原附近ニ上陸シ岡山及津山ノ

線ヲ越エテ前進途上ニ在リ　右方略ニ基キ十一月十一日

東軍第一軍司令部及第十一師団ハ神戸ニ同第十師団（混

成第二十旅団欠）ハ三田ニ西軍第五師団ハ正條附近ニ同

混成旅団ハ龍野ニ集合セリ」とあるように、このときの

対戦は、東軍として姫路の第10師団に属する岡山の第10

聨隊と姫路の第40聯隊とに、善通寺の第11師団に属する

－ 8 －

井口：明治36（1903）年姫路地区特別大演習図

明治36年特別大演習地図　陸地測量部

第三號 第二號

図１b
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善通寺の第12聯隊と徳島の第43聯隊と、そして松山の第

22聯隊と高知の第44聯隊とに対して、西軍として広島の

第５師団に属する広島の第11聯隊と福山の第41聯隊と、

そして浜田の第21聯隊と山口の第42聯隊とに加えて、混

成第20旅団を臨時に構成した福知山の第20聯隊と姫路の

第39聯隊という組みあわせの、総人員３万余の動員規模

であった。それらが、東軍は三田と神戸から、西軍は山

陽道が揖保川を渡る正條あるいは龍野から、それぞれ11

月11日より対戦に向け行動開始と指示したことと、３図

の図域とは見事に一致している。

２　図描

以上述べてきた図域は、一般的な地名であげれば、兵

庫県南部にあたる。具体的表現となる地名を加えれば、

すでに触れているように、東の三田、神戸から西の姫路

の先、揖保川流域の龍野、新宮、そして瀬戸内海岸室津

まで、播磨平野とその周辺となる。

この地域を、同じ図郭の３面横つなぎで表現した、明

治36年の特別大演習図は、その作成年代から見て、なお、

統一的実測図の全国的に広がる過程にあり、その上に、

明治前半期に見られた試作図作成域を含むことから、３

面が同様な既成の正式５万分１図による集成図とはなら

なかった。

いま各図脇に表示される年紀を見ると、「第一號」で

は「明治十九年測図同三十六年修正測図」とあり、「第

二號」では「明治二十六年及二十九年測図同三十六年修

正測図」、「第三號」では「明治二十六年及二十八年測図

同三十六年修正測図」となり、いずれも図発行時に近い

明治36年に修正されていることでは一致するが、それら

修正原図の当初測量年がそろわない。２号と３号との間

でのわずかな測年の相違は、一定地域内での順番から生

じたもので、継続されたひとつの地域に対する測量図の

うちのものと見られる。しかし、１号は明らかに当初測

量年に差があり、１号と２号との接続部を境として、そ

の東側と西側とでは、単に測量年の相違を越え、基準の

違う図をひとつにまとめているとみられる。３図共に、

「明治三十三年式地形圖圖式ニ準ス」と各欄外注記にあ

るから、図描の共通性は一応保たれているが、「第一號」

の欄外注記に「高程ハ大阪湾ノ中等潮位ヨリ起算」と見

えるのに対し、「第二號」「第三號」では、共に「高程ハ

－ 9 －
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表　明治36年特別大演習図諸要目

図　　歴 大きさ 備　考
（現状最大値）

ヨコ×タテ（mm）

第一號
明治19年測図
同36年修正測図

457×648

第二號
明治26及29年測図 東京湾中等
同面36年修正測図

457×648
潮位

第三号
明治26及28年測図

同上
同36年修正測図

457×647

大阪湾中等
潮位三角点
水準点なし

第一號

この３組の図の発行年月は見られない

図２　明治36年特別大演習図３面の図域

──５万分１図域との比較

点線内（１）（２）（３）は 図１の第一號 第二號 第三號

の各図域をしめす　姫路図内の×印は　家島諸島域省略

をあらわす

図１a
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東京湾ノ中等潮位ヨリ起算」とあることは、「第一號」

図に限り、他とは別で、東京湾中等潮位を基準に全国の

高程を表示する方式成立以前の地方別高程基準による作

図からの集成を物語る。

その通りで、「第一號」図域には、明治36年当時、日

本の近代実測図の試作域に属し、関東平野の２万分１迅

速測図域に続く、京阪神地区の２万分１仮製地形図（准

正式地形図）域であった。この関東そして関西での実験

を踏え、この間をつなぐかたちで、正式２万分１図が作

成され、さらに関西を越え西へ瀬戸内を九州に向かう。

その一方、全国測量の速成と費用軽減のため２万図か

ら５万図による全国図作成方式に切替えられる。その際

先行の試作域の図は更新されずにそのままに置かれ、新

規図域について正式図の成立がはかられる。

したがって、「第一號」図域では明治36年当時、まだ

正式５万分１図は測量されておらず、前述の図域説明に、

５万図域として南北方向に３図分としたが、該当とする

図は存在しなかった。そこに当時存在した実測図は、２

万分１仮製図であり、「三田」以下「明石」に至る14面

の図域に相当し、これらから縮成して５万分１の「第一

號」が作成されている。くりかえすが、明治36年当時に

は、この部分にまだ通常の５万分１図は発行されていな

かった。この演習図上に限られた。

ちなみに２万分１仮製図14面を列記すれば、三田（兵

庫12号）、日下部村（同前13号）、六甲山（同前14号）、

神戸（同前15号）、古市村（同前17号）、淡
おう

河
ご

町（同前18

号）、帝 山（同前19号）、兵庫（同前20号）、天神村

（同前22号）、 地村（同前23号）、押部村（同前24号）、

前開
ぜんかい

村（同前25号）、須磨村（堺16号）、明石（同前21号）

となる。ただし「第一號」の図域は、これらの全域に重

なるより、東側と北側部分で少々内側で引かれ、西側は

一致する範囲である。もちろん淡路島表現部分は含まれ

ない。

作戦計画の「方略」に、第10師団が11月11日「三田」

から対戦行動開始というのは、あるいは２万分１仮製図

が、神戸や明石の大阪湾岸から六甲を越えて、三田まで図

－ 10 －

井口：明治36（1903）年姫路地区特別大演習図

初期地形図上の神戸市街

１．明治18，19年（1885，86）

（以下各図縮小率％表示　原寸のば

あい無表示）

図３

２万分１仮製　神戸（明18測）兵庫（明19測）須磨村（明18測）50％
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が入りこんでいることを踏まえてのこととも考えられる。

ところで、演習図のために２万分１から５万分１に縮

成することは、このときはじめてではなく先例が見られ

る。神戸に近い大阪南方で明治31（1898）年実施された、

いわゆる摂河泉特別大演習時に、演習用特定図として５

万分１仮製図を８面、明治36年のばあいの「第一號」と

同様に、２万分１仮製図から、それぞれ５万分１図域１

面分のものを31年修正のうえ、縮成編集している。その

うえ仮製図域外について、新たに「五條」１面を作成し、

９面におよぶ。試作図域に５万分１図が測量される以前

のためである。３）このほかに例えば、明治34（1901）年

の仙台北方での特別大演習には、仙台の第２師団作成の、

２万分１仙台北部近傍迅速測図を明治30年５万分１に縮

成したものを基図に、演習域に合わせ図域を変更した４

面が見られる。４）また、さかのぼる明治25（1892）年の

宇都宮近傍実施の第１回特別大演習時には、福島から阿

武隈川沿いの中通りを南下し白河を越え、大田原に達す

る、同様に第２師団作成の２万分１迅速測図を縮成した

５万分１迅速測図が編集されている。５）このように、特

別大演習の施行にあたり、そのための特定図の編集には、

すでに正式５万分１のあるばあいには、実施年に合わせ

た修正を行い、また近々正式図の発行予定域では、特別

大演習の施行年月に合わせ、必要域に限り早期測量、発

行とし、一般図に先行して演習図を完成させる。６）逆に

正式５万分１の作成が当分見込まれない地域では、既存

の２万分１図があれば、その縮成をはかる。これは各地

駐在聯隊などによる２万分１迅速測図も含まれる。１図

域ほどであれば、迅速測図としてそれ以上の内容を表現

した５万分１図の測量そして発行できたこともわかる。７）

このように、正式図、仮製図、迅速測図と図の表現に

差のあるものを、正式図に統一されるまでは、部分によ

る表現の差を承知で一続きの図を作成した。接続するが

図描は細かい所で図別に相違する特定図が、その時々の

代表図の特別大演習図には見られた。

たとえば、実測図の基本的な測点にあたる、三角点、

水準点の位置およびこれに付帯する各標高数値は、第１

－ 11 －

帝京大学文学部教育学科紀要　第31号（2006年３月）

図４

２．明治21～26年（1888～92）

山陽鉄道の開業 同和田岬支線など

臨港線の開通

２万分１仮製　神戸（明34三版）兵庫（明34三版）須磨村（明31再修）50％
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号と、第２、第３号との間で相違する。等高線や道路の

描寫に相違がなくても、第１号には三角点も水準点も分

布しないし、各標高数値は、実数止まりで小数点下に達

しない。いくつか例示すると、神戸の街の背後にそびえ

る六甲の山々の高さは、第１号では摩耶山が690ｍ、再
ふた

度
たび

山が465ｍ、谷上
たにがみ

近くの丸山が406ｍというようである。

これらは正式図ではそれぞれ698.6ｍ、468ｍ、410.9ｍと

なる。三角点とされた所では小数点下まで、そうでない

独立標高点では、実数値止まりとされるが、計測値は微

妙に食いちがう。少くとも、第１号と第２、第３号との

間で図の精度が相違すること、確かである。言うまでも

なく、正式５万分１図からの集成ではなく、当初測量年

紀も比較してさかのぼる年代の、２万分１仮製図から縮

成編集しているから、この図による第１号図は、正式５

万分１からの第２号、第３号の２図に比べ、図描簡略と

なる（図１ａ）。

一方、第２号、第３号の２図に関連して言えば、この

演習図が演習実施年に合わせ、明治36年修正とすること

は、ほかの年度の特別大演習図にも通じるように、演習

図必要域に限られるが、最新情報を盛り込んだ図を提供

しようと努力したことを物語る。演習域に選ばれたこと

から、その範囲の図に限って、図の修正を実施している

のであり、定期的な図の更新の年度にしたがった、その

年度を意味するものではない。特別大演習の地域とされ

たために、部分的な図描の現在化、すなわち修正が実施

されたのである。言いかえれば、限られた図の予算中、

－ 12 －

井口：明治36（1903）年姫路地区特別大演習図

図５　初期地形図上の神戸市街　３．明治36年（1903）

明治36年特別演習図　第一號

第31号-02-井口先生+  06.3.20  5:20 PM  ページ12



優先配慮の結果が特別大演習域の各図には残されている

ことである。修正年がその地域で、明治の昔に実施され

た特別大演習に由来するものがあることを知らされる。８）

３　神戸の街の拡大

明治36年の特別大演習では、11月13日から15日にかけ

ての３日間に、東西両軍が対戦する地域から考えれば、

明石より西側、加古川流域を表す「第二號」図と、姫路

をやや東寄りに取り、市川流域から西の揖保川流域を龍

野から新宮まで含める「第三號」図の２面で果たされて

いると見られそうである。すなわち、13日は山陽道加古

川駅から加古川を少しさかのぼった、氷丘村、神野村の

あたりで、14日は明石の北西岩岡村古郷付近の台地で、

そして15日は姫路の東方市川の対岸、山陽道御着付近の

御国野村、花田村、四郷村にわたる水田地で、それぞれ

対戦され、天皇は舞子の有栖川宮別邸に置かれた大本営

から出発され、山陽鉄道舞子駅から加古川駅まで、土山

駅まで、姫路駅まで、それぞれの日に乗車され、その先

対戦地まで馬車により向かわれ統監された（図１ｂ）。

しかし、この時の作戦計画「方略」を述べたところで

触れたように、東軍の対戦行動開始地点に、第11師団が

神戸から、第10師団が三田から11月11日行動開始とある

ことで、「第二號」図に接続する同規格の「第一號」図

が行軍用に準備され、西軍の11月11日行動開始地点とさ

れた山陽道揖保川に架かる正條橋との間を描く、５万分

１図３面続きとなった。神戸を含む「第一號」図が、明

－ 13 －
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４．明治43年（1910） 図６

５万分１　神戸（明治43年測）須磨（同前測大正８年鉄道補入）

ごちゃく
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治36年修正で存在することは、通常の地形図で行われた

修正年ではない修正図のあることを意味する。特別大演

習用図という特定図に、神戸市街の拡大過程の一断面が

描き留められていることである。これを具体的に述べれ

ば、神戸市街の図化は、陸地測量部では２万分１仮製図

による明治19（1886）年を当初（一部は明治18年）とし、

つぎは正式５万分１図「神戸」「須磨」の成立となり、

明治43（1910）年測による。明治36（1903）年は両者の

中間により後の方に近いが、前後で４半世紀に近い図化

間隔を補っていることは確かであり、貴重であろう。

（図３～６）

細かく図の変化をあげれば、神戸市街の状況は２万分

１仮製図上、まったく変化がなかったわけではない。明

治18、19年測域では、鉄道は官設鉄道の神戸までである。

その先西へ、山陽鉄道が開業するのは、兵庫～明石間が

明治21（1888）年11月、兵庫～神戸間は翌年９月となる。

したがってわずかの所で最初の発行図には、神戸駅から

西へ伸びる路線は描かれていない。

しかも山陽鉄道は、兵庫駅から和田岬支線（明治23年）

新川支線（明治26年）など港湾連絡線をつぎつぎに設け

ている。２万分１仮製「須磨村」図では、これに対応し

路線の記入に止まらず、各駅周辺の取りつけ道路や家屋

地の増加を描入し「二十一年脩正」（山陽鉄道描入）、さ

らに「三十一年脩正」（和田岬・新川各支線ほか描入）

とする。しかし、この北隣図で、神戸駅、兵庫駅が含ま

れる「兵庫」図では、「二十一年再版」「三十四年三版」

と表示するに止まり、部分修正（路線の記入および駅周

辺の市街地など描入）の事実を「須磨村」図のように表

明してくれない。このように、都市の形を変化させる、

鉄道路線の開業を描入するかたちで、図の現在化を最小

限の手直しで果たしていたと見えてくる。したがって

「第一號」図の、２万分１仮製図から縮成した、明治36

年修正の範囲がどの項目までおよぼされたか不確定であ

るが、少なくとも市街地の広がり、その基本となる道路

整備状況は、明らかに２万分１の描写とは「第一號」図

は相違し、兵庫駅周辺に達し、一部は和田岬支線を越え

はじめ、また六甲山麓方向にも上昇している部分が大き

く確認できる。市街地の変化拡大を、縮小された図にも

描入しようと努めたことが伝わってくる。（図３～６）

４　鉄道線名

この特別大演習図の「第一號」図は他２図と別で、２

万分１仮製図から縮成していることを述べたが、鉄道表

示も元図の道路記号に近い太実線２本平行表示を改め、

正式５万分１に使われている改正された記号である、い

わゆる旗ざお、すなわち平行二本線内黒白交互模様入り

の、現在も継続使用のものに統一されている。３図とも

に「図式ハ明治三十三年式地形図図式ニ準ス」と図脇に

注記される通りにである。

単線、複線の区別、箱形の駅所在表示も現用と同様で

ある。その上に、線脇に注記される各線名として、「東

海道線」「山陽線」「播但線」「阪鶴線」の４つが見える

が、これらは「阪鶴線」を別として、他は現用通称を含

めて、線名表示と同じである。このような現在的線名表

示から考えられる所におよぼう。（図10～13）

このような線名表記を取りあげるのは、現在に通じる

線名が、各線開業当初から付されていたものではなく、

後からまとめて体系的に本、支線という組み合せで構成

され、この方式が、官設線から私鉄にも普及するように

なったからである。この全国統一的線名付与のきっかけ

は、明治５（1872）年以来、官設線に限らず、多くは私

鉄にゆだねられた全国鉄道網形成がその状況を大きく変

え、現ＪＲの全国化へ歩みだした明治39（1906）年から

翌年にかけての、代表的私鉄の買収にはじまる。一度に

多くの路線が官有化した結果、全体を区別するため、現

在に通じる線名が、明治42（1909）年10月決定された。

とすると、それ以前の明治36年という時期に、重要な

軍用図であったにせよ、あるいは買収統合の話が伝えら

れ、いずれ付与される路線名を先行命名したとも予想で

きなくもないが、通常将来の線名をあらかじめ表記する

と見るより、当時の通称にしたがったと考える。明治36

年には、演習地を通る各鉄道は、正確には東から神戸に

達する官設線を除き、山陽鉄道、播但鉄道、阪鶴鉄道で

ある。正式５万分１で、この地域最初の測量図「高砂町」

（明治26・29測）「龍野町」（明治28・30測）、「姫路市」

（明治26・28測）では、どれもそのように記入される。

それが明治36年修正の各図では、まだ私鉄一斉買収以前

にもかかわらず山陽線、播但線のように変わる。これは

どうしたことなのだろうか。（図８、９対10～13）

試作的な関東平野の２万分１迅速測図や京阪神地域の

２万分１仮製図、それに東北地方の第２師団作成の２万

分１迅速測図などでは、鉄道路線脇の線名表記として、

「自品川至赤羽鉄道」「従神戸至大津鉄道」のように（図

７）、区間表示とするか、「東海道鉄道」「東北鉄道」の

ように、通過する全体的地域名を実際の会社名とは別に

付している。いずれにせよ、初期には、図独自の「鉄道」

名を脇付けすることからはじまる。このばあい、何々鉄

道とするより何々線のほうが簡略でかつ使いやすく日常

語として定着しやすい。堅苦しい正式表現とか、正確な

がら長い区間表現に比べ言いやすい。このようなところ

－ 14 －
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から、通称となりつつあった線表現を脇付けしてみる試

みを、このときの特別大演習用の修正時に実施したので

はあるまいか。明治43年測の５万分１「神戸」「須磨」

には「東海道本線」「山陽本線」と脇付けされているこ

とから、私鉄買収の前後でたとえば「山陽鉄道」から

「山陽本線」に線名付記が移行する期間に、特別大演習

用図作成となり、しかも修正する図数も限られることも

含め、当時の一般的鉄道呼称の、たとえば「阪鶴線」を

「阪鶴鉄道」から「福知山線」に衣更えする間に、試験

的に採用したのではあるまいか。これは次の修正の機会

には、正式名による正論が勝ち、略称はこのとき限りと

なる。この推定はともかくとしても、当時の官有、私鉄

にまたがる路線名がこの特定図作成を機会に記録された

と言えないだろうか。図修正のおり、担当員がこのよう

な簡易表現を造語したとは見られない。（図８～15）

５　３番目のスケール（複歩）

図のなかで、距離をはかるために、図郭外に長さの基

準を表す線とそれを区切る各単位が刻まれる。通常、国

際的な単位のメートルあるいはキロメートルと、国内的

－ 15 －
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至大津鉄道 図７

播但鉄道 図９

山陽鉄道　図８

５万分１　姫路市　明26・28測

２万分１仮製　神戸　明18年測　50％

５万分１　姫路市　明26・28測

明治36年前後の鉄道名注記

当初は　区間表示の鉄道名（図７）その後私鉄には会社

名入り鉄道名（図８，９）が　官設鉄道には「東海道鉄

道」のような地域名入り鉄道表示に移行
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簡略表現が採用された明治36年修正図（特別大演習図作成用）の鉄道名（図10～13）

図10 山陽線　第三號

図13 阪鶴線　第一號

図14 山陽本線　５万分１　須磨　明43測大正８鉄補 図15 東海道本線　５万分１　神戸　明43測

図12 播但線　第三號

図11 東海道線　第一號

第１次私鉄国有化以降　明治42（1909）年10月全国統一路線名決定（現用本線支線名称）後は　図の鉄道注

記もこれにしたがう（図14，15）。この点から　明治36年修正図に採用された　現用略称と同じ「山陽線」の

ような注記は　特異である
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複歩 歩測用スケール 図16

第二號　60％

図17表紙
明治36年特別大演習　記念の写真集

陸地測量部　撮影

片面50ページ88枚集録

写真の記録性への実験

演習参観駐在武官用英文入り

（図17 35％）

収録例（図18～26：　約75％）
舞子の大本営　有栖川宮別邸　図18
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図19 日英両文の勅語　

図20 英文の方略（計画）
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11.12. 西軍　揖保川（正條）を渡り東進　図22

11.12. 東軍　新湊川（神戸）を西進 図21
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図24 11.15. 西軍　花田村での射撃

図23 11.14. 東軍　岩岡村古郷の台地での射撃
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11.19. 神戸　鉄道鉄道桟橋　馬及荷物積込風景（四国向け） 図26

11.16. 清韓参観武官たち（姫路　歩兵第十聯隊　将校集会所） 図25
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というか歴史的な単位の町あるいは里との２つが、１本

の線の上下の刻みで表される。

ところで、この明治36年の特別大演習図では、これら

に加え、もうひとつの単位による長さの基準が見られる。

「複歩」とあるもので、歩幅を基準とし、その２歩を１

複歩とかぞえる。大人が計測のため、しっかりと踏み出

す１歩は75cmとされていたから２歩で1.5ｍとなり、こ

れを１複歩とする、少々の前後はあろうが、実際的な長

さの単位と言える。軍隊の演習時の作図や計測に実用さ

れたことから歩数による長さの単位として掲示されたの

だろうか。他の特定図に、この例があるのは知らない。

半島から大陸に出兵のおり、野戦での計測、各人が計れ

る基本の歩数を意識して、並記したのであろうか。ある

いは、この演習時に歩数による計測訓練が、対戦時の項

目に数えられていたのだろうか（図16）。

６　特別大演習寫真帖

この特別大演習には、陸地測量部撮影の「明治三十六

年十一月　姫路地方　特別大演習寫真帖」とする横長右

綴、ヨコ26.2×タテ18.5センチメートル、写真片面のみ50

ページ、前に前文３ページ、折込み４ページ（表裏）、

なお写真は全体で88枚、多くは１ページ１枚か４枚、そ

の他２枚（上下）など、黒刷・赤茶刷で全体的に図描鮮

明とは言えないが、11月13～15日の対戦地の各描写を中

心とする。前後の行軍、観兵式、神戸港での四国への兵

馬船積みを含め、11月12～20日にわたり、恐らくキャビ

ネ版ガラス板でとられたのであろう。（図18～26）

東京京橋区竹川町所在の共益商社書店から、明治36年

12月21日発行とあり、並製40 、特別上製３円とする。

この寫真帖で特に印象的な寫真は、終わり近くに出てく

る、この大演習に関連した軍人達の記念寫真で、個人名

も記入されているが、そのうち、「清韓国陪觀諸官ノ一

行（十一月十六日姫路衛戌歩兵第十聯隊将校集会所庭内

ニ於テ撮影）」とある、天守閣をはるかに望む池の斜面

での一枚である。いわゆる観戦武官中ヨーロッパアメリ

カよりの将官とは別にまとめているが、アジアでのその

後日露戦争、韓国併合、民国成立の激動の浮沈にどう処

したか、生きられたかを思う（図25）。

大演習時の記念絵葉書の発行の最初を飾る、当時の寫

真への意気込みを表す１冊と言えよう。鮮明さでは完全

とは言えないが、郵便絵葉書の寫真の流行に合わせての

飛躍的な情報・記録拡大を物語る寫真帖の発行は、特定

図の作成と組みあわせて、広く各地を大量の人員で移動

し、相手より常に早く行動することが求められる軍にと

り、必要不可欠のものであることを象徴するとなろう。

むすび
以上それぞれの項目で述べてきた、明治36年の特別大

演習図のもつ特色を、まとめてみると、つぎのようにな

ろう。

まず、日本の地形図作りの官庁、陸地測量部が、陸軍

の代表的行事のため作成した特定図であり、一般地形図

以上に配慮しており、軍用図の代表にほかならない。

しかし、この当時は、地形図作りが途上にあり、なお

正式図が主要平野域にあっても未成域のある状況下の特

定図の作成となった。したがって、演習域として３面構

成のうち、「第二號」（中央）と「第三號」（西側）２図

は、正式５万分１図の修正によるが、「第一號」（東側）

は試作的な２万分１仮製（准正式）図の修正縮成によっ

た。この間に詳しくその図描差を見つめると、精度に差

が存在する。基本的な標高表示にまず差異があり統一さ

れた図描で表示できない時期の作品であることに気付

く。明治も後半に入りながら、日露対戦近い時期にあっ

ても、なお自国の平野域それも代表的場所の近くであっ

たため、かえって正式地形図の作成が試作図の存在で後

まわしとされて、いわゆる関西の中心部から周辺部にま

たがる特定編集図として、精度上不統一な内容をもつ図

しかできなかったという事情を明らかにする。

つぎにこの特定図で注目されることは、明治36年修正

で、神戸市街が表現されている事実である。神戸市街地

は、明治43（1910）年測の正式５万分１「神戸」と「須

磨」の描寫以前では、明治18（1885）年測「須磨村」、

同19（1886）年測「兵庫」と「神戸」との２万分１仮製

図のものがあげられる。この間24、5年をへだてる。さ

すがに２万分１図として当初発行のままではなく、その

後２回発行し、「須磨村」図には、明治21（1888）年修

正、さらに同31（1898）年再修正とする。しかし、他２

図は明治21年再版同34（1901）年三版と表現が異なる。

３図の内容変化を見ると、「神戸」図では、初版と三版

の間で集落地描寫に変化はない。これに対し「兵庫」

「須磨村」２図では、神戸駅以西に山陽鉄道の開業、続

いて和田岬支線などの建設、それらの描入にともなう駅

周辺の市街地化、道路記入など、部分的手直しが施され

ていることを知る。

したがって、この大演習図の「第一號」図は、２万分

１から縮成するとき、明治19年測のままの「神戸」図域

と、同34年部分修正の「兵庫」図域と、そして同31年部

分修正の「須磨村」図域とに、同36（1903）年、市街化

地域拡大描入の応急修正を施している。２万分１の三版

図あるいは再修正図の神戸市街とも、正式５万分１のそ

れとも、明らかに相違する。比較して、人目に触れにく
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い特別大演習図に、現ＪＲ三宮駅より東へ広がりだした

（旧生田川より東）神戸の街、一方兵庫駅前に西が達し

た状況が描入される。明治36年の日露開戦直前時には、

神戸の街西端あるいは南端は、山陽鉄道の兵庫から分岐

し迂回する和田岬支線（貨物）をあたかも境とするよう

に、その北側を埋めつくす勢いに見える。

さらに、三番目にはこの大演習図の鉄道路線名が、現

在使用の一般的略称と同様かあるいはそれに通じる呼称

で記入されていることである。明治36年当時、まだ私鉄

のいわゆる国有化以前であり、山陽鉄道、播但鉄道、阪

鶴鉄道であった時期に、この図では「山陽線」、「播但線」、

「阪鶴線」とする。「鉄道」とあるべきところを「線」と

したのは、略称によったと見られるが、たぶん路線の多

かった官設鉄道で、各線識別のため通称としていろいろ

呼ばれるうちに定着した一定線名があり、これが私鉄の

称呼にも使用されたものと見られる。

世間で呼ばれる通称が、この特定図に採用され、保存

されたことは、上記神戸市街の広がりとともに貴重とい

えよう。この前後に発行された一般図では、古くは「従

青森至東京鉄道」あるいは「東北鉄道」とあり、明治42

年10月以降では「東北本線」とか「山手線」である。定

められた統一的本支線名にしたがう。決して通称を付記

することはしていない。その後の私鉄線名についても同

様である。「東武線」とはなくて「東武鉄道」あるいは

「東武鉄道伊勢崎線」である。

それにしても、この略称の採用は、国家発行図である

が、一般図でなく、特定の軍用図であることから、鉄道

路線名の識別に、当時の世間通用の簡略で実際的名称を

試みに採用したと考えられる。この図限りだけに、この

ような意図が感じられてならない。

そして最後には、歩数による測定の単位が表示されて

いることである。軍用簡易測図に歩測が、伊能図以来の

実用性を保ち続けていたことである。実戦を予想し、こ

の演習時での実習強化の証左であろうか。

（2005.09.30定稿）
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