
はじめに

越後平野から高田平野、長野盆地、上田盆地そして松

本盆地にかけての地域に、中央の地形図作成機関であっ

た陸軍の陸地測量部による近代的実測図、2万5千分1あ

るいは5万分1正式図が仮製版図として成立したのは、明

治44（1911）年から大正2（1913）年のことであった。1）

これに対し、この地域を管轄した陸軍第2師団による簡

易測量図の迅速測図の成立は、うち越後平野中央部に関

し、明治23（1890）年測のローマ字入りが最初であった。

このように場所は限定されたが、地方作成図が20年ほど

先行していたことを知る。その後この迅速測図は、越後

平野の周辺に図域を拡大する一方、中央近くの低湿な白

根島域へも図化をおよぼし、明治26（1893）年測域から

同35（1902）年測域まで加えられる。さらに高田平野の

一部を図化したのは、明治33年であったが、越後平野域

の図の拡大ではなく、師団域内での独立した図域構成で

あった。2）3）

今回は、これら越後平野、高田平野域第2師団作成迅

速測図群の後身にあたる、明治40（1907）年分立の第13

師団による、明治41、42（1908、09）年版5万分1迅速測

図群について、話を進めてみたい。

越後平野とその周辺部の、従来2万分1迅速測図作成域

では、その図域および図描の相似から、この折縮小編集

されたと考える。これに加えて、一部に図があった高田

平野域から長野、上田、松本各盆地域にかけて、新たに

5万分1迅速測図が成立する。仙台に師団司令部が置かれ

た第2師団域を中心に、明治40（1907）年9月分立し、同

41年現地に移駐した13師団は、高田を中心に、新発田、

村松、松本各駐在聯隊を統轄し、高田に司令部があり、

それら各聯隊用演習図として越後平野から松本盆地に達

するやや広域の5万分1迅速測図を成立させたとみられ

る。

今回の発表にあたり、高田平野から松本盆地に至る迅

速測図群、新規成立分13面は、4）先学清水靖夫氏5）のご好

意によりコピーを提供いただけたことである。ただし、

越後平野など2万分1から5万分1に編集し直した図域につ

いては、筆者が実見できた範囲が、図1で明らかなよう

に、平野周辺図と片寄り、中心域図を欠いている。第13

師団図を考えるのには、越後平野図域について、いささ

か資料不足気味といえる。しかしその一方で、平野周辺

部の図の存在に、当時の必要性の傾向がかえって掴める

と考える。平野中心部の図は、常に必要域となるが、周

辺部は軍の移動路、演習域として域内必要路線としての

選択範囲にあたるか、あるいは域外連絡路に該当するか

により、図化域が左右される傾向にあり、中心部からの
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要　旨

明治40（1907）年秋、第13師団が増設されると、同師団演習用図として、明治41、42（1908、09）年

に管轄区域の越後平野から高田平野、長野盆地、上田盆地、松本盆地にかけ、新たに5万分1迅速測図を

作成した。うち越後平野域には、すでに第2師団による明治23～35（1890～1902）年測の2万分1迅速測図

があり、これから大部分を縮小編集し、一部新規測量域を加えている。一方、高田平野から松本盆地に

かけては、すべて新規測量図で、長野盆地域から南では、越後平野域図とほぼ同様な一般的迅速測図図

描による。ただ師団司令部所在地高田周辺図4面については、経緯度入りの「明治33年地形原図図式」に

より、等高線10m毎で描かれ、山地内は黒々とし、比較的詳細な図描のものが、地方駐在陸軍作成図にも

出現したことを物語る。さらに、越後平野と米沢盆地とを結ぶ「小國町」、「手ノ子」両図がこのとき作

成されたことで、はじめて日本を横断する地形図が新発田～山形～仙台間で、5万分1迅速測図により成

立したことになる。

キーワード：地形原図図式　標高注記　経緯度記入図　計曲線　未測地　師団図　鉄道　到達注記
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図2 高田平野・長野・上田・松本各盆地域

第13師団作成5万分1迅速測図群の分布

注：1 各図内ケバ線外側白部分は　未測地をしめす

2 また　各図内明朝体風地名は、その位置と図名をあらわす

3 そして　○A柏崎～柿崎両図間　○B 長野～上田両図間には
図の接続上それぞれ空白が見られる
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越後平野域　第13師団作成5万分1迅速測図群の分布　図1

注：（ ）付漢数字および図名は　未見図をしめす

なお　図1 図2 そして　表1 表2の位置を　それぞれの見開きページ

（p.10, 11およびp.12, 13）で逆順としたのは　越後平野域と高田平野・長

野・上田・松本各盆地域との　東西位置関係に合わせ　かつ　この両域

の間では　越後平野域に　年代のさかのぼる作成図のあることを含む
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表2 第13師団作成5万分1迅速測図　諸要目　その2（高田平野・長野・上田・松本各盆地域）
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第13師団作成5万分1迅速測図　諸要目　その1（越後平野域） 表1



延長図域として相違ができる部分にあたる。国土全域に

図がある以前、軍用図としてのその折々、重点作図域の

想定が可能となる。とくに、日本国土の中央背梁を越え

て他師団と連絡、作戦行動が求められる第13師団にとっ

ては、その横断路の設定は、至って重要であったにちが

いない。図の周辺部存在から、当時の越後平野側の軍必

要域その傾向を掴めるとなろう。

この明治41、42年版5万分1迅速測図作成に関し、従来

の縮尺2万分1から変更されて、広い地域に採用されてい

ることは、言うまでもなく、当初期2万分1で開始された

全国図作成計画が、明治23（1890）年5万分1に基本図縮

尺を変更した影響の順次波及による。

ところで、この第13師団図の作成年代明治41、42

（1908、09）年は、冒頭で触れたように、この地域の正

式図（仮製版）成立の明治44（1911）年から大正2

（1913）年の間とすると、地方作成迅速測図が意味あっ

たのは、わずか2～5年のこととなる。

結果はそのようになるが、第13師団の分立からごく短

かい期間で新規測量域を広く含む特定域図を成立させ

た、新師団としての意向と、その一方中央側の軍必要域

に対する正式図の優先的作成意向とが、このように接近

した年代での双方の図の成立となろうか。

以下、第13師団迅速測図の図域構成から、この図群の

特性考察を試みよう。

1 図域構成
1－1 越後平野およびその周辺域

日本海に沿う、比較的大きなひとまとまりの平地が広

がる越後平野の図は、図1、表1で明らかなように、そし

て本稿はじめのところで簡単に触れたが、1）明治23年

測図の縦長図郭中心図群、2）図域を大きく広げ、低湿

な中央部を占めた白根島域を除き、平野全域から東頸城

山地内におよび柏崎まで、横長図郭中心に改めた、明治

26年測域を加えた同27（1894）年版図域、3）その後同

30、31、33～35年版まで新測域を周辺各地に加えた、附

加図域、というぐあいに分布する。2）これら1）2）3）の

図郭取りは、一定の経緯度割りを基準とし、1線上で接

続する陸測正式図の井然とした方式に準じている。もち

ろん経緯度の表示は見られない。周辺域では図化必要域

に合わせた図郭線の転移、あるいは図郭容量の変更を実

施している。そして、これを踏襲し5万分1図に編集して

いるから、全体の図郭取りも、同様なかたちとなる。

このような、ほぼ正式図に近い図郭取りにしたがう越

後平野域の図群は、日本海に沿って北限は、明治31

（1898）年版図の描く、府屋、岩崎まで（「勝木」図）、

西限は、明治27（1894）年版図が記入する柏崎の西まで

とし（「柏崎」図）、内陸谷あい各部へは、新発田の聯隊

駐屯地から阿賀野川谷の津川に達する、赤谷、綱木を通

る明治33（1900）年版路上測図群が作成されているが、

その経路を綱木までで止める「米倉村」図が5万分1迅速

測図として見られるほか（図3、4）、「村松」「見附」両

図では図の東半山岳地域にもかかわらず、「米倉村」図

のように道筋両側周辺以外未測地とする路上測図としな

いで、図郭線まで完全に図化しているのは、その元図に

あたる村松駐屯聯隊設定にともなう増補図（明治34、35

年版ヵ）の「未測地なし」図3）の縮図と、この図群特有

の荒い等高線描の共通点から考えられる（図5、6）。

一方、越後平野域5万分1迅速測図編集発行時の新規測

量増補分として、つぎの3ヵ所が少くともあげられる。

北から、1）村上町から山形県境日本海沿いには、2万

分1による従来の図では、勝木まで葡萄峠越え（現、国

道7号線）の路上測図でしか描れていなかったが、海岸

沿いの集落を結ぶ（現、国道345号線沿い）一部山越え

路（現、名勝笹川流れ付近）のある図描が加わる。（「勝

木」「村上町」両図　図7～9）2）米沢盆地に達する、荒

川沿い小国経由宇津峠越え路上測図。（現、JR米坂線、

国道113号線沿い。「小國町」「手ノ子」両図　図10）3）

長岡南方に伸びる、信濃川系の広い谷間、小千谷から十

日町先まで（「小千谷」「十日町」両図）と、信濃川支流

の魚野川流域の川口から小出、浦佐、六日町、塩沢辺ま

で。（「浦佐補図」「浦佐」「六日町」3図、ただし、「浦佐」

以外は小域図　図11、12）なお、「十日町」図と「浦佐」

図とは、それぞれが描く「十日町盆地」と「六日町盆地」

との位置関係から、図郭上左右で重複させている。この

ようにしても「六日町盆地」の図描に3図を要している

（図1）。

以上から図域をまとめ直すと、北は海岸沿いに県境近

くの府屋の先、西は柏崎の西まで、各内陸方面は、荒川

沿いに小国、宇津峠を越し米沢盆地に入り、加治川沿い

は赤谷から綱木まで、阿賀野川谷は、「村松」図の東方

「菅名岳」を半分に切る南北線まで（図13、14）、少し南

へ下がると、「白山」「粟ヶ岳」を限りとするところまで、

「栃尾」東方では刈谷田川の渓谷守門山続きの山中まで

一応図化している（図15、16）。長岡南方信濃川沿い平

地は、「小千谷」から「十日町」の少々先までと、支流

魚野川沿いには「六日町」「塩沢」辺まで図化している

となる（図17）。

なお、今回実見できなかった図で、隣接図名としても

確認できなかったものに「新発田」「新潟市」の2図があ

る。越後平野域でこの2図が未発行とは考えられない位

置の図であり、正確な図名は別にして、存在したものと

扱って自然であろう。
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1－2 高田平野から長野、上田、松本各盆地域

この地域にはくり返えすが、高田に師団司令部と聯隊、

そして松本に聯隊が駐屯していた。そしてここの地形は、

上記越後平野域とは相違し、小規模な平地が不規則に山

地に囲まれ点在するところである。したがって、図を必

要域に合わせ、平地部分、それらの連絡路部分に限り作

成しようとすると、図郭は重複して、越後平野域の図で

見たような統一性ある図郭線は設定できない場所であ

り、まさに対照的図域構成となる（図1、2）。

「高田近傍」図群を北端とし、順時東西に遷移させな

がら、南へ「長野近傍」図群、「上田近傍」図、そして

「松本近傍」図群という工合に、それぞれ数面構成とし

（「上田近傍」は1面のみの特例）、これら各近傍当初と末

端号との双方で、隣接近傍図のそれぞれと重複しあう。

例外は、1）越後平野西端を占める「柏崎」図と、「高

田近傍」1号「柿崎」図とでは重複していないし、2）

「高田近傍」4号「關山」図と「長野近傍」1号の「飯山」

図とでは、図郭上重複するが、相互の図化域は離れてお

り、接続していない（図2）。そのため両図の間に、さら

に双方に重複する図郭の「柏原
かしわばら

」図という山地図域図を

はさんで「長野近傍」2号の「中野」図に接続させてい

る。平地や谷間の図化で、高田平野域から長野盆地域に

達しないため、その中間に緩やかな山越え部分を入れ、

つないでいることに気付く。

また、「長野近傍」図群と「上田近傍」図、そして、

「松本近傍」図群との接続には、これらを貫く信濃の大

河川の谷間で、前者は犀川で、後者は千曲川のところで、

移行する扱いとする。（図2、18、26）

結局、高田平野から南に下り、上田、松本両盆地まで、

平地部分を図化した迅速測図は「高田近傍」図群として、

日本海岸に面した関川の流れを中心に形成された高田平

野域に東西の山地部分を含め、東は米山北麓海岸から、

西は日本海岸の鳥首崎までと、東西幅を明治33（1900）

年版2万分1迅速測図のばあいより、大分広く取られた図

化域ではじまる。そして、「高田近傍」図の南端は、上

記明治33年版図の「新井」図域を越して、妙高山麓の

「赤倉」から「関川」各集落のところにおよぶ。（「柿崎」

「新井」「高田」「關山」の4図域）

一方、「長野近傍」図群は、千曲川沿いで新潟県境近

くの「桑名川」集落および山間の「野澤」から「飯山」

「中野」と描き、「長野」「松代」「屋代」「稲荷山」まで

盆地内を記入する。（「飯山」「中野」「長野」の3図域）

そして長野の西側、犀川が山間部を流れる部分も図化し

て（「稲荷山」図域）その狭い谷間で、松本盆地域を描

く「松本近傍」図群と1ヵ所で接続する（図26）。

松本盆地として、北は「大町」から、南は「塩尻」そ

して「洗馬」まで、山越え長野方面連絡路の一部を、路

上測図として描く部分を含め見られる（図2）。

千曲川に沿う上流側の上田方面は、上田を越え「大屋」

で終わる。さらに上流側、小諸、佐久、軽井沢方面に図

を延伸しようと計画していたともとれる。「上田近傍」

を称する図が1面のみの無番号という状況から、十分予

想できよう。

1－3 図接続上の空白部分

明治40年（1907）年秋、第13師団分立により、今回と

りあげた越後平野から柏崎、高田平野を経て、長野、上

田、松本各盆地に達する、ひと続きの5万分1迅速測図作

成事業が、明治41、42年測として実施されたと考えられ

る。そして、くり返えすが越後平野域については、すで

に仙台の第2師団により作成されていた、2万分1迅速測

図を編集し直し、一方、高田平野域から信州各盆地域に

は、新たに5万分1迅速測図の測量が実施されたとみられ

る。旧来の図を編集修正した越後平野域と、新規の高田

平野から信濃の盆地域とを合わせた5万分1迅速測図域の

成立となったと考える。

ところが、詳しく各図間の接続状況を調べてみると、

じつは、2ヵ所で接続していないことに気付く。

その部分として、図2の中に○A○B 2ヵ所あげたように、

1）越後平野域図群西端図と、「高田近傍」図群東端図と

の間にまず見られる。すなわち「柏崎」図と「柿崎」図

との間で、数kmの空白が生じている。そしてもうひと

つは2）「長野近傍」図群南端図と、「上田近傍」図との

間、すなわち「長野」図と「上田」図との接続について、

その距離は、1）のばあいに比べ僅かにすぎないが、図

上2cmほどの空白が、図描上不自然な状態で見られる。

なお、1）2）で少々事情が異なることにも気付く。

「柏崎」図と「柿崎」図との間については、早く明治

20年代から第2師団によって図が作られていた部分と、

第13師団の第2師団から分立により明治40年以降、新た

に図が作られた部分との境界にあたるとともに、各図の

大きさが、横長図としてほぼ一定で、接続方式が正式図

のそれに近い越後平野域図群と、対照的に図の大きさ、

その接続に重複が多く、統一がとれていない高田平野以

南、信州の長野、上田、松本各盆地域図群との境界でも

ある。その部分で、図が途切れているのである。

「柏崎」図の西端は、番神崎あたりまで描かれ、海岸

に平行する鉄道線で計って、柏崎駅から約2,5kmのとこ

ろにあたる。その西側の図「柿崎」では、北側に張り出

す図描で、青海川駅から約1.5km東まで描いて終わる。

したがって、柏崎～青海川両駅間6.7kmのうち、両者の

中間駅鯨波前後区間、2.7km分、図がないのである。そ
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図3 5迅「米倉村」B 図4 2迅「綱木村」 M31測　40％

13師作成図の類別

Ａ 2師図縮小編集による

もの

Ｂ 2師図縮小編集＋13師

新規測量域

Ｃ 13師新規測量域のみ

注：5迅　5万分1迅速測図

を略称

2迅　2万分1迅速測図

を略称

注記省略　原寸大

左右の図描を比較

（除図11、12、17）

越後平野域　第13師団作成　5万分1

迅速測図の図描（5迅図脇　ABC付号の類
別　右上注記参照）

図5 5迅「見附」Ａ 図6 2迅「橡尾」 M35測ヵ　40％

図7 5迅「勝木」Ｂ M42製図 図8 2迅「葡萄」 M31測　40％
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5迅「村上町」Ｂ　図9 5迅「小國町」Ｃ　図10

左右の図描を比較（図13～16） 新規測量域の図描（図9～12、17）

5迅「浦佐」Ｃ　図11

5迅「村松」Ａ　図13

5迅「浦佐」Ｃ　図12 5迅「六日町」Ｃ　図17

2迅「菅名村」M35測ヵ 40％ 図14

5迅「見附」Ａ　図15 2迅「本所村」M35測ヵ　40％ 図16
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図18 「稲荷山」「長野」「上田」（左，右，下）3図の接続 M41.9測

図接続部分に生じた空白

「長野」「上田」両図間

千曲川右岸の主要街道、

鉄道走行部分に空白が生

じているが、左岸では、

「稲荷山」「上田」両図

間、八幡集落で接続して

いる。

図19 高田近傍2号「新井」 M41.8測 図20 高田近傍3号「高田」 M41.8測

高田近傍図群は、明治33年地形原図図式により、等高線は10m毎で黒々と入り、経緯度も表

示され（図19，20）、地方作成迅速測図として図描向上し正式図並みに達している。他に例

を見ない。
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「高田近傍」以外の各図　迅速測図としては明治末期作図の故か　整った簡略図描

▼5迅「柏崎」Ｂ　図22 ▲長野近傍1号　飯山　M41.9測　図21

2迅「柏崎町」M26測　40％　図23

5迅「寺泊」Ｂ　図24 2迅「寺泊町」M26測 40％ 図25

犀川川筋だけで接続

「稲荷山」「大町」両図

「長野近傍」と「松本近傍」との接続 図26

編集元図の2師図を修正している例

鉄道　駅付近道路　集落補描

（柏崎図　図22）

防波堤補描 （寺泊図　図24）

第13師団作成5万分1迅速測図の新規測量域の図描それぞれ
（図18～21，26）



れは5万分1にして5.4cm分の空白にあたる。

断崖下の一本道に、張り出し部として図を必要としな

かったのだろうか。あるいは、あえて新旧図域の境界と

して空白を置いたとも考えられよう（図2）。

一方、図描上不自然な状態とした「長野」図と「上田」

図との接続部分を述べると、実見した「長野」図左下、

張り出し部の図描が途中で切られたかたちであることに

よる。少々細かいことになるが、「長野」図と「上田」

図との接続は、全体に1線で南北に連絡するかたちでは

なく、図2でしめしたように、図郭線上2cmほど隙間があ

り、その上に、「上田」図側接続点の北側図郭線から1cm

前後空白を設ける図描としている。したがって、この間

を埋めるため必要域と考えられる千曲川右岸域について

「長野」図側から張り出し部を設けているが、それが不

完全な状況で、なお空白が生じている。張り出し部の図

描が、よく見ると途中で切れているところから、本来さ

らに南の上田図方に図があったと見られる。と言うのは、

そこに完全なかたちで記入されていたはずの村名、集落

名が途中で切れている。「五加村」とあるべきが「五」

に続く「加」らしい文字の上部片鱗を思わせる所で終

わっていたり、「鋳物師屋」集落の「鋳」だけで、その

先がない状況なのは、注記文字の記入としてありえない。

そして決定的といえるのは、張り出し部の鉄道に到達注

記が欠けていることである。この図の他の場所では入れ

られているのに、この部分には見られない（図18）。

当初、さらに1cmほどこの張り出し部は「上田」図側

の南へ図が伸びていたものが、製版時、裏に半分ほど折

れたか、切られたかしたのを気付かないまま印刷した結

果としか思えない。

現状では、千曲川左岸側「八幡」集落の南部でも接続

しているので（「稲荷山」図と「上田」図との図郭重複

部分）、「長野近傍」と「上田近傍」との間では、曲りな

りにも接続していることになるが、千曲川沿いの交通路

の状況から、左岸側のみの接続では不自然であり、作成

時見逃されたミスとなろうか。図に貼り下げる小さな付

図片の出現を期待する。

2 地域による図描差
2－1 高田平野、長野、上田、松本各盆地域図群

のばあい

高田の師団司令部および聯隊駐屯地から、松本の聯隊

駐在地に達する、長野と上田盆地域も含む（以下「高田

～松本」図と略称）「高田近傍」図群（1～4）、「長野近

傍」図群（1～4）、「上田近傍」図（一面）、「松本近傍」

図群（1～3）、それに「高田近傍」と「長野近傍」とを

つなぐ中間図（一面）を加える、計13面構成の「高田～

松本」図では、大きく眺め2つの図描に、さらに細かく

分けると3図域に、北から南の順で、分類できる。

まず「高田近傍」図群は、すでに述べたように、日本

海に面した東西の山地域も図化し、南へ、春日山城址、

妙高山麓の赤倉から関川集落までの東側を、不特定の横

長図郭3面に、縦長図郭1面を加えて構成される。この図

群で注目すべきは、迅速測図でありながら、経緯度表示

のある図となっている上に、図郭外注記に「高程ハ東京

湾ノ中等潮位ヨリ起算シ米突ヲ以テ示ス」と正式図と同

じ注記があるばかりか、それに続け「図式ハ明治三十三

年定ムル所ノ地形原図図式ニ據ル」に加え、「等距離十

米突」ともある。山地の表現が主曲線にしては、「地形

原図図式」すなわち、測量原図図描により太目に引かれ

ているため、黒々とした等高線の重なりとなっていると

ころに特色がみられる。迅速測図として、正式図描に清

絵される以前の、仮製版図描に極めて近い図描となる。

5万分1図は通常、等高線が20m毎であることから見れば、

清絵された細線で描かれていても、通例の倍の密度とな

るから、太目の線の重なりでは、混みあった印象となる

のは当然であろう（図19、20）。

このような細やかな図描を選択したのは、ひとつには

作成年代が降る明治末年のことと、この図式による範囲

が、今回測量の迅速測図域全域に適用しないで、第13師

団師団司令部駐在地高田周辺ということに表示されると

思える。後発新師団用図作成を意識し、部分的特定域に

限って中央地形図作成機関並みの地方作出図を試みたの

ではあるまいか。これらの図を、地形図作成専門官なら

ぬ、駐在将校、下士官たちの学んだ技術力でなし遂げた

ことは、関東のばあいを別にすれば、明治20年代から開

始されていた地方作出迅速測図の図描が順時向上して、

明治末の40年代には迅速測図と称する正式図描並み図描

が可能なところに達していたことを証明するといえよ

う。証明してみせたい意慾が感じられる「高田近傍」図

群である。

「高田近傍」図群の南に、つぎつぎ接続する各図群で

は、隣接する「柏原」図を別に、「高田近傍」のばあい

と相違して、通常の5万分1と同様、等高線は20m毎に計

曲線入りで、「長野近傍」図群では、その間に入る主曲

線4本入り方式による。また、「高田近傍」の山容に比べ、

緩やかに見える表現となっている（図21）。

「長野近傍」図に続く「上田近傍」図そして「松本近

傍」図の各図では、細い主曲線ばかりとなり、太線が間

に入る計曲線方式は省略のかたちである。ちなみに、越

後平野域2万分1からの5万分1へ編集図域では、計曲線入

りは「米倉村」図に限られる。（今回実見していない平

野中心部の図を除く）なお、中間主曲線4本入りに改め
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られている。

このような図描差から、正式図並みの経緯度入り「高

田近傍」図と平均的迅速測図描の「長野、上田、松本近

傍」との2つに分けるか、さらに計曲線の有無で「長野

近傍」図と「上田、松本近傍」図とを分け、3つと考え

るかとなる。

第13師団の分立で、新たに地形図を作成した地域の、

「高田～松本」図で、師団司令部所在地周辺の図群「高

田近傍」を重要地域として詳細図描を選び、迅速測図を

越えた正式測量原図図式を採用している。このような例

は他地域でまだ見ていない。またこのような迅速測図図

域として例外というか、図描を向上させた作図が部分的

に可能な段階に達していたことを表わす。なお「長野近

傍」以下従来の迅速測図図式による作図となっており、

この分が多くを占めることでも簡易図描が地方駐在軍作

成図として基準に変更ないことが伝わる。また、上記越

後平野域の「米倉村」図のばあいと同様に、計曲線の間

に入る細線の主曲線は、4本入りである。

「長野近傍」の南に位置する「上田近傍」そして「松

本近傍」の各図では、計曲線省略の簡易図描となる。こ

のような状況から、高田から南に離れるにしたがい、段

落ち的に図描の簡略化が進むと見られる。短期日で全体

が作成されているが、新測域の13面速成への工夫が2乃

至3段階の図描差を含む、各近傍毎の図描差となったの

であろうか。

2－2 越後平野域図群のばあい

この地域では、上記「高田～松本」図群で見てきたよ

うにその全体像が掴めたのと相違し、越後平野中心部の

図が見られない状況での考察となり、かつ「高田～松本」

図群がすべて新規測量図域であるのに対し、こちらは、

第13師団分立直後の一部5万分1による新測域を含むが、

大部分は、明治23年測から同35年測に至る第2師団作成

図を、従来の2万分1から5万分1に縮小編集したものから

なる点が大きな相違となる。その折、鉄道線や港湾施設

の描入など、一部修正を実施している。（図22～25）

しかし、ひとまとまりの広い平野域を10年ほどかけて

一続きの図域としたのにかかわらず、元図の第2師団作

成図は、「高田～松本」図群に認められるような、地域

による明らかな図描差は見られない。敢えてあげるとす

れば、明治26年測図以降図で特徴的な山地内等高線の、

至って大らかな表現となろうか。それが村松駐在聯隊用

増補図とみられる、平野東側魚沼丘陵域の未測地なしの

図郭線内すべて表現図（明治34、35年測ヵ）では、全体

的に図描が荒くなっている。その状況は、今回その位置

に相等する「村松」「見附」両図の山地部表現に、その

まま移行していることでよく分かる（図13～16）。

越後平野域での、この折新規測量域と見られる部分に

共通する図描として、山がせまる海岸筋（「勝木」「村上

町」両図）、広狭それぞれの谷筋あるいは平行する峠越

えの道筋（「小國町」「手ノ子」「小千谷」「十日町」「浦

佐補図」「浦佐」「六日町」各図）、いずれも路上測図の

手法にしたがい、平地あるいは道筋中心の図描であり、

迅速測図の常として、平地内等高線は描かれず、一方、

山地は通常山すそを表現するに止め、変化の少ない海沿

いの急崖地続きの部分では、等高線を3本（20、40、60m）

描いて、それより高い部分は省略（未測地扱い）という

方式をとる（「勝木」「村上町」図7、9）。さらに数本増

やして斜面地の表現を加えたり、平地に近く目立つ山頂

があれば、そこまで少くとも平地側地形を表現しておく

（「十日町」「浦佐」「六日町」）。

谷筋に平地は僅かな所で、屈曲する深い谷間にまつわ

るような道と、これに平行し、主谷にせまるいくつもの

尾根筋を越す道とが、所々でひとつになったり、別に

なったりしている荒川谷の小国経由、宇津峠を越して米

沢盆地の赤湯と結ぶ道の図（「小國町」「手ノ子」）は、

路上測図ながら、平行する2本の道の間隔の広い所も含

め、その中間地形も省略しないで描く。一定幅とはいえ、

地形表現に詳しい（図10）。

新発田から津川へ向かう加治川から新谷川（阿賀野川

支流）に沿う道筋を綱木まで描く、第2師団津川号明治

31年測図からの編集図「米倉村」の図描と比べ、新測

「小國町」「手ノ子」両図の描線の様子は、計曲線の入れ

られていない応急方式によるが、その細やかな線の走行

から、この間の地形表現に格段の進歩が認められる。

（図3、4、8、10）

3 図描上の特色
3－1 鉄道の到達注記

道路や鉄道など長い路線は、ひとつの図を越えて、先

に伸びているのが通常で、その到達先を、案内として図

の終わるところに断わり書きする。いわゆる「図郭外注

記」の一例となる。鉄道のばあい、その到達先を、1）

起終点、2）主要駅、3）次駅、そして、その使用文字と

して、A）漢字、B）平仮名、C）片仮名とあげられる。

今回の第13師団作成図では、近い位置の図同士で、一定

のまとまりが得られても、全体では統一されていないこ

とが判明する。（表3，次ページ）

越後平野域図群（第2師団作成2万分1から5万分1に編

集図域）で、第13師団図成立の明治41、42（1908、09）

年当時、鉄道線描入（未成線を含む）図として8面予想

されるうち、実見できた4面の事例からとなるが、ほぼ
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井口：信越地域5万分1迅速測図

－ 22 －

図　名�
A

計曲線�
B

標高注記�
C

鉄道到達注記�

勝　木�

�

村上町�

�

手ノ子�

小國町�

米倉村�

村　松�

�

見　附�

寺　泊�

小千谷�

�

浦　佐�

六日町�

十日町�

柏　崎�

柿　崎�

新　井�

高　田�

關　山�

柏　原�

飯　山�

中　野�

長　野�

稲荷山�

上　田�

大　町�

松　本�

塩　尻�

旧2万域アリ�

新図域モアリ�

旧2万域アリ�

新図域ニナシ�

ナ　シ�

ナ　シ�

ナ　シ�

ナ　シ�

�

ナ　シ�

ナ　シ�

ナ　シ�

�

ナ　シ�

ナ　シ�

ナ　シ�

ナ　シ�

アリ（10m毎）�

アリ（10m毎）�

アリ（10m毎）�

アリ（10m毎）�

アリ（10m毎）�

アリ（20m毎）�

アリ（20m毎）�

アリ（20m毎）�

部分限定（20m毎）�

アリ（20m毎）�

アリ（20m毎）�

アリ（20m毎）�

アリ（20m毎）�

ナ　シ�

�

ナ　シ�

�

ナ　シ�

ナ　シ�

ア　リ�

ナ　シ�

�

ナ　シ�

ナ　シ�

ナ　シ�

�

ナ　シ�

ナ　シ�

ナ　シ�

ナ　シ�

ア　リ�

ア　リ�

ア　リ�

ア　リ�

ア　リ�

ア　リ�

ア　リ�

ア　リ�

ア　リ�

ナ　シ�

ナ　シ�

ナ　シ�

ナ　シ�

�

�

�

�

�

�

�

ひらがな　図外次駅　にひ津←（五泉）馬下→いわや／はにゆだ←矢代田�

→新津（道路注記兼用）�

ひらがな　図外次駅　ながをか←（押切）見附→於びをり�

�

ひらがな　図外次駅　やすだ←北條→つかのやま／�

　　　　　　　つかのやま←来迎寺→みやうち�

�

�

�

ひらがな　図外次駅　くぢらなみ←か志わざき　や寿だ→きたでふ�

漢字　主要駅　直江津←くろい　あうみかわ→柏崎�

ひらがな　図外次駅　せきやま←新井→たかた�

ひらがな　主要駅　直江津→かきざき　高田→あらゐ�

ひらがな　主要駅　關山→たかた　田口→かしわはら�

漢字　図外次駅ヵ　かしはばら→關山　むれ→記入ナシ�

�

ひらがな　主要駅　ながの←豊野　牟礼→たかた�

ひらがな　主要駅　をばすて←篠之井　吉田→たかた　屋代→記入ナシ�

ひらがな　主要駅　をばすて←→ながの�

ひらがな　図外次駅　をみ←姨捨→いなりやま／やしろ←坂城　大屋→たなか�

ひらがな　主要駅　まつもと←西條→をみ�

ひらがな　主要駅　明科→をみ　松本→しほしり�

ひらがな　主要駅　村井→まつもと　塩尻→かみすわ�

（等高線間隔）�

表3 第13師団作成5万分1迅速測図　諸要目 その3（計曲線　標高注記　鉄道到達注記）



統一されていたに近い。それは、平仮名による次駅表示

である。4面に、5路線（1本未成線）描かれ、12ヵ所の

到達注記が見られる。（表3 C項参照）

「柏崎」図の例をあげれば、「か志わざき」（柏崎駅）

から西へは「至〈くぢらなみ〉」（鯨波駅、明治37年4月1

日営業開始）とあり、東へ次駅「や寿だ」（安田駅）が

描かれ、その先は「至〈きたでふ〉」（北條駅、明治30年

11月20日営業開始）と見えるが、いずれも当時の、地図

先鉄道線の次駅に該当し、矛盾はない。

興味深い「到達注記」の例として、「村松」図のばあ

いをあげれば、この図には既成線（現、信越本線）に加

え、開通直前の未成線（現、磐越西線）も記入されてい

る。既成線の「やしろだ」（矢代田駅、明治30年11月20

日営業開始）の南は「至はにゆだ」（羽生田駅、明治36

年4月19日営業開始）、一方北は「至新津」と見える。い

ずれも矢代田駅の次駅にあたる。ただ一方が漢字表現な

のは、平行する道路の「行先」注記で鉄道のほうも兼ね

させたためである。迅速測図らしい対応である。正式図

では、例え双方の行先が同じであっても、漢字と仮名と

双方を欄外に記入する。（至東京　至とうきょう、のよ

うに道路分と鉄道分とを別々にしめす）

未成線では「まおろ志」（馬下駅、明治43年10月25日

営業開始）の東側欄外には「いわや」とある。これは、

現、磐越西線開通時の予定次駅名を記入したとみられる。

五十島
い が し ま

駅に該当する。（大正2年6月1日営業開始）この駅

の対岸に岩谷集落がある。

一方、未成線の馬下駅の西側手前には、駅の予定記号

は見られない。五泉町は当然駅が置かれる場所のはずな

のに、馬下のように描かれていない。忘れたとも考えら

れるが、どこに駅を設けるか作図当時決定されていな

かったためが事実に近いかもしれない。その路線の先に

は「至にひ津」（新津駅）とある。以上からこの未成線

のばあいも次駅表示である。ちなみに、「村松」図で新

津から五泉、馬下、その先に未成線として描きこまれて

いるのは、この図が周囲裁断図なので、図からその測年

あるいは発行年不明であるが、同じ仲間の「勝木」図に

「明治四十二年製図印刷」と見えるところから同年印刷

と考えるとき、新津～馬下間路線開業が明治43年10月25

日なので、その図描に矛盾ない。逆に見ればこの未成線

の状況は、「村松」図の発行につき、明治43年末以前で

かつその年からあまり離れない頃に求められるとなる。

これに対し「高田～松本」図群では統一が見られない。

「長野近傍」4面と「松本近傍」3面とは、ともに平仮名

による行先方向主要駅表示とすることでまとまってい

る。「長野」図で北に伸びる鉄道は「至たかた」（高田駅）

であり、「松本」図では南へ向かう路線は「至しほじり」

（塩尻駅）であり、「塩尻」図から南の山にかかる線路は

「至かみすわ」（上諏訪駅）というぐあいである。

しかし、「上田近傍」1面では、平仮名による次駅表示

による。上田の次駅大屋の先は「至たなか」（田中駅）

であり、坂城駅の先は「至やしろ」（屋代駅）であり、

現、篠ノ井線の「をばすて」駅の北は「至いなりやま」

（稲荷山駅）で、南は「至をみ」（麻績駅）と記す。

ところが「高田近傍」では、漢字、平仮名バラバラの

上、ほぼ行き先方向主要駅表示とするが、この仲間内の

一面「新井」では、平仮名による次駅表示である。「柿

崎」図では青海川駅先の到達注記は「至柏崎」であって、

当時次駅の鯨波ではない。「新井」図では「あらゐ」駅

から南は「せきやま」（関山駅）、北は「たかだ」（高田

駅）と、鉄道では「至」抜きである。

「高田近傍」はその図描が正式図並みに高められてい

ることを述べてきた。にもかかわらず、鉄道の到達注記

が1図毎テストケースかのように統一されていない。迅

速測図らしい一面とも言えようが、製図官の裁量に任さ

れた部分なのだろうか。

3－2 図域選択および図接続方式から

村上から海岸沿いに北へ、庄内平野方面は海岸は断崖

の多いところで、勝木まで内陸部を主要街道が通ってい

たことは前に述べた。内陸部の道沿い図に、海岸沿いも

ともかく図化し、この方面に2つの道を描いた図は、第

13師団の5万分1迅速測図が最初であったとみる。しかし、

道として海岸路は、内陸部と比べ、小径の険路であり、

軍の移動路として不適当な、容量、スピードともに劣る

ので、先の2万分1作成にあたって候補地から外していた

にちがいない。それを図化域に加えたのは、どう考えた

らよいのだろうか。考えられるのは、越後路の海岸線中、

図のない部分はこの海岸だけであった。単純な図化域拡

大の一端にすぎなかったとも思える（図9）。

同じ新規測量図域でも、軍の移動連絡路として、他地

域駐在軍と結ぶ重要性をもつ図に「小國町」「手ノ子」2

図があげられる。この2図の作成により、越後平野域図

が日本海側に孤立することなく、ひいては「高田～松本」

図群も含め、第13師団用図が山形県の内陸盆地図と結ば

れ、さらにそこから太平洋側仙台を中心とする第2師団

作成図に連絡する。軍用迅速測図による日本横断連絡路

の図が完成した。その年は「小國町」「手ノ子」2図も周

囲裁断図のため、作成関係年代不明のため、今明確にで

きないが、再び「勝木」図の示す作成年代を援用すれば、

明治42年のことと推定できる。

越後平野域北方の延長部2ヵ所を取りあげてきたが、

南部に目を向けると、長岡から南方へ信濃川沿いに十日
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町盆地、支流魚野川沿いに六日町盆地、それぞれの図が

このとき作成されたと考えるが、「小國町」「手ノ子」2

図のように、さらに先に連絡する別図群は存在していな

い。長野方面にも、水上、沼田方面に達することはな

かった。越後平野の延長部としての図化域拡大であった。

同様のこととして、「米倉村」図が綱木までで終わっ

ているのに対し、2万分1迅速測図「津川号」として成立

した明治30年代には、津川に図が及んでいたことからす

ると、あるいは、阿賀野川谷沿いに図を伸ばし、会津盆

地へさきに阿武隈川谷から進んでいた迅速測図と連続さ

せて、日本海側駐在軍と太平洋側のそれと連絡をはかる

計画であったとも考えられる。それが図2面の作成で可

能な小国、宇津峠経由に変更され、その一方の名残りが

加治川谷図として綱木まで、十日町や六日町と同等の延

長部図編集となったところであろうか。

なお、2万分1迅速測図には、阿賀野川本流を村松から

の経路として描き、津川まで一部新発田から加治川経由

の図と重複する図が存在したが、これらは5万分1に編集

されていないとみられる。

以上各地域の図域選択傾向から、軍移動上の重点を想

定しようと試みたが、以下、未測地の多い図同士の接続

部分から見えてくることを考えてみよう。

その例の「長野近傍」図群と「松本近傍」図群との接

続点に注意してみよう。犀川の谷間の一地点でつないで

いること自体に不自然さはないが、これに軍隊の移動路

としてその図描と重ねてみると納得いかなくなる。この

川沿いには、当時長野と松本を結ぶ街道は通っていな

かったからである。長野と大町方面を結ぶ街道は通って

いても、新町の先牧野島から松本方面へは小径しか見ら

れない。にもかかわらず、そのような犀川谷で図が接続

することとしたのは、どうしたことであろうか。現在こ

の谷沿いに長野～松本間を結ぶ国道19号線が見られ、作

図当時、川沿い新道計画があって、これを先取りするか

たちで「長野近傍」と「松本近傍」との接続点に犀川谷

を選び「稲荷山」図を犀川の流れを中心に、付近の山中

を抜ける各方面への道を描く図とし、「大町」図の犀川

谷部分に接続させたのであろうか。（図2、26）

当時、長野と松本とを結ぶ街道は、稲荷山から猿ヶ馬

場峠を経て、麻績
を み

、坂北、西條
にしじょう

、会田そして松本に達す

る西街道であり、「稲荷山」図の南限とする「猿ヶ馬場

峠」と、「大町」図の東側に路上測図図描で「西條」ま

で描かれているその中空域に、「麻績」図とでも命名さ

れる図が、重複図郭で存在してもおかしくない。

南北に細長く、東西幅ほぼ一定と測量した「松本近傍」

3面の重なりと、それに接続する「長野近傍」は「稲荷

山」図を縦長図にすることにより、犀川谷でようやく連

続できることから、そのような接続を選んだとも考えら

れる。必要とする図面数を少くすることも迅速測図では

要望されたはずである。

それにしても、この接続点を選択した意味が、いまひ

とつ明確にならない。国道19号線による犀川沿い自動車

道は昭和の開通である。明治末にはその計画があったと

したら、その実現の遅さは第13師団作成図のこの計画道

にしたがう選択に対し、なんと言訳けしたらよいのだろ

うか。

おわりに

各地駐在陸軍作成迅速測図で、経緯度が記入された、

正式図の測量原図図式による「高田近傍」図4面組み図

のような精度の高い図は、この外の例を知らない。明治

10年代からはじまり同20～30年代を中心として、これら

迅速測図は作成されたが、これに対し、中央機関による

正式図の作成がようやく迅速測図作成域に到達する、そ

の直前の時期のこともあって、地方の作図技術も格段に

向上し、正式図にその図面が近づいていたとも考えられ

る。

こことほぼ同時期の明治41年10月移駐の歩兵第63聯隊

による松江周辺2万分1迅速測図群4面は、すでに存在し

た正式図5万分1の図郭線を基準に作成されていること

が、近しい例となるが、松江のばあい迅速測図側に経緯

度の表示はされていない。6）

「高田近傍」に見られる経緯度表示は、あるいは高田

平野域に正式図測量が開始され、それで得られた基本的

数値としての経緯度が、第13師団作成迅速測図に利用さ

れたのが実情かもしれない。それにしても、転用して高

田の師団司令部配属将校たちにより迅速測図がまとまる

ところに達していたことは確かである。

このような地方作成迅速測図が背負っていた応急的役

割りは、正式図の各地到達で、北海道を別に、本州、四

国、九州では、明治末期の40年代前期に終わっている。

高田平野～長野盆地～上田・松本盆地図群の5万分1迅速

測図は、栄光ある最終期を飾る作品にほかならない。

一方、日本を横断して迅速測図ができたのも「小國町」

「手ノ子」5万分1両図、第13師団のよる作出の結果であ

る。この明治40年代初頭は、荒川沿いJR米坂線の開業

（昭和6～10年）はるか以前で、阿賀野川渓谷に越後平野

と会津盆地との双方から岩越線（現、磐越西線）が順時

延長され、全通に至るその直前であった。この時期は、

日本を横断する鉄道、そしてそのような図のつながりが、

まったく同じ場所で果たされるとはならなかったが、互

井口：信越地域5万分1迅速測図
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いに近いところの、阿賀野川谷と荒川谷とで、ようやく

連続する成果をあらわしはじめたおりでもあった。

（06.10.24初稿　11.3定稿）
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