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要 旨

九州の南端、鹿児島市周辺に、熊本県南はずれの水
みな

俣
また

から山越しで、鹿児島湾岸域を経由し、そして

シラス台地上を通り、鹿児島に達する行程の路上測図を描き、さらに西へ薩摩半島西岸の吹上浜域を加

世田までの図がある。明治 22（1889）年測にもとづく、鹿児島聯隊新設計画時に明治 29（1896）年製

版され、明治 35（1902）年、正式�万分�図が測量される以前に、当時熊本駐在歩兵第 23 聯隊により

発行されたと考えられる�万分�迅速測図、Ａ「加治木近傍」10 面、Ｂ「鹿児島近傍」10 面と、Ｃ

「鹿児島近傍」�面、Ｂからの鹿児島市周辺集成図からなる。

これらの図は、本来、熊本の第�師団司令部が、周辺に作成域を広げた図群の一例として、熊本から

鹿児島市への行程図が測量原図のままに置かれていたものを、後に鹿児島聯隊創設計画時に、行軍路図

として、ようやく発行され、と同時に、明治 20 年代当初から、清国をはじめ、極東に進出してきた

ヨーロッパ列強の優越する軍事力に対応する日本の防衛線のひとつに考えられていた、東シナ海に面す

る吹上浜を含め、Ａ、Ｂ両図群に分け、また、聯隊駐屯予定地鹿児島市周辺集成図が、演習用に、市案

内図を兼ね発行された。

ただし、測量年代と製版、発行年代が離れているため、記号変更が森林表現に生じ、測量原図の表記

とは変更されて発行されたと見られる。Ｂ図群の鹿児島周辺より西側図、とくに吹上浜域�面に旧記号

中心の描写が施されていることから、十分想定できる。

なお、迅速測図の鹿児島市街地の描写精度は、その後の正式図のばあいと比べ、荒い図描にもかかわ

らず、例えば町名注記では、昭和初期修正図でようやく高められた情報量に匹敵する。また、「鹿児島

近傍」各図に「避病院」の分布があがっていることも特徴である。

キーワード：避病院(舎） 松林 明朝体風字体 ペン書き図描 路上測図 市街地詳図 到達注記

はじめに

もう 15 年ほど以前の事になったが、陸軍士官学校第

	期候補生（明治 27 年入校、同 29 年卒業─ 1894 〜

1896─）河内嘉一氏旧蔵の九州各地方迅速測図に接す

る機会があった。120 面ほど見られたうちには、従来未

見図も、少なからず含まれていたので、とりあえず旧蔵

分を簡単に列記紹介することとし、それぞれ手短かに解

説を加えた。（1993）�

そして、いずれ地図史的考察を各図群について述べた

いとして、順次、発表してきた�。

今回は、南九州は鹿児島付近の迅速測図群、�つを取

りあげ、その特色に触れる。図�（次ページ）で現わし

たように、鹿児島市街地を中心に描かれた図群と見られ

る。それを、北方は、隣県の熊本県の南端、不
しら

知
ぬ

火
い

海
かい

す

なわち八
やつ

代
しろ

海
かい

に面した、水
みな

俣
また

から南東方向に内陸部を南

下し、わずかで分水嶺を越えて鹿児島県の薩摩国域に入

り、進んで大隅国域を永く通り、鹿児島湾奥の加治木に

達する。この間は 10 面構成の、Ａ「加治木近傍」と名

付けられた図群である。ただし、うち�面すなわち、

「第�号加治木」「第�号国境」「第	号山野」を欠く�。

Ａに続けて、「加治木」の西隣図域にあたる蒲生
かもう

（大

隅国域）から峠を抜け再び薩摩国に入り、急崖下の湾岸

路を避け、シラス台地上を南下し、鹿児島市街地に達す

る。当時、甲突川まで台地裾から市街地で、この川の北

側（左岸）�㎞強市街地から入った山裾平地の水田地の

なかに、陸軍兵舎と隣接して練兵場の準備されているこ

となどが図で分かる。（図 16）

ここまで南下を続けた図は、この先薩摩半島の根元に

あたる北側を、その北寄りでは鹿児島市街から西へ山越
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図� 鹿児島付近�万分�迅速測図群の分布

付；鹿児島付近概念図
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鹿児島付近�万分�迅速測図図群（Ａ〜Ｃ′）諸要目表

注：異体文字を「図群名」「号数」文字中（児、第、号）に、手書きで表わしてしるものも見られるが、（図�、15

参照）現用文字表現とした

図群別符号

図群名

(図群別通し番号)

号 数 図 名
大きさ

図郭内現状最大値
備 考

Ｄ

Ｃ図の中心部掲示（日本図誌大系 九州Ⅱ p.233 明治 22 年測とありＣ′

（参考）正式�万分� 鹿兒島近傍 明治 35 年測同 42 年発行 13 面

�號帖佐 �號加治木 �號大崎鼻 �號櫻島 �號蒲生 �號三重嶽 	號伊敷村 �號鹿兒島 �號谷

山 10號郡山 11號小山田 12號春山 13號錫山

Ｂの鹿児島周辺�図による集成版

明治 29 年製版 歩兵第 23 聯隊石版

とあり

500× 700鹿児島近傍コピーＣ

471× 369大 野第九號九 鹿兒島 近傍

図域北西隅 260× 80± 大崎町、471× 370加世田第十號十 鹿兒島近傍圖

加世田付近のみ

471× 370谷 山第六號六 鹿兒島近傍圖

吹上浜周辺松林記號に（以下同）470× 371伊集院第七號七 鹿兒島 近傍

468× 369伊 作第八號八 鹿兒島 近傍

第四號四 鹿兒島近傍圖

東側 1/4まで計曲線入り、残りは主471× 369横 井第五號五 鹿兒島 近傍

曲線のみ

以下主曲線のみ（六〜十）

西南隅から西隣図東部にかけ急傾474 × 372鹿兒島第三號三 鹿兒島近傍圖

斜地等高線間隔省略部あり

主曲線�本のみ描入471× 371下尤田

471× 371重 冨第二號二 鹿児島 近傍

東へ貼出、河口塩田部「加治木」右上隅貼出

図との接続のため55× 70

のため10× 18

東隣図「加治木」とあり471× 369蒲 生第一號一 鹿児嶋 近傍Ｂ

西へ貼出、「水俣」図との接続上20× 23

472× 370水 俣第拾號10 加治木 近傍

東へ貼出、「市渡瀬」図との接続右下隅貼出

474 × 370大 口第八號� 加治木 近傍

急傾斜地計曲線間主曲線�本式470× 371市渡瀬第九號� 加治木 近傍

東隣図「國境」とあり左上隅貼出

（第五號）（�）欠

�〜	各図名隣接図名による─國 境（第六號
カ
）（�）欠

─山 野（第七號
カ
）（	）欠

北隣図「山野」とあり

472× 370横 川第三號� 加治木 近傍

牧場内小径描写 南隣図「加治木」471× 370溝 邉第四號� 加治木 近傍

とあり─加治木

ヨコ×タテ(mm)

計曲線間主曲線�本式（以下同）472× 372前 目第一號� 加治木 近傍Ａ

471× 370湯野尾第二號� 加治木 近傍



えしながら伊集院に向かい、南寄りでは、鹿児島市街地

から鹿児島湾沿いに谷山に達し、ここから半島を西へ、

柳谷峠を通り伊作（現、吹上）に出る道を描く。さらに

図は、伊集院以南の薩摩半島西岸域を、東西幅をやや広

めに取り、半島中央部の山地西寄り山頂部まで、西岸か

ら描き留めて、加世田まで南下して終わる。蒲生から加

世田まで 10 面構成で、Ｂ「鹿児島近傍」と名付けられ

ている。（なお、Ａ、Ｂおよび以下にあげるＣ、Ｄは、

鹿児島付近関連図群に関する今回の報告に際し、筆者の

設けた分類記号）

全体として 20 面と、それほど図面数多いとは言えな

いが、地域的広がりでは、水俣〜鹿児島〜加世田間と

は、熊本の第�師団迅速測図作成域の中心部にあたる、

熊本〜福岡間、あるいは、久留米〜長崎・佐世保間に距

離として匹敵する。それにしても、鹿児島市街地はずれ

に新たな駐在聯隊を設営するため作成されたと見られる

図群が、熊本側の水俣から開始されて、鹿児島市街周辺

に及ぶのは当然としても、さらに進んで薩摩半島西岸の

吹上浜域を広く図域としているのは注目される。

以上Ａ、Ｂ両図群のうちＢの「鹿児島近傍」10 面の

図域構成、各図名について清水靖夫氏が全国分布迅速測

図の一群として紹介されており、さらに、その第�号

「蒲生」図に隣接図名として東隣に「加治木」とあるこ

とから、Ｂとは別の図群「国分近傍」を予想されている

�。しかし、この「加治木」図を含む一群の図は、上記

のように、水俣から加治木に達する 10 面の「加治木近

傍」図であり、河内氏旧蔵図中にこれを見出し、欠図�

面を含め各図名を列記する程度の、ごく簡単な、この図

群紹介を施した。その際、Ａの「加治木近傍」の付番に

錯簡があるかとしたが�、今回それぞれの図の番号表示

部分が貼付されたものではなく、図郭外に印刷された、

本来の形のままのものであり、図郭外周囲裁断時に、図

番の異動はあり得ないことを確かめたうえで、図�のよ

うに、多少のズレを含む各図の位置を描き、右行から左

行に、各行北から南への順で付番してみると、欠番�〜

	を含め、矛盾なく付番できることが分かった。錯簡か

と思わせたのは、Ａが、水俣から加治木へのコースを描

くのに、その付番順がこれに関係なく、一般的位置関係

にしたがっていることに対する理解不足であった。

一番北の図「水俣」が「第 10 号」で、続く南の「市

渡瀬」が「第�号」とされ、さらに南に欠図の「山野」

があり、そしてその南に「第�号大口」図がくるという

付番は、図�のようにそれぞれの位置に並べてみると、

変則的ながら、行の相違で、�図中で一番南の「大口」

が右端行で、その左側行にあたるのが「第�号市渡瀬」

で、そのさらに左側行が「第 10 号水俣」であり、これ

らを順に、�、�、10 とするのは、付番順として自然

であることが、図�のように各図の分布、その配置を描

くと、明らかになり、錯簡とした思慮不足を思う。�号

の「市渡瀬」の東側に、欠図ながら「国境」図のあるこ

と、どのような順序になるのか、最初から図にして、全

体を見て判断すれば、その付番順が早く理解できたとな

ろう�。

ところで、Ｂ図群には、図�にＣの「鹿児島近傍」と

称する、Ｂとそのタイトルを同じくする、Ｂ図を鹿児島

市街地周辺に限り集成した図がある。「第�号鹿児島」

「第�号下荒田」「第�号横井」「第�号谷山」の�面分

を合わせ、東側の�、�号の海の部分約半分を削り、ま

た西側の�、�号のそれぞれ西半、伊集院と伊作への連

絡路のみ描く部分の途中までで終らせる図域のもので、

コピー図によるから一枚ものか�面貼合わせであったか

不明のものである。ただし、Ｂ図�面それぞれの接続面

が分かるばかりか、図描もＢとまったく同じであり、接

続部分からＢ図の部分集成が明らかである。

そのうえ、いまＣ図の存在は、筆者の知るＡ、Ｂ両面

群とも周囲裁断図で、図外注記の近傍名および号数はそ

のまま残されているが、図名は、図裏に貼付されていて

も、作成機関名や作成年代注記は見られないのに対し貴

重である。すでにＢ図群の存在を紹介された清水氏も周

囲裁断図によられたので、確かな作成年代に言及されて

いない。と言うのは、Ｃ図には「明治二十九年製版 歩

兵第二十三聯隊 石版」と図外注記が施こされ、これに

関連して、Ａ、Ｂ両図群の作成年代の推定が可能と言え

よう�。

なお、測量年代に関して、地形図集成の「日本図誌大

系」に補図として、Ｃ図の部分が出ており「明治 22 年

測」とあることで�、この年がたぶんＡ、Ｂ両図群の測

年にあたるとなろう。

ただし、Ａ、Ｂ両図群各図がペン書きおよび明朝体風

注記文字使用図描を取るのは、Ｃ図が注記する「明治

29 年製版」と相応じ、明治 20 年前半期発行�師図の筆

書き体図描ではないことから、明治 30 年代前後期発行

図を物語る。測年と製版、発行に至るのに間隔をおいた

ことが想定される。

さらに付け加えると、Ｃ図で作成部署が「歩兵第二十

三聯隊」とあることは、熊本の第�師団所属の当時熊本

駐屯聯隊の作成で、鹿児島駐屯の「歩兵第四十五聯隊」

によるものではないことを物語る。この点は、Ｃに限ら

ずＡ、Ｂ、Ｃ、一揃いとすると、多分いずれも歩兵二十

三聯隊の手によるとしてよかろう。そして、測量年は製

版年から少々前に考えるとき、熊本近在の「第六師団司

令部」作成とする図群と同時期のものと見られる。さら
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に、Ｂの「鹿児島」図中、当然Ｃ図描にも、鹿児島市街

から少々離れた甲突川の谷裾に、聯隊兵舎の建物群と旗

印の記号とが描かれ、隣接地には「練兵場」「射撃場」

の注記を見る。これらは、測量原図に描かれなかったも

のを、図発行時に発行目的の中心課題でもあることか

ら、後に描入されたと見る。ただし、「歩 45」という具

体的注記のない状況は、鹿児島駐屯聯隊設定準備中で、

既設の熊本駐屯聯隊、この場合は歩兵 23 聯隊の予算に

より、熊本方面から鹿児島に達する行軍路として測量さ

れていた路上測図、これに加えて清国およびその周辺に

進出してきた、ヨーロッパ列強海軍の威嚇行動地点とし

て、日本の西南端で直接東シナ海に面した薩摩半島西岸

に続く吹上浜を想定し、その防衛用図としての鹿児島か

らの路上測図、そして、聯隊駐屯地周辺図に鹿児島市街

地周辺図を重ね合わせた図を、他地域の例と同様に編集

したものと考える。

以上、全般的作成状況を述べることから、以下、一歩

踏みこみ、各図群の特色に立ち入ろう。

�．両図群の図域構成差

Ａの「加治木近傍」10 面の分布、各図の接続、そし

てＢの「鹿児島近傍」10 面の同様の状況から、鹿児島

聯隊の創設駐屯にあたり、どのような目的をもち、作成

されたかを、図群の分布構成そして図描内容から考えて

みよう。

Ａは、肥後の八代海沿いの南端近く、薩摩境に接した

水俣川河口の街道上大きな村落「水俣」からはじまる。

当時の鹿児島への熊本からの街道は、この水俣から海沿

いに南下し、国境を越して米
こめ

ノ津港から出水
いずみ

平野に出

て、先の阿久根からまた海沿いに、川
せん

内
だい

川の河口に達

し、それから少々川を上って、川内平野に入る。進んで

串木野で海に接した後、薩摩半島の根元を伊
い

集
じゅう

院
いん

から

横断して、鹿児島湾奥の鹿児島市に入る。

これに対し、Ａ図の描くところは、水俣から内陸に向

かい、水俣川を上り、肥薩国境を越えて、直線的に南下

する道にしたがい鹿児島湾奥の加治木までである。少々

詳細に述べれば、国境を越す�つの山越え道を描き、川

内川の上流、大口盆地に入り南下し、霧島山の西麓を通

り、加治木に下る。これから先はＢの図群にうけ継が

れ、鹿児島湾岸の台地崖下道によらず、シラス台地上の

道に沿い鹿児島市街地に及ぶ。このような、水俣から鹿

児島まで、図�の表示状況から、当初は県庁所在地鹿児

島への行程図として、早く明治 22 年測量されていたも

のを、そして恐らく測量原図のまま、発行されずに置れ

ていたのを、鹿児島に聯隊駐屯決定時に、だいぶん時間

を置き、発行された。それはまさに、熊本の師団司令部

から近く駐屯する鹿児島聯隊への連絡路を描いた、軍用

簡測図にほかならない。この間の行軍案内図と言えよ

う。

一方、Ｂの「鹿児島近傍図」10 面の図域は、その前

半となる、蒲生から鹿児島までの図では、Ａ図群に続

け、鹿児島への行程図として描かれていると見る。そし

て、その後半と言える、鹿児島から加
か

世
せ

田
だ

までの図で

は、何を目的として図化したのであろうか。

ほぼ同様の図域構成による、�万分�正式測図では、

迅速測図の作成からそれほど経過していない、明治 35

（1902）年測では、鹿児島聯隊所在地を中心とする四方

を図化するが、薩摩半島西岸は描かず、その途中山越え

部分までとする。（図�。Ｄ図域参照）

したがって、迅速測図作成時に必要域であったこと

と、それからあまり時間がすぎない時には、図域外とさ

れたとなる。考えられることに何があるか。

薩摩半島西岸、北は伊集院の西南「日置」から、南

は、万瀬
まのせ

川口に至る奥行きのある砂浜続きの「吹上浜」

を、所々に松の生える浜辺として描くだけでなく、その

東側集落の点在する平地を、さらに東の山地を含め、Ａ

の山越え行程図の街道左右に限る、路上測図の狭い図域

に対し、鹿児島市街周辺図の図域の広さに続く、幅広さ

を第	号から第 10 号に至る�面が共通して保っている。

鹿児島駐在予定聯隊から、吹上浜へのコースが�つ細々

と記入されるが、少々遠方にあたる場所だけに、理解に

苦しむ。

考えられるひとつは、鹿児島聯隊の演習場候補地とし

吹上浜およびその周辺農村地域があげられてのことであ

る。もうひとつは、吹上浜をひとつの国防線とみなし

て、鹿児島聯隊の防衛拠点として詳しく描いたかであ

る。明治 20 年代当時、清国やヨーロッパ列強勢力に対

する海軍力への警戒は当然であろう。くり返えして強調

するところである。

演習場候補地としては、近くのシラス台地上に予定変

更され（吉野原陸軍演習場）、一方、敵国上陸想定地点

も、東アジアの情勢変化から無用と判断され、正式図で

は図域外とされたと考えられないだろうか。

加えて、Ｃの「鹿児島近傍」集成図は、将来の鹿児島

聯隊駐屯地周辺図として、Ｂ図�面から構成されたと、

先に述べたが、野外使用が多くなる兵舎周辺の練兵場、

射撃場さらには将来完成の野外演習場、そしてそれらへ

の往復行軍、周辺地での小演習、あるいは市街地内での

移動などに、規格外の大判�面の集成図は、一般切図の

使用より、便利で利用しやすいものであったにちがいな

い。各地駐屯聯隊に、規格図の切図の外に、都市域集成
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図�

「加治木近傍」（迅速測図）の図名

および近傍号数表示例（第�号

「大口」による。図名は図裏に貼

付 50％）

■�師をはじめ各師団の、明治 30

年代発行図（再版も含め）が、

同 20 年代の筆書き体から、ペ

ン書き明朝体風字体図描に変わ

る、他地域図例とも一致する

■水俣は、「加治木」「鹿児島」両

近傍図群の分布、その図取りか

ら、鹿児島方面出入口と見られ

るが、図の右下隅に、図�の部

分を描くに止まる。それにして

も、熊本の司令部とを結ぶ行程

図は、この手前どこまでできて

いたのだろうか。日奈久〜水俣

間は知られていない

注記省略

�万分�迅速測図

および各図の測年

発行年（周囲裁断

図のため）

図� 第�号「市渡瀬」50％

水俣〜大口間 肥薩国境主副峠道

図� 第�号「大口」50％ 大口は、川内川中流域盆地の代表的集落

Ａ 「加治木近傍」の図描

──図�〜	──

平板な道沿い図描（路上測図）

図� 第 10 号「水俣」50％
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第�号「湯野尾」50％ 図� 第�号「横川」50％ 図�

■右図 「加治木

近傍」のうち唯

一測量原図の松

林が、正式図採

用の（明治 24

年所定）鍼葉樹

林と混在する図

（図	）

第�号「蒲生」50％ 図� 図	 第�号「重冨」50％

▼B｢鹿児島近傍｣の図描

─図�〜 14 ─

■中段 「鹿児島近傍」

では、寺名および神

社の類別を注記する

例（図�）「避病舎」

（院）の表示（図�）

が目立つ

■下図 水俣から鹿児

島の西先き迄、計曲

線入りが、その先は

主曲線のみの図描と

なる。等高線の濃淡

でその境目が分かる

（図 10）

図 10 「横井」50％

■左図 街道から

分れる小径の先

に、行先注記が

あるのも路上測

図 ら し い（図

�）
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図 12 第	号「伊集院」50％

明治 22 年測（測量原図）の残像

右上（図 11）測図記号の「松林」と明治 24年所定�万

分�記号の「鍼葉樹林」が「横川」図（図	）以

上に混在し、旧記号部分が多い

左上（図 12）中（図 13）薩摩半島西岸「吹上浜」の

「松林」分布の特徴が一目瞭然。その疎密分布も。

さらに下 （図 14）周辺山中にもこの記号が広く

見られる

図 11 第	号「伊集院」原寸

図 13 第�号「伊作」50％

Ｂ 「鹿児島近傍」の図描（つづき）

──図�〜 14 ──

図 14 第 10 号「加世田」50％



図あるいは大縮尺特定図が見られることから、市街地案

内図を兼ねた、利用頻度の高い図が軍用図として編集さ

れていたことである。（具体的図例、�項末尾に列記）

�．両図群の図描差

熊本方面から鹿児島に達する、ほぼ直線コースを描い

たＡの「加治木近傍」図群と、これに続けて、加治木か

ら先を蒲生、重富から鹿児島の駐屯予定地周辺までを描

き、さらに西へ進み、薩摩半島西岸の吹上浜付近に及ぶ

Ｂの「鹿児島近傍」図群との間に、迅速測図の図描とし

て、簡易図描の共通点はさて置き、鹿児島聯隊駐屯を前

に、作成された共通目標のもとに、Ａ、Ｂ両図群で相異

するものには、何があるだろうか。

Ａでは、熊本県の水俣から、海沿いでなく、直に山越

えで「大口」「横川」「加治木」経由で鹿児島に向かう、

図�の中で特徴的な図の接続、すなわち 10、�、�、

	、�、�〜�というぐあいの、きわめて縦長な図域を

取るところから分かるように、往復する道路を描写した

路上測図となる。しかも、描かれる範囲は、往復する道

路の左右、目の届く部分に限られた簡易表現形式図であ

る。

道に沿い点々と黒描家屋による集落を記入するが、

家々の数がまとまった形のところにしか集落名は注記さ

れない。道沿いに家々が、ほぼ途切れずに続くが、この

状況に対し、集落名の間隔は大きい。（図�、	）

そして、家屋記号の点在に比べ、沿道の寺社記号は至

極まばらで、しかも、寺名や神社名（類別注記、八幡宮

など）注記は、まったくＡ図群に見られない。この沿道

には名を注記するに値する規模あるいは格の寺社がない

ことによるのだろうか。（図�〜�）

道の両側を、ごく限られた狭い範囲の図描に止め、担

担と谷間沿いの道が、ところどころ小さな峠を越して、

内陸部を横断する。各地へ分岐する小径の多くには図描

外とされた主な集落に達する、行先注記が付く。水俣〜

鹿児島間街道沿い描写という限定にともなう、特定注記

となろう。この途中分岐道路に付された行先注記、特定

村落名などの表記は、地域を貫く街道と周辺各村落との

当時の中心とされた連絡路の存在、そしてその案内が施

される状況を生んだ。どの道が、街道から少々離れた周

辺代表的集落との出入口となっていたか、それを知らせ

続けてくれる。街道とその集落との間での最短距離の小

道が該当すると予想できるが、未測地の多い路上測図な

どで、当時の人の流れのありかたを予測できる手掛を与

える巧まぬ図内の注記である。

以上述べたように、Ａ図群「加治木近傍」は、鹿児島

へ往復する道の、水俣〜加治木間を、図描外主要村落と

の連絡路分岐点を含め、左右目の届く範囲の地形を表現

し、ごく簡略に図化した、この地域独自の地名類を別に

すれば、この図群なりの特性を見出しにくい図描のもの

といえる。

これに対し、Ｂ図群はどうなのだろうか。Ａ図群の主

題にあたる連絡通路を表現する場所が、Ｂ図群全体 10

面中、�面分のうちに含まれるとはいえ、この図群で

は、比べてやや広い図域を持つ各図のほうが図面数も多

くしていることから（鹿児島市街地周辺�面、薩摩半島

西岸吹上浜周辺�面）、それらの部分、�つの地域を描

くことに焦点があったとなり、Ａ図群の各図およびＢ図

群中の連絡路表現図は、Ａ、Ｂ両図群を作成した、�つ

の中心に導くための図である。このように見ることによ

り、「加治木近傍」図群と、「鹿児島近傍」図群とは、各

図の図域の取りかた、�本の街道沿いに細長く、かつ幅

狭く図域を限ったものと対照的な幅広さを印象付ける

「鹿児島近傍」図群中の、�．鹿児島市街地周辺、�．

薩摩半島吹上浜周辺を、はじめて地形図として描こうと

したことが考えられる。

中心図描が、Ｂの「鹿児島近傍」図群のほうに認めら

れるためか、Ａ図群の単純、簡略な図描に比べ、いささ

か詳しく表現されていると言うか、特徴ある図描が認め

られる。すなわち、寺社に固有名詞付きが見られるよう

になることに気付く。Ａ図群では寺社記号に止まり、そ

れぞれの名称を表わす注記は見られなかった	。

さらに注目されるのは、「避病舎」または「避病院」

と注記される黒描家屋記号が、Ｂの多くの図中に表記さ

れることである。

その上興味深いのは、樹林記号のうち「鍼葉樹林」を

表わす（現、針葉樹林）、鋭角の三角マークの下に点を

あしらう記号が、Ａ図群からＢ図群の鹿児島付近まで共

通するが、その先すなわち西方の薩摩半島域各図の表現

として、「矮松地」（明治 24年所定）、あるいはそれ以前

の測図記号上の「松林」を指す記号に代ることである。

Ｂ図群中の「下荒田」（第�号、「鹿児島」の南隣図）に

は、鹿児島湾沿いに針葉樹の全体的分布（松林カ）状況

にあるが、「横井」（第�号、「鹿児島」の西隣図）のば

あい、鹿児島市街寄りにあたる東側�／�までとなる。

その先、さらに西の「伊集院」（第	号、「横井」の西隣

図）では、伊集院集落西側山地の斜面に僅かに見られる

に止まる。

それにしても、なぜ鹿児島市街の西から、これを図に

より詳しく言えば、薩摩半島の西半「横井町」や「谷

山」の西から針葉樹中の「松」を強調することになった

のだろうか。松、杉、桧などを一まとめに表わした「鍼
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図 16 明治 22（1889）年の鹿児島市街（陸軍施設は後補描入）

「鹿児島・下荒田」明治 22 年測同 29 年製版 歩 23

63％

鹿児島市街地の拡大と注記変化─図 16〜 19─

〈明治 22（1889）〜昭和	（1932）〉

鹿児島市街地は、当時甲突川北岸までで、川を越え各街

道沿いに、市街先端が見られる。しかし、北岸河口付近

には、なお水田、塩田、そして広大な墓地がある街はず

れであった。手書きらしい荒い図描であるが、町名の描

入では、昭和 7年修正図（図 19）の注記数に匹敵する。

甲突川沿いの陸軍各施設は、製版時に補入されたと見る

図 15

「鹿児島近傍」（迅速測図）の図

名および近傍号数例（第�号

「鹿児島」による。図名は図裏

に貼付。50％）

なお、児、第、号を異体字で

手書きの図が含まれる
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明治 35（1902）年の鹿児島市街地 図 17

正式�万分�図、明治 35 年測で精密な市街地描写に向

上したが、町名の描入は省かれた。この状況は大正�年

測図（�万�千分�）にも継承される。

明治 42 年、熊本方面との鉄道全通を前に、船車連絡施

設設定のため、鹿児島駅の海岸一帯市街地を明地とし、

防波堤、埋立地も整備された。一方、甲突川河口先左岸

地に、水田、塩田、そして墓地先に新市街が形成された

「伊敷村」「鹿児島」明治 35 年測同 43 年陸軍用地修正 陸測 63％
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図 18 大正�（1916）年の鹿児島市街地

「鹿児島北部」「鹿児島南部」�万�千分� 大正�年測 陸測 約 80％

鹿児島市街に北から入っていた鉄道が、大正�年西へも路線を伸ばしはじめた。当

時の川内線、のち海岸沿いに延長され鹿児島本線となる。そして、甲突川南側水田

地に武
たけ

駅（のち西鹿児島、現、鹿児島中央）が設けられ、市街地が川を越し本格的

発展開始となったことは、この水田域に対する区画整理の状況から分かる。ただ

し、当時をしめす図には、なお、明治 35 年測当時に加え、港湾施設の整備を中心

とし、町名の描入には至らなかった。そして甲突川河口北側域には、水田が僅かに

残り、家々に取り囲まれた墓地も見られる
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昭和	（1932）年の鹿児島市街地 図 19

「鹿児島北部」「鹿児島南部」�万�千分� 昭和	年修正 陸測 約 80％

明治 35 年測を当初とする正式地形図は、それ以前の明治 22 年測迅速測図の市街地

域内町名注記並み描入を、ようやく昭和 7年修正時に実施する。

その頃の市街地は、甲突川南岸域をほぼ埋める。武駅は西鹿児島と改称（昭和�

年）され、駅東側には人家密集域も形成され、市内電車線も駅前に達した。この南

岸域の区画整理は、北は兵舎に近い永吉町から、南は二軒茶屋まで拡大された。一

方、河口先北岸の水田も広大な墓域も市街地に整理され、塩田も沿岸工業地化して

いる。また、市内電車谷山線に平行して、鉄道省の指
いぶ

宿
すき

線が分岐し、分岐部に鉄道

省の工場も見られる。

なお、図中道路上に見られる濃い線（赤インク線）は、図の旧所蔵者が、鹿児島聯

隊在営中のあるとき、市内から周辺にまたがった行軍路をしめす



葉樹林」記号による統一的表現を、途中で改めたのは、

松林を中心とするこの地域森林の分布特性を表現した

かったのか。とくに東シナ海に面する砂浜、吹上浜辺

は、大小の松茂るところで、杉や桧でないことを描きた

かったのか。あるいは、この表現を取る各図を担当した

将校あるいは下士官が、敢えて、この「松林」記号を選

択したためであろうか。そうでなくて、ここの測量原図

が、明治 22（1889）年ということを念頭に置くと、そ

の図描には「鍼葉樹林」「濶葉樹林」とに分ける、現用

森林地記号成立以前の、「測図記号」による時期にあた

り、したがって「松林」「杉桧林」（以上、現、針葉樹林

に相等）そして「諸樹林」（現、広葉樹林に相等）に分

けて表示されていたと見られる。

そして、鹿児島聯隊設置駐屯にあたり、Ａ、Ｂ両図群

作成時に、水俣〜鹿児島間では、測量と図発行との時間

経過から、新たな、明治 24年制定記号に改めて描いた

と考える。一方、鹿児島から先は、原図のままとされ

た。正確に言えば、伊集院の街の西側、寺社のある斜面

の狭い範囲に、「鍼葉樹林」が描かれているのは、「杉桧

林」を描き直していると見られる。広い範囲の「松林」

は元のままとした。場所により記号が相違したのは、全

体を記号統一する時間がなくて、鹿児島から先はほぼ古

いままとしたか、あるいは、作成目標の違いを表わそう

としたかったのか。

なお、鹿児島周辺の正式�万分�図、明治 35（1902）

年測で、比較できる範囲の、11 号「小山田」、12 号「春

山」、13 号「錫山」各図には、鍼葉樹林が続くにすぎな

い。とすれば、このＢ図群迅速測図の記号選択にともな

う図群特性となろう。そして、避病院の注記と古い記号

の松林記号の残存とに、Ｂ図群図描上の特徴があげられ

よう。

�．鹿児島市街地の図描

Ａ、Ｂ両図群合わせての、細長い図域構成から（図�

参照）、ほぼ南側に中心があると感じても、そのどこに

あるか、定めにくい。各図の図描幅から�つの中心域が

あったものとしたが、中でも、聯隊駐屯予定地の鹿児島

市街地周辺に、その大きな�つが考えられる。そのこと

はすでに触れたが、Ｂ図群中の�面から集成した図、Ｃ

図の存在することで（図�）確かめられよう。参考まで

触れれば、鹿児島周辺の正式図群の図域構成を眺める

と、鹿児島聯隊駐屯地を中心とする四方としていること

が明らかである（図�。Ｄ図域参照）。

ところで、当時、明治 22（1889）年測量時の鹿児島

市街地の範囲は、「甲突川」を南の限りとし、北は、

「磯」集落に山越（鳥越）する手前をシラス台地から流

れ下る「稲荷川」（迅速測図では無名）の谷間、台地直

下から河口までであり、そして「甲突川」を越えた、西

や南には、市街地の延長の町筋が�本の街道沿いに、甲

突川三角州の水田地のなかに伸びている程度である。西

へ伊集院に向かう道筋では、台地へ上る谷間奥止まり

（水上坂の手前）で、南へ湾岸沿いでは「郡
コーリ

元
モト

（迅速測

図には地名注記なし）で�本になり「谷山」へ向かう

が、一緒になる手前の「下荒田町」までで、その先は、

台地下の水田地続きの松林越しに海の見える家並みまば

らな道が続いた。（図 16）

この「甲突川」を渡った平野域の迅速測図図域外に、

現「鹿児島中央」駅（改称以前「西鹿児島」駅）が位置

する。この駅は鹿児島本線となる前の、川
せん

内
だい

線の武
たけ

駅と

して大正�（1913）年開設されたが、いま述べてきたよ

うに、山裾の武集落近くの水田地上であった。付近の町

筋を重ねてあげれば、西へ伊集院に向かう「西田町通

り」、南へ「武之橋」を渡り、下荒田町を向ける「谷山

街道」、両者の中間点を南へ「高麗橋」を過ぎ「高麗町」

を通って谷山へショートカットをはかる「中州通り」

と、それぞれ鹿児島市街の延長線が形成されつつあり、

「甲突川」を越えて、市街から右岸域を埋めようとする

前夜状況下にあったことを図が物語る。

その一方、興味深いことには、過去の街並みの名残り

が、「甲突川」河口左岸域に認められる。ここでは、な

お市街地は海岸にも川岸にも達していない。甲突川とそ

のすぐ近く東側を流れる小流、「清瀧川」との間の河口

近くには、まだ僅かであるが、水田地が残っており、さ

らに、「清瀧川」左岸側海岸近くには「塩田」も広がる。

その内側、「清瀧川」左岸から海岸近くまで、東西に見

通し、また南北には、「松原神社」から「塩田」まで、

月照墓所近くの「相国寺」を中心として、四方一面広大

な町外れの墓域を形成していた。さらに「塩田」の海寄

り「清瀧川」河口には「屠牛場」の注記も見られる。

このような状況は、「松原神社」から北へ、鹿児島市

街地北はずれであった「稲荷川」河口までの、海ぎわま

で家々で満されている様子とは、対照的と言える。

鹿児島市街の広がりかたを調べるのに、測量年代が一

番さかのぼる迅速測図、すなわち今回Ａ、Ｂ、Ｃに分け

取り上げた図群のその時期が、Ｃの集成図で得られた明

治 22 年測から、軍施設に関し、前に触れたように、測

量原図に増補修正を加え、明治 29 年製版したと考えら

れるが、これに続く明治 35 年測の正式図に描かれた市

街と変化の少ないことを基準に置き、およそ明治 30 年

前後、34年の鉄道一部開業以前にあっては、市街地は

甲突川左岸（北側）域を限りとし、しかも河口付近には

井口：鹿児島付近�万分�迅速測図群
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及ばす、塩田が広がっていた。ただ、上記したように、

右岸（南側）域にも、街道沿いに伸長しはじめていた。

その後の変化、拡大の様子は、明治 35 年測図に続き、

大正�（1916）年測の�万�千分�図、さらに昭和	

（1932）年修正図から、それぞれ跡付けられる。

この間に、甲突川左岸の市街地では、市街北端稲荷川

河口付近一帯海岸沿いに「向江町」「濱町」全域が、鉄

道用地に転用され、広大な明地となっている。（明治 34

年、鹿児島から人吉に向かい順次路線延長）35 年測に

見られる鹿児島駅周辺海寄りの空地は、大正�年、昭和

	年の図描変化で、海岸の護岸、防波堤工事の進行に合

わせて、貨物駅の充実を物語る何重もの線路の広がりで

埋められる。一方、清瀧川、甲突川河口方面でも塩田先

の海岸線の曲りを直線化する大きな埋立てが、鉄道用地

の立退きと同面積に見えるものが 35 年測に描かれるほ

か、両河口の間に、市街飛地かのような「沖之村」が出

現する。また「松原神社」から河口にかけての大きな墓

地は、大正�年図まで描かれるが、昭和	年修正図に

は、水田、塩田とともに、町場や海岸工業域に転換され

ていったことを教えられる。（図 17 〜 19）

さらに南に移る甲突川右岸（南側）河口三角州の「天

保山」（35 年測図による。迅速測図は無名地）は、「射

撃場」と迅速測図に草地を注記するが、正式図には「練

兵場」とする白地の場所である。それが大正�年図では

「陸軍所轄」地の記号に変わる。昭和	年修正図では、

その記号もなくなり、単なる草地として描かれる。天保

山のこのような変化は、歩兵第 45 聯隊兵舎から北東へ

�㎞ほどに設けられた、広大な「吉野原陸軍演習場」の

設定と関連すると思える。市街地北方に展開するシラス

台地の高度 200ｍ前後の畑地化された波打つ台状地尾根

線上の、ほぼ�㎞四方集落のない部分に設けられてい

た。現在、この台のなかを、むかしから南北に貫く道を

中心に、北は「花
ケ

棚」、南は「帯迫」、東は「菖蒲谷」、

西は「川上」の各集落に囲まれた旧演習場地と周辺畑地

は、一面鹿児島市の新住宅地化している。

ここで方向を、市街地の拡大変化から変え、これまで

比較してきた各年代図の市街地描写程度は、どのようで

あったのか、最初の明治 20 年代版迅速測図から、現在

の�万�千分�図に至る図描内容は、順次向上の道を歩

んでいると常識的には考えられるが、比較してみよう。

その指標の求めかた、各種あろうが、ここでは市街地

内の注記数からとしてみる。町筋に沿い各種の記号が見

られるが、それらのうち注記文字のあるもの、また特定

記号によらず、家屋記号あるいは町筋に注記されるもの

とが存在するが、それらの分布数から比べてみる。

数値比較は、�万�千分�昭和	年修正図で「町名」

数 32 を算える。その当初発行図大正�年図では、,で

ある。同様に、正式�万分�、明治 35 年測同 45 年修正

図でも,である。これに対し、迅速測図は 26 となる。

この事実は、迅速測図の図描の荒さと、周辺部に見ら

れる略図描から見て、市街地描の一見荒さの中に、詳し

さが盛りこまれている意外さを物語る。県都であり、聯

隊の駐屯予定地の鹿児島市には迅速測図ながら、案内図

として役立つよう、図描内容を高めていたと考えられ

る。

例えば、金沢、新発田、松江、高田（現、上越）など

聯隊駐屯都市に作成されていた、演習用図とは別の詳細

図のばあいと同じ視点にある。鹿児島では、市街地周辺

図の集成図、という方式によったとなろうか。そして、

今回取りあげた、Ａ「加治木近傍」図群とＢ「鹿児島近

傍」図群と合わせて 20 面、いずれも正式図の図描から

見て、大まかな省略図描によるなかで、手書き図描らし

さに変わりはないものの、鹿児島市街地部分の各種の情

報量は、上記「町名」表示の数の比較から、昭和�桁代

地形図と同等な詳細さを、早くも達成していたのであ

る。と当時に、迅速測図の応急作成に際し、重点図描部

分と周辺簡易図描部分とに分けることで、比較的広い地

域の図化を可能にしたことが見えてくると言えよう。

おわりに

Ａ、Ｂ、Ｃ、に分けられた、歩兵第 45 聯隊の鹿児島

市駐屯計画にともなう、熊本駐屯歩兵第 23 聯隊による、

�万分�迅速測図 20 面とその集成図鹿児島市周辺�面

が作成されていた。その範囲は、Ｄの正式�万分�鹿児

島近傍 13 面に比べ、広く取られている（図�参照）。そ

して、鹿児島市周辺と薩摩半島西岸の吹上浜地域との�

つの重点域が、図域取りの様子から認められた。

この�つの、Ａ、Ｂ両図群作成目的と言える地域が、

この迅速測図作成開始当初から予定されていたのであろ

うか。と言うのは、Ａ、Ｂ両図群各図、水俣から鹿児島

まで、等高線方式に関し計曲線入りで、共通するにかか

わらず（13 面）、それから先、横井から伊集院経由にせ

よ、また甲突川を渡った下荒田町から谷山経由にせよ、

吹上浜の南端万瀬
まのせ

川下流域の加世田、大崎に至る広い部

分の各図（	面）では主曲線のみで描かれ、計曲線は見

られない。

主曲線のみの図は、計曲線入りに比べ、簡略図を意味

する。とすれば、図描段階で�つに分れていることであ

る。水俣から鹿児島周辺までと、その先吹上浜までとで

ある。これは、熊本方から聯隊駐屯予定地の鹿児島まで

とその先簡略図域とに区分されていることで、このよう

帝京大学文学部教育学科紀要 第 33 号（2008 年�月）

− 15 −



な図描差を生じさせたのは、ひとつは、当初水俣から鹿

児島までの計画に、後からその先吹上浜までを描くこと

が追加されたことを表わすか、もうひとつは、水俣から

鹿児島まで迅速測図として当時の一定水準の計曲線入り

で進められてきたが、一定期間内に完成させるため、そ

の先部分の図描の簡易化をはかったとも考えられる。

「横井」図（鹿児島近傍第�号、「鹿児島」図の西隣の

図」）の東寄り約�／�が計曲線入りで、その先伊集院

に向かう街道筋を描く図には主曲線のみに変わる。�面

の図の途中で、等高線描法が変更されている変則図であ

る。この状況から、本来、鹿児島まで水俣からのコース

を描くことにあり、駐屯予定地周辺地形の描写を終点と

していたものに、当時の国際状勢に配慮した国防上の緊

急要請が加えられ、防衛線の図描の追加、その応急対応

を物語るのではないかと見るが、いかがであろうか。

ここでくり返えすが、迅速測図に続く、明治 35 年測

の�万分�正式図の鹿児島近傍図 13 面の図域は、吹上

浜を描かず、薩摩半島中程山地部止まりとし、全体とし

て鹿児島聯隊駐屯地を中心とする四方としていることで

も、その前に成立した迅速測図成立期の特定條件が吹上

浜まで旧図描で描かせたと言えよう。

最後にひとこと、Ａ「加治木近傍」図群と、Ｂ「鹿児

島近傍」図群とに分けられていることに触れておこう。

図�に全体の分布がしめされるが、水俣から加世田まで

ひと続きの近傍図として扱うと、忠実に付番順にしたが

い付番するとき、地域的つながりから離れた形の付番に

なることを避けて、水俣から鹿児島に向かうコースに一

応順応する付番可能なまとまりを、Ａ「加治木近傍」図

群 10 面とし、これに続けて鹿児島周辺から薩摩半島西

岸域に及ぶひとまとまりを、Ｂ「鹿児島近傍」図群 10

面とに分けることで、互いに番号順にして近隣同士のま

とまりが可能となることからと考える。（07．10．29 初

稿 11．19 定稿）
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