
福岡～小倉間の 2万分 1迅速測図
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はじめに

九州北部の玄界灘に面する福岡と小倉とは、70kmほどの距離で、隣り

あわせの聯隊所在地であった。この間の道は筑紫山地に属する三郡山地、

福智山地をいくつかの峠で越えたが、海近くの山々はそれほど険しくな

かった。福岡、小倉周辺には、明治20年代のごくはじめに、2万分1迅速

測図が熊本鎮台により作成されていたと報告される。しかし、両近傍図群

の図域は接続せず、その中間地域にあたる三郡山地域には、福岡～小倉間

連絡路を描く図は知られず、2万分1迅速測図の未測域とみなされてきた。

ところが、この2万迅測図の空白域を埋める、現在の九州自動車道と国

道3号線との中間を通る道を中心に描かれた図が、じつは、両近傍図群と

それほど年数を置かずに、別図群として作成されていたことが確かめられ

た。以下その報告をするとともに、この図群独自の緩やかな接続方式をは

じめとして、その特色のいくつかに触れ、これまで機会あるごとに取りあ

げてきた、地域作成迅速測図の特色が、さらに認識を得て、日本の近代的

実測図のもった多様性を明らかにすることになればと思う。

表題で、福岡～小倉間とする一方、いまその福岡寄にあたる三郡山地域

の図の存在というぐあいに限定してきたが、両近傍図群外となる部分を詳

しく表現すると、海寄の三郡山地越え区間となる。すなわち、福岡の東北、

香
か

椎
しい

宮の鎮座するところの背後、北側で目立つ「立花山」（367m）あたり

から北の部分で、その一方は、三郡山地を越えた先の、直方
のおがた

平野を北流す

る遠
おん

賀
が

川の左岸、直方からすぐ北の「植木」から西の区間を、やや北へ迂

回する当時の主要路に沿い、30kmあまりを描く。
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報告されている図でこの区間をしめせば、2万迅測「福岡近傍　第壱号

香椎」（明治26.9 発行　第 6師団参謀部　補図を加えて9面構成）図の北

側からと、同じくただし通称小倉近傍「甲第十号　木屋ノb村」（明治

21.1 製版　熊本鎮台参謀部による　10面構成）図中図化域西方（この図

の図化部分は、図郭に対し右上隅の小部分である）との間を、6面で表現

する。

九州駐在の陸軍は、熊本を中心としてその四方に、営々と迅速測図網を

作成してきたが、これまで小倉周辺に、早い時期の測量による図のあるこ

とは知られていても、師団の置かれた熊本から連続する図域は、2万迅測

は福岡辺までとみられてきた。その分布を入念に追跡され、復原に努力さ

れた清水靖夫氏も、この福岡～小倉間については、5万分1迅速測図で曲

りなりにも接続することをあげられたが、2万迅測に関しては触れられな

い。該当地域の一部をしめす「青柳附近図」の存在することはしめされた

が、なお詳細不明図群のひとつとされた（清水　1988）。

この状況に対し、近ごろ筆者は福岡～小倉間に、2万迅測存在の可能性

を、明治26年発行の2万迅測福岡近傍図「一覽表（図）」上の注記に「第

一号　香椎」の上部に小さく見える「青柳附近圖第三号立花山ニ連接ス」

とあることから、簡単に触れたところであった（井口　2001）。

そのようなおり、裏付ける現図6面に親しく接することができた。加え

て近ごろ、これがどのように両側で接続するか、福岡側を別にして、小倉

方面が不確実のところ、その必要図の提供も得られ、確認できたので、今

回の発表をする次第である。

Ⅰ　その図域と作成時期

とりあげた連絡図6図間の接続、および既知の両近傍図群との接続、そ

して各図域の概略は、図1のようになる。またこの6図の諸要目は、図1

の付表 1のなかに、A1～A3、B1～B3としてしめした。なお6図をA、

Ｂと両図群に分類したのは、その接続のしかたから、2種類に分けられる
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とみたからである。そして付表2に、これらA、Ｂ両図群がそれぞれ接続

する、既存図の諸要目を参考までにあげた。左表の1から 5は、「福岡近

傍」（明治26年発行　2万迅測）図群中、A図群の接続上関連する図のば

あいをしめす。右表の甲3から甲 10は、同様にB図群のそれとしてであ

る。なお、甲3と甲 6との間に太線を入れたのは、同じ通称「小倉近傍」

図群扱いでも、当初作成分（明治20年製版）と、その増補域分（同21年

製版）との区別をあらわす。そして「福岡近傍」図群の先行図の一部にあ

たる、明治21年版の「箱c」図も一種の既存図となるが、A図群と「福

岡近傍」図群との接続、いいかえれば、福岡北方での図の増補、未測域解

消は、どこからとみられるか、その判断材料を提供するので、C1として

扱った。（「第二号」であるが、いま21年版として、接続図を他にもちあ

わせない）

つけ加えれば、A1～A3、B1～B3の付番は、手にした連絡図6図に付

された番号順にしたがう。A、B間で付番順が相違する。B1～B3には順

に「福間」「赤間」「植木」の図名をもつが、Aのばあいと同様に近傍名は

みられない。そしてAでは、A1、A2とも「青柳附近之圖」であり、図郭

外に「第一号」「第二号」と区別表示があるにすぎない。その上「第三号」

では「立花山近傍之圖」となり、統一されない。そのためか、当初所有者

の裏書きの区分表示も少々混乱し、結局、イ、ロで区別している。通常の

図命名法を頭に描けば、A3の図内に青柳が描かれるのに、そこを「立花

山近傍之圖」としているのは、A1からA3まで全体を「青柳附近之圖」

とみていたと考えられる。その中で注目された「立花山」が描かれる部分

なので、このように、「第三号」を命名したところであろうか。いまA1

～A3を「青柳近傍」と仮称してよいと思うが、A3を「立花山」図とす

る以外は、A1、A2の付番に以下したがう。

また図1で、A、B両図群にしめされた、当時の福岡～小倉間の主要道

路を細線で表したが、脇付けのイ、ロは、それぞれ小倉街道、青柳道（街

道）の、福岡側から赤間までをしめす。（ハは笹栗
マ マ

街道で、参考までであ

る）香椎の先から海側をイ、山側をロが通る。赤間から東へB図は、猿
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田峠越えをし、下り道の途中で二手に別れ、ともに植木に達する経路で描

く。なお、小倉街道のひとつは赤間から北へ海老津に越し、芦屋、若松と

進む。赤間～芦屋間に別の図があったかは不明である。

さて、両側既存近傍図域に対し、作成時期からみた前後関係は、それぞ

れ現図にしめされるものからどうであろうか。これも図1の付表で明らか

なように、福岡および小倉周辺の図ができて、その後にこの間を連絡する

必要域に限られた図ができたことを物語る。福岡、小倉両周辺地域の測量

年は、ともに明らかでないが、その製版年は、福岡側で明治21年 3月と

あり、（C1による）一方、小倉側でもほぼ同時期の、明治 21年 1月とす

る。（連絡図と接続する側の、甲6、9、10各号による）いずれも熊本鎮台

参謀部による図である。

これに対し、福岡寄のA図群は「歩兵第24聯隊測量　明治23年 5月製

版　第 6師団参謀部」と見え、小倉寄のＢ図群には「明治 22年 8月歩兵

第 24聯隊測量　第6師団参謀部印行」とある。このため、両図群間での

先後関係を正確に比較し得ないが、いずれにせよ、連絡図の元になる福岡、

小倉両近傍図が発行された明治 21年より後の、わずか 1～ 2年のうちで

あったとなる。

ここで、後補図の測量地域、作図開始域が、明確でない福岡側について、

少々注意してみよう。と言うのは、明治26年版の福岡近傍図第1号「香

椎」図とA3の「立花山」図（「立花山近傍之圖」を以下略称）との間は、

図1にあるように、南北の位置関係で一部重複するかたちを取る。このば

あい、「香椎」図側は北側を限る図郭線まで、完全に図化されている。対

する「立花山」図では、南側図郭線に沿い 2～ 5cmほどの、多少出入り

する空白帯がある（144ページ図7）。

試みに、図1にC1として表示したような図郭をもち、西側の海域は別

として、その図郭内に三方未測域の空白がある、明治21年版「箱c」図

の北側部分と、「立花山」図の海岸寄図化域南側とを合せてみると、ほぼ

一致することが分かった。「箱c」図の東隣図の状況に接していないので、

完全に証明するには至れないが、「立花山」図側にしめされた図郭線内側
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の図化線以北が、今回とりあげた福岡～小倉間後補の連絡図、A、B両図

群測量域あるいは新規図化域の南限、福岡側開始線を示唆する。一方この

ことは、明治26年版「福岡近傍」図群編集時に、全体の図郭取りにあた

り、後補図域も一部取りこまれて、その「香椎」図では、測量年の異なる

境界線は判然としない状態となった。いま、21年版「箱c」図と、23年

版の南に空白部を残す「立花山」図を比べることにより、福岡～小倉間後

補図域が、年代的に矛盾することなく、ほぼ確定できたといえよう。小倉

側をここに取りあげなかったのは、福岡側とはちがい、遠賀川を境として、

従来図は右岸の「木屋瀬」まで、一方後補のB図群が左岸の植木からと

いうぐあいに、その接続の細かい点を別にすれば、一応明確のためである。

（144ページ図7, 8及図9, 10参照）

なお、くりかえすが、先後関係不明とみたA、B両図群の作成年代につ

いては、Aが明治23年 5月製版で、Bが同22年 8月測量とあるが、それ

ほど広い地域でもない両図群であり、同じ歩兵第24聯隊の測量地とする

と、両者同過程のものを、2通りの表現に分けたとも推定できる。

ただし一方で、A群とB群との接続のあり方は、至って特殊である。

A1、A2とB2、B1との間で、広い重複図域がある。その上、A図の図化

域をほぼB図が取りこみ、さらに広い図域をもつ。BはAの既測域を含

め、その未測域を図化している。このばあい、通常、A図群よりB図群

は、少くとも図化した時期が後とみるのが自然であろう。もし広い図域の

ものと狭い図域とが、ほぼ同時期2種類作られたとなると、それは連絡図

としてではなく、別の目的を考える必要がある。

Ⅱ　AB両図群に生じた図郭の傾き・図域の相違・重複図域

ここで、至って特殊とみた、A、B両図群間の接続の仕方について、

少々分析をしてみよう。なにかが見えてくることを期待したい。

接続するA、B図相互で図域が相違することを今あげたが、このことは

後で触れるとして、その前に、図1の表現で分るように、双方の接続する
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部分で、その図郭取りの相違に重ね、方位基準のズレがはっきりしてくる。

B図群がほぼ一線上接続をしているのに対し、その図郭取りから明らかに

なるのだが、A図群は、少々左下りで、かつ南側にズレて重なる。逆に言

えば、B図群はA図群に対し、右下りで北寄にズレた図郭を選ぶ（図1, 2）。

その上に、前記のようなA、B両図群の接続部分で、A1、A2の図域は

B1、B2がしめす図域の一部に限られるということが生じている。しかも

狭い図域構成となるA1、A2は、当然未測部分をしめす空白の多い図とな

るが、中でA1図は、図郭左下隅にのみ描かれる。A2図との接続する側

の延長図域を表現するに止まり、この図郭選択を疑うような空白域の目立

つ図である。以上、A、B両図群接続部分にみられる、3つの問題点をあ

げた。図1に、このことを伝えるa, bの付号を入れたが、図が小さくて上

記3点が把握しにくいと思うので、部分拡大図、図2としてしめした。

それにしても、このようにわずかな図面数でたりる連絡図域でありなが

らも、図郭方位の相違する図群の接続、そして接続部分に見られる図域の
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相違に加え、A図群に生じた図郭に対する図域の片寄りとは、何を意味する

のだろうか。さらに言えば、A図群の横長図郭に対するB図群の縦長図郭

と違っているのも気になる。このような例は、寡聞にしてはじめてである。

そこで考えられてくることは、以下のようである。AとBとの間に図

郭方位基準にズレがあるのは、基本的には、「福岡近傍」図群の図郭方位

基準と「小倉近傍」図群のそれとが、わずかに相違していたことにある。

A図群は「福岡近傍」と平行する図郭により、B図群は「小倉近傍」と平

行するそれによった結果である。A、B両者の接続部分で、少々斜めにな

ることが明確となった。その上で、重複部分をもつのはなぜだろうか。漸

次移動を含む緩やかな接続をとるのはどうしてだろうか。連絡図として、

A, B 2図群に分け、異なる図郭を選び、ほぼ中間地点で両者を緩やかに接

続させ、かつ接続部分でAが狭く、Bが広い図域を描くところに、何か

を物語る。

この福岡～小倉間連絡図は、A, B 2図群に分れるように、2段階に別れ

て作成されたものではと考えられてくる。それはわずかの年代差にすぎな

いにしても、福岡の聯隊によるから、たぶん福岡側からはじめられ、第1

段階はA図群の範囲であった。ただし、その図郭選定を含み、A1図の東

隣に、同図郭で1図加えれば、赤間から猿田峠を越し、遠賀川左岸の植木

に達することを予定していた。したがって、連絡図は4面構成の構想と思

える。そしてその半分ほどの地域にあたる、福岡側の香椎先から、青柳道

を峠前の畦
あぜ

町まで、A図群として作成した。続いて、この図に東を加える

第2段階に入り、当初予定した図郭で、予定道路筋の図化は、北側で不足

することが判明してきた。2万分1という大きさの実測図作成は、この地

域としてはじめてのことであったにちがいない。参考とした幕末期の絵図

類そして伊能図があったことと思うが、予測と実地で、少々のズレはとく

に迅速測図作成当初期では、あり得たことといえよう。それに、A2図と

B1図との図域の相違から、小倉街道沿いが赤間まで加えられているとこ

ろを見ると、A図郭選定以降の変更というか、連絡図上の改善がはかられ

ているから、図郭上の北側部分不足は避けられない。もちろん、少々の図
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郭延長あるいは北側張り出しですむ程度の範囲であった。その一方で、こ

のころ「福岡近傍」図が採用した図郭方位基準と、「小倉近傍」のそれと

の間にズレがあることに気付いた。

これらに対応して、巧みに図郭上の方位ズレを使い、A図郭で不足する

北側が図域にできる「小倉近傍」図郭と平行する、新たなB図郭を選定

することにした。「木屋ノ瀬村」図が描く西限から、弓なりの福間の海岸、

津屋崎が描ける範囲を3等分するものである。A図で途中から欠けた小倉

街道も、青柳道と合する赤間まで描入されたことは言うまでもない。さら

に少々細かいこととなるが、新たなB図郭の選定で重複部分に含まれて

しまうA1、A2図域を、相互の図郭方位基準のズレを利用するかたちで、

わずかに外していることに気付く。B1「福間」図とA3「立花山」図との

間で図描上のすき間は、西の海岸部で南北間、約8.5cm、東端では約3cm

の幅となる。このようにして、B1、B2の作成で、A1、A2が無用化する

ことを避けているといえよう。こうして、B1図はA3図とは直接接続し

ない。紙一重のところで、A1、A2各図は、B図群とは別にA図群として

機能していることをしめす。このような推測いかがであろうか。

少し角度を変え、全体の測量をおえたところで、全域を見通した上、中

間地点から福岡寄はA図郭を、小倉よりはB図郭を、それぞれ選んだと

仮定するとどうだろうか。このばあい、通常は全体に統一された図郭の選

定を前提する考えからである。多少の変化を各図が含むことも承知の上と

する。とすると、A、Bの間で、その目的に相違あることが予測されてよ

い（後述）。

ともかく、福岡～小倉間補足連絡図作成にあたり、諸條件を満たした解

決策が、現在その接続のしかたや重複ぶりから不思議にとれるが、当時と

して利用実情に適合した、合理的選択の結果ともとれる。

この結論に達するまえに、なお考えておくことがあるので、それをあげ

よう。図郭線一線上で接続させる方式では、迅速測図作成上その初期には、

無理が生じている例をみる。図郭線は、上下は平行するはずである。これ

が、「仙台近傍」図群「岩沼」図（明治25年測　第 2師団参謀部）では、
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西側図郭線の上側が、東側のそれより約2.5cm長くされた、縦長台形図域

図となっている。このように変形されたのは、この図群が明治21年測量

をはじめたとき、一方からはじめずに、離れた北側と西側とから開始した

ことに基因するとみられる。両方の図が順時作られ、最後に両者合わさる

場所の図が「岩沼」であった。そのとき北と西とでは、図郭方位基準が相

違したため、「岩沼」図をはめ込むのに、台形図域となるよりしかたな

かった。苦肉の接続も、なお歪が残り、北側図「d田」との間で、平野の

なかを一直線に走る、現 JR東北本線（当時　日本鉄道）がカーブしてい

る表現となり、これが、陸測による明治 30年縮成版 5万分 1仮製図「仙

臺」にも、そのまま引継がれる（井口　1984）。

ひるがえって、同時期の九州では、緩やかな順時移動接続方式とでも称

するものを、部分的にとり入れている。この意味を考えてみよう。

すでに、明治21年版「箱c」図が、図郭線によらぬ接続によるとあげ

た。また、「立花山」図も福岡寄の接続部は、この「箱c」図と同様、図

郭線によらない、比較的アバウトな接続によることも述べた。これに加え

れば、連絡図と「小倉近傍」図との接続についてもいえる。先ほど、この

接続ははっきりしているとしたのは、福岡側にくらべ地点として、木屋瀬

附近の遠賀川ということではっきりしているとした。しかし、ここの接続

を改めて眺めると、やはり緩やかな接続部類に入る。確かに「植木」図と

「木屋ノb村」図とでは、遠賀川が両図にあり、（「植木」図では「嘉麻川」

と注記）川の左岸近くに「植木村」集落が表示され、その右岸ギリギリに

「木屋b村」集落が見えることで、B3図と甲 10図とは、接続を果たして

いると見てしまう。しかし、よく考えれば両図は、その一方の集落を図化

するに止まり、相手方の片鱗も描入しない。両図にある遠賀川も、植木側

から合流する犬鳴川の合流点（両図とも無名）が、わずかにしめされるこ

とで、接続位置のメヤスとなる程度である（図9  10）。

このような接続で、さらに緩やかというか、大らかなものが「小倉近傍」

図群内に存在する。明治 20年版と同 21年版との間、「甲第三号　小倉」

「甲第六号　黒c驛」両図間では、最大幅5cmほどの空白（未測域）が、
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A3 2万迅測「立花山近傍之圖」歩24測 明23版 6師　図3

■共通する特色 山名注記の多さ

■相違する図描 等高線に数値入り

（A図群　図3 4）

等高線に数値なし

（B図群　図5 6）

■A図のひき写し部分があるB図群

図4と図5との部分を比較

図4
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「
青
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」
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上
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Ｂ
１
「
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」
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Ｂ
２
「
赤
間
」
同
上

本稿例示の地形図はい

ずれも迅測縮尺 2万分

1 につき図 4 以下その

表示省略　50％に縮小

A,B図群の各図描
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図7 A3 「立花山近傍之圖」歩24測　明23版　6師

図8 C1「箱c」明21版　熊本鎮台

図10
「
木
屋
ノ
瀬
村
」
明
21
版
　
熊
本
鎮
台

図9 B3「植木」

明22測　歩24 6師刷

緩やかな接続 1

先行図群との接続部分

福岡北方 図7と図 8

遠 賀 川 図9と図10
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「小倉」明20版　熊本鎮台　図11「黒c驛」明21版　図12
熊本鎮台

緩やかな接続 2

通称「小倉近傍」図群内既刊図と増補域図とにみられる空白をはさむ接続例

左右の図は双方縦の内図郭線上一線で接続する図域取りによる



「小倉」図側に残される。当初4面構成で、明治20年春季演習図として、

瀬戸内側をe田まで、「乙」「丙」各群に分れて作成されたうちの「甲」群

にはじまる（清水　1988）。これにその西側へ、甲5～ 10を増補し、小倉

聯隊周辺の演習用図群10面としたものが、通称「小倉近傍」図とみるが、

洞海湾の南北を街道沿いに、北は芦屋まで、南は木屋bまで、遠賀川岸2

地点まで21年版で描かれた。

ところが、いま見られる20年版「小倉」図が、春期演習用図構成のま

ま転用されたためか、21年版「黒c驛」図が一線で「小倉」図と接続す

るよう、図郭線まで図描されているのに、「小倉」図側には少々空白の帯

がある。この図の西端は戸畑の先「中ノ島」で終わり、対岸の若松を描か

ない。また、小倉から黒cへ山越えする街道側は、荒生田村の西で「筑前

豊前国境」の注記を最後に未測となる。したがって、洞海湾口にある若松

駅の集落は、増補の「黒c驛」図とでは中途で切られ、南の街道のばあい

「至荒生田村内」と行先注記が書かれ、隣接図名として「小倉」とあるが、

じつはその隣接図側は国境地点まで少々空白となる（図11 12）。

このように見てくると、正確な接続を一線上で、寸秒の狂いもなく果た

しかつ連続し続けるという実測切図の概念が通例化する以前、まだ実測図

作成初期には、連続部分と少々不連続部分も残るというか、緩やかな接続

も許され、不慣れで生じやすかった歪の調整部分が必要であったためと考

えられないだろうか。漸時移動的接続部分を適当に入れることで、図描の

ズレなどを補う智恵といえ、当時利用者の許容範囲でもあったろう。

Ⅲ　図描の注目点――等高線描差・詳細な山名注記

わずかの面数にかかわらず、A, B 2図群に分けられた理由を、別の面か

ら考えるため、ここで図描の特色を眺めてみよう。

等高線を描く基準は、両図群とも、とくに図郭外注記として見られない。

しかし、A図群で図郭の内外に見られる、等高線に脇付けされた数字の注

記から、10mごとと分かる（図3, 4）。これは両図群に共通するとみられ
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る。ただし、B図群では原則的に等高線の重なりにすぎない。「福間」図

で、A2図域と重複部分に、ひき写しのときの遺存のように脇付け数字が

散見するが、その独自図域はもちろん、「赤間」「植木」両図にはまったく

存在しない。したがって、B図群の等高線は、山の形の表現にすぎない。

このように、B図群が等高線の標高注記を省略していることは、軍の野外

演習用図としての條件を欠くといえ、図として規格を一段下げて描かれた

ことである。これは、行軍移動用の同じ迅測図でも簡易表現が許される路

上測図として作成されたとなる（図5, 6）。

このためか、B図群の等高線は、細線のみで、計曲線も見られない。そ

れほど標高ある沿道ではないことにもよろう。（猿田峠　88m現在値）A

図群も基本的に同様地形であるが、A3図中、主要連絡路にはさまれ、か

つ高さも目立つ「立花山」の部分に限り、40mごとの、中3本方式による

計曲線が入るが、図全体には施されていない。地形上注目すべき部分に限

る採用例として注目される（図3）。

ちなみに、接続する一方の「小倉近傍」図群では、計曲線描入不明確な

部分も含まれるが、「小倉」「黒c驛」両図では、50mごとの中4本方式に

よる。正式2万分1図発行時には採用されていた40mごとの方式に迅速測

図も通常従うが、「小倉近傍」図群は、中央による明治17年測福岡大演習

用の「豊前国豊津近傍目測図」が採用していた50mごと描入方式の影響

を受けたといえよう（図11 12）。

さて、A、B両図群に共通する注記として、一番注目されるものに、詳

細な山名があげられる。野外演習時、あるいは行軍移動時に、街道沿いな

ど左右に見える山並み、孤立丘などは、自然に目に入る大事な位置確認の

ポイントであろう（図3～6）。

他地域の迅速測図例として、たとえば「美濃国西南部」あるいは「姫路

近傍」各図群中、そのうち特定図で山名注記の多いことをあげてきた。前

者では、後の各務
かがみ

原演習場周辺 2図「鵜沼驛」「岐阜町」で、後者では、

聯隊の駐在した姫路城から見通せる範囲に多くなる傾向をもつと述べた。

その上で、正式2万分 1図がこれを踏襲せず、等高線描の緻密さに比べ、
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山名注記の少なさが目立つとした。しかも、正式2万図のこの選択は、現

在図にも大きく影を落としているのである（井口　1997）。

北九州のA、B両図群では、ほぼ全体にわたり、その上他地域例より、

山名分布密度の高いことが、注目される。同様例を他に知らない。この地

域で先に発行された「小倉近傍」図群中の「黒c驛」のばあいに、すでに

その傾向が認められることからすれば、福岡と小倉との両聯隊域を結ぶ連

絡用すなわち行軍用図として、周辺確認目標強化の証を、山名注記に求め

て、さらに聞きとり努力を重ねた結果であろう。この山名分布の多さが、

A、B両図群の図描上の最大の特色として過言ではない（図3～6）。

いま数値的に比較するため、「立花山」図図域内山名注記数と、同等地

域内正式2万分 1図域のばあいとをしめすと、52： 10という結果であっ

た。A、B図域全体には、正式 2万図が作成されなかったので、ほかに

A1、A2、B1「福間」、B2「赤間」各図中の数値のみあげれば、A1 28、

A2 23、B1 97、B2 57というぐあいである。（B3「植木」図は、分布数が

ごく限られる）（表3）

なお、この地域の2万5千分1図では、それぞれ1桁代の数値に止まる。

表3 福岡～小倉間2万迅測各図　山名注記数

図1仮番 図　名 山名注記数

A1 青柳付近之図 28
（第一号）
（第二号） ｝51

A2 青柳付近之図 23

A3 立花山近傍之図 52

B1 福　間 97

B2 赤　間 57

B3 植　木 7

表4（次ページ）

注 ＊ 「青柳」図域の大部分に「米多比」「篠栗」「箱c」各図
の一部が相等

＊＊ 字名による山頂注記も加えた
＊＊＊ 271と記すが、周辺等高線脇付け数値から誤記と訂正（図3）

― 148 ―

井口：福岡～小倉間の 2万分 1迅速測図



表4 「立花山近傍之図」山名注記中　正式2万図相等域のそれとの比較

迅測　立花山 正式 *2万相等域

実数 52 10

山名 石ヶ崎山 70m 鹿 部 山 63m ①

竹 越 山 110 嶽 越 山 119 ②

― 尾 東 山 119.7 ③

葉　　山 150 前　　岳 170 ④

立花山＊＊（字本城） 371 ＊＊＊ 立 花 山 367.1 ⑤

＊＊（字 白 岳） 310 白　　岳 310 ⑥

＊＊（字 松 尾） 320 松 尾 山 330 ⑦

＊＊（字 陣 山） 300 三日月山 330 ⑧

名 子 山 140 三本松山 149.7 ⑨

形 ヲ 山 40 牧 ノ 山 48 ⑩

各標高は、注記あるもののほか等高線のしめす数値による

Ⅳ　まとめ

以上の考察とまとめると、つぎのようである。

まず、明治20年代初頭小倉周辺に、20年版 4面、21年版 6面の合せて

10面、師団所在地熊本から離れ、孤立したかたちで作成された。この通

称「小倉近傍」図群と、ほぼ同時期に近隣地域で作図されはじめていた

「福岡近傍」図群との間を連絡する図群6面が、少くとも明治23年中には、

わずかの遅れで作成されていたことが確認できた。

これらの図は、小倉駐在の歩兵第14聯隊より遅れ福岡に設置された歩

兵第24聯隊（軍旗下賜日、明治19年 8月 17日）が測量し、熊本の第6師

団参謀部が製版、印刷している。6面の図化域は、南にあたる福岡寄では、

先に発行されていた、明治21年版「箱c」図の図化域北限、「香椎村」の
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ひとつ北の集落「濱男村」の先からで、その場所は、海寄に北に向かう

「小倉街道」と、山寄に抜ける「青柳道」との分岐点であった。この両道

沿いを北上し、赤間で両道が合わされた先は、道を東に転じ、猿田峠越え

で遠賀川域、「植木村」に達する道沿いの周辺を描く。遠賀川をはさみ、

「植木村」の対岸の「木屋瀬村」まで、東の小倉から黒cを経た、これま

た道沿いを中心とする、明治21年版通称「小倉近傍」図の「木屋ノ瀬村」

図があった。

くりかえすが、明治21年現在、軍が駐在する小倉と福岡両周辺域に簡

易実測図はできていたが、この間の地域にはまだそれがなかった。これを、

さっそく補った図が、今回とりあげたA、B両図群の6面にあたる。

それにしても、道沿い 30kmと少しの距離に 6面とは、少々図が多い。

これは、A、B両図群に分れて構成されていることに結びつく。中間部分

で、広い範囲の重複部分が見られるためである。このことを含め、この連

絡図群には、他地域の迅速測図群に見られない特色が認められる。そして、

これらを通して、A、B 2図群とした意味が想定できる。以下にまとめる。

1. A、B各図群内では、A1からA3、B1からB3とそれぞれ一線でキ

チンと接続する、切図のかたちをとるが、AとBとの間を含め、福岡側

小倉側, 他図群との接続部分では、比べて緩やかな接続にまかせる。

2. そのような接続をもつ大きな部分として、AとBとの接続地域があ

り、広く重複する上に、それぞれの図郭がしめす方位にズレも生じている。

平行するかたちで接続しない。図郭のもつズレは、Aが「福岡近傍」図群

と平行し、Bは「小倉近傍」図群のそれと平行することによる。その差わ

ずかであるが、中間地域の接合部分で明確化されたかたちである。連絡図

作成により福岡、小倉と別々に作成されていた図群の図郭基準となる方位

に、差のあることが判明したとなろう。

3. その調整とは別に、A、B間での大きな重複は何を物語るのだろう。

これに関連して、A1、A2の図郭取りも不思議である。両方の図化域の範

囲に限れば、図郭を東に移動させることで、1面に収め、少々東側に図郭

外に張り出しを設ければよいはずである。とくに、A1図の図域は、A2図
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の補図かのように、広い図郭の左下隅部分に限られた、空白の多い図であ

る。そこで考えられるのは、B図群に関連し、畦町までしか描かれていな

い図域の、東方への拡大を予定していたのではということである。さらに

同じ図郭で、東側に1面加えると、植木に達せられる。

4. しかし、A図群の図郭取りでは、小倉街道と青柳道が合する赤間周

辺の測量域を、そのままでは図化できないことに、後から気付いた。これ

も、北側に張り出しを作れば可能の範囲であった。そして、福岡側の図郭

方位と小倉側のそれとの間に、微妙なズレのあることにも気付いた。

5. この福岡～小倉間連絡図の測量およびその図化は、福岡寄では、福

岡聯隊の演習候補地として、立花山周辺があげられ、その野外演習用図を

兼ね、青柳近傍図と称すべきA1～A3が作成されたと考えておかしくな

い。それも将来図化域の付加を予定してのことであったと思う。演習域を

抜き出したかたちのため、A1、A2の図化域は、その図郭に対し空白部が

多く不自然である。しかし、福岡方面からの野外演習域として眺めると、

立花山北方でのある地形的限界線にしたがっていることにも気付く。

すなわち、青柳、福間周辺の海沿い小平地の北方をさえぎる、三郡山地

内の低い支脈の手前までとしている。青柳道沿いはその峠前の畦町まで、

このさき福丸方面の道も同様とする。一方これから離れて北西に図域の

少々伸びる部分は、山麓小高い場所に祀られる宮地岳神社までとする。こ

こは遠くから目立つ森であり、目標地点として格好の場所である。

6. A図表現の外側、東方地域は、野外演習域外として隣接聯隊との連

絡路となる。行軍演習用図として、道路沿いの簡易描写が許される路上測

図域とみられる。これにあたるのがB図群のB1～B3とみる。A図群と

B図群との間での図描差として、等高線にAでは各標高値が適当に注記

されるが、Bではそれが見られていない。図の規格をBは下げている。計

曲線も省略扱いである。ただし、A1図の空白を図化し、さらにA図の図

郭でその東隣図として描かず、これら路上測図分をB図群として作成し

たのは、青柳道と平行する小倉街道沿いを表現し、両道合する赤間北側の

山々も入れようとすると、Aの図郭から北にはみだすことが分かり、別の
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B図郭が選ばれたと考える。そのとき、B図群は「小倉近傍」図群の図郭

方位に平行させる図郭を選んだ。たぶん「福岡近傍」と「小倉近傍」両図

群間での図郭方位差を巧みに取りこんだ。と同時に、この事実によること

を図郭取りの相違でしめす一方、連絡図6面全体として、利用に影響の少

ない部分での緩やかな接続という解決もした。というのは、6面全体とし

て、福岡～小倉間未測域を埋めた、それぞれの近傍図群をつなぐ図である

が、作成されたものがA, B 2図群に分けられ、かつ中間地域に広い重複

図域をもつかたちに注目すると、意味が解けてくる。この方面での福岡聯

隊の野外演習用にA図群 3面ですまされる。この先に行軍演習用のB図

群3面があるかたちとなる。両者その目的を異にする図として作成された。

この意味で、事実上の連絡図はB図群といえる。通常、別々の使用とな

り、A、B両図を苦労して重ね合わせる機会は、少なかったとみる。この

ように、A図群は「福岡近傍」図群の図描に近づけ、聯隊周辺地演習用図

の延長として作成され、その先の区間に、B図群を路上測図として両地域

連絡用を用意したと考える。

7. その上で、このA、B両図群に共通する図描上の特色として注目さ

れるのは、位置確認指標例の、山名注記が比較的細かく見られることであ

る。迅速測図では、図群中のある特定図に、その分布の多い例をあげてき

たが、このばあいのように、ほぼ全図にわたり、道沿いの注記として密度

が高い例ははじめてである。測量、調査時に、山名呼称の記録を努力した

結果とみられる。正式図での山名注記の少なさと対照的であるとともに、

通称の一面でも書き留めたことは貴重である。誤記も含まれると思うが、

迅速測図のもつ地域性を、よく物語るといえよう。

8. 最後に、A、B両図群の成立先後関係をしめす一例をここに加える。

B1「福間」図は、A1、A2の図域のほとんどを含んで、さらに広い図域を

もつ。そのばあいB1の図描は、含まれるA図域分について別測ではなく

て、一部訂正を含むA図からのひき写しである。宮地岳付近の山名注記

を例に両図を比較してみよう。A2図の「片
．
光村」（1）、「長　山」（2）、「清

徳山」（3）、「藤尾山」（4）が、それぞれB1図で「手
．
光村」（1）、「長畑

．
山」（2）、
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「 徳山」（3）、「ブシラ山」（4）とされる。（傍点および付番筆者）このばあ

い、（1）、（2）は B図で訂正された例とみる。（2）は、長と山との間が

A2図で開き、等高線もこの部分切れているから記入もれが明らかである。

（3）は、B1図作成時に、A2図のこの部分を写しながら、清と書くつもり

で、偏から旁に移るときつぎの文字につられて誤記したと考えられる。（4）

は、Aに見える漢字表現の字画の多さを嫌い、片仮名とした際の誤りとい

える。濁点の位置をちがえたうえに、B図の書き手のくせでヲとラが判然

としないかたちとなった。そして（1）（2）のばあいAからBのみでなく、

その逆も考えられるが、（3）（4）では、それは考えられない例である（図

4, 5参照）。

迅速測図群作成初期の明治20年代前半、既測域の間を補測し作図する

にあたり、2つの目的を満たし接続するための試行と錯誤とが、A、B両

図群の図郭取りの相違や一見理解に苦しむ重複図域の存在から見えてく

る。無理なはめ込みとか、張り出しなど一切しないで、目的の異なる図群

として、2つの別図郭を維持し、それぞれの目的に支障のない中間地域で、

軟着陸的接続させた、地図作成専門官ではなかった当時の地域配属軍人た

ちの見識に、敬意を表する。

最後になるが、この稿をまとめるにあたり、明治20年版「小倉」同21

年版「黒c驛」「蘆屋村」「木屋ノb村」各図のコピーを提供していただ

けた鈴木純子、清水靖夫両氏の好意に感謝申しあげる。小倉側の接続状況

が確かめられたことで、ようやくこの一文が誕生できたといってよい。

（01.9.25稿成）
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