
はじめに

　南九州の宮崎県、その南西隅にあたる都
みやこのじょう

城 盆地を
描いた、大正初年版6面構成、東西2行、各3段の2万分1
迅速測図がある。一見して、正式図の仮製版図かと見間
違えそうな手慣れた図描のものである。都城に、明治42
（1909）年移駐してきた、歩兵第64聯隊測圖と注記され、
熊本所在第6師団司令部の製版とあり（図18）、各図は、
大正元（1912）年12月から、翌2年5月にわたり、製版さ
れたと記す。各図の測量年月そして発行日はなぜか省か
れている（図1、表）。
　都城の迅速測図成立は、明治末のこの聯隊新設移駐時
以降に限らず、明治17（1884）年測熊本鎮台による1面が
知られている。さらに、測年、作成機関不明の図名のみ
知られる4面構成とする一覧表上の図もある。後者は、
今回取りあげる6面構成のものと同位置図で、その図名
から、北側2面を除いた範囲の4面と見られる。ただし一
覧表上の図名が大正版で「高城」が「高城町」、「三股村」
が「樺山村」とされていて、相違することに気付く。この

事実をそのまま受けとれば、6面構成図の大正初年成立
に対し、4面構成図は、明治22（1889）年の市町村制実施
以前の町村名によっている所から、明治17～ 22年の間
の成立が考えられてくる 1）。ただし、図名だけからの想
定は該当する現図に接してみないと確定できない。

1．大正版迅速測図の特色

　地方駐在陸軍各部署発行の、駐在域周辺迅速測図群は、
通常、その地域の正式図が、陸軍中央部署の参謀本部陸
図作成部門の手による以前、明治20～ 30年代測量のも
のを当初とする。今回取りあげた「都城近傍」のばあい、
その図域の異同を問わなければ、明治17年とすること
は、各地方中各図のばあいから見て、早くから図が作成
されていたことになる。これに加えて、作成期不明の4
面が知られ、そして大正版6面となる。これらの相互関
係を今にわかに明らかにできないが、大正期迅速測図の
存在は、多くの地方版迅速測図群に対し、相違すること
を物語る。いま述べてきたように、正式図成立以前の応
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城に、明治42（1909）年移駐してきた歩兵第64聯隊の測図とする、大正元～同2（1912～ 1913）年に
熊本の第6師団司令部製版の、都城盆地をほぼ被う6面構成で、製版年のみの表示に止まる2万分1「都城
近傍」図群がある。この地域には、すでに明治35（1902）年測の正式5万分1図が存在した。したがって、
軍用迅速測図が正式図成立後に作成された数少ない特定域の一例にあたる。地方駐在軍作成の迅速測図
は、通常正式図に先行成立する。この図群での迅速測図らしい概略的表現に、鉄道未成線の記入が挙げ
られる。吉松から都城を経て宮崎に達しようとしていた路線に概略性が強い。河川の流域表現も、すぐ
後に続けて測量された2万5千分1の流域表現と比べると、やはり概略的と言える。一方明治20年代前後
から作成されはじめた迅速測図の、当初至って稚拙な等高線描が、年を重ねると共に向上し、現地の地
形を一応表現できるように技術的工夫が進んだうえ、正式図作成基礎条件である三角点、水準点の計測
を利用できて、従来の迅速測図から見て、この図群のような正式図並み図描図も成立する。この地域特
有のシラス台地に刻みこまれた狭長で急崖の続く奥深い谷間を描入したり、各集落内人家散在部に各戸
毎囲み表現を使用しており、等高線の走行も含め集落内表示は、正式図の図描と同様段階に達している
と見られる。地方駐在軍作成迅速測図の最終期を飾る、各地配属将校をはじめとする、地形図作成の専
門家でない軍人達による、当時の軍人教育の成果を物語る秀作である。
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急図としての性格が強い、地方版迅速測図であるはずが、
この図群では、正式図成立後に作成されている事実であ
る。一般的には、正式5万分1図が測量され、発行された
地域には、改めて地方版2万分1迅速測図は作成されな
い。にもかかわらず発行されている例となる。正式図が
作成されていないから、応急的に地方版迅速測図が作成
されるという順が、ここでは逆になっていることである。
　このような例は、明治40年代成立の地方駐在軍域に限
り認められる。都城の歩兵第64聯隊の移駐とほぼ同時期
の松江の歩兵第63聯隊（明治41年10月）地域で、同様の
ことが生じているのを知る。正式5万分1図のある所に、
2万分1迅速測図が見られ、その上、ここでは5万分1の
図郭線を基準に図域を構成している（図2）。軍の演習用
図として、2万5千分1図作成以前の時期には、2万分1
を必要としていたことに外ならない。したがって、中央
部署による2万分1図が当分及ばない軍所在地には、地
方軍による2万分1迅速測図が作成されているし、正式
図の大きさが、明治23（1890）年5万分1に切替えられて
以後、なお2万分1も作成される沿岸平野域など以外の
地方軍駐在地域では、正式2万5千分1図成立（明治40年
代～大正初年）以前域につき、2万分1迅速測図（場所に
よっては1万分1）が例外的に作成されていた。都城のば
あいも、この例にあたる。ちなみに、松江付近では正式5
万分1図は明治32（1899）年測域となり、都城付近では明
治35（1902）年測域である。これに対し、松江での軍の迅
速測図は、「松江近傍詳図」（1万分1）は明治41（1907）年
12月末製版とあり、この外「兵営附近略図」（1万分1）以
下「北部松江」「南部松江」、「本庄」「揖

い や

屋」（各2万分1）
は明治45（1911）年5月製版とする 2）。なお、正式2万5千
分1図の成立は、松江付近で大正4（1915）年測域であり、
都城付近で大正2（1913）年測域で同6（1917）年発行とな
る（図2）。
　都城駐在の歩兵第64聯隊用図と考えられる、大正版迅
速測図（大正元年12月～同2年5月製版図）は、その一方
で、この2万図に代わる正式2万5千分1図の測量が早く
も開始されていた。大正版2万分1迅速測図は、5年前後
の短期間の応急図にすぎなかった。短い期間の橋渡し役
であったことは、中央による全国各地の必要図に応じら
れる体制の存在を物語るといえよう。その一方で、この
迅速測図が、ごく短い期間で中継役を了えてしまったた
め、「都城近傍」図群の知られること、他の図群に較べ少
なく、したがって6図構成の現図に触れられることも珍
しいとなろうか。それにしても、歩兵の行軍演習の基本
的重要性を物語る図に、根強く、かつ時間的に永く2万
分1という縮尺のあったことを、よく表わしている。

2．6面の図域

　宮崎を河口とする大淀川の上流近くに広がる都城盆
地の、しかもその上流部分の南西隅、右岸側の水田地に
囲まれて都城市街地がある。それに対するように、左岸
側低平な台地上に、歩兵第64聯隊の兵営、練兵場、病院、
聯隊区司令部がまとまって見られた（図1）。その中間点
の、街から大淀川に架かる「岳ノ下橋」を渡った南側の
台地端の、細かに区切られた台状地は、南北朝時代島津
氏の築城地址で、都城という地名発生地と言われる。現
在、日豊本線が大淀川を渡ると、すぐここを突き抜けて
西に向かう。この都城島津氏築城遺蹟「都島旧址」の、測
量時の状況を一番良く図化しているのが、この図群であ
る（図3～ 5）。
　このように盆地隅に位置する都城の、その西を占めた
歩兵第64聯隊の、演習用を主として作成された6面の迅
速測図は、都城を中心に、この盆地のどの範囲を描いて
いたか。最初に述べたように、横長図で2行、3段にまた
がり、上から下へ、右行を1～ 3号、左行を4～ 6号とす
るこの近傍図群では、一番北にあたる1号「志和地」と、
4号「山田」とは、共に図郭内南側1/4前後の少域図化図で
あり、このほか南に続く各図も、大なり小なりに未測部
をもつ。そのなかでそれが僅かなのは「都城」図に止まる。
この図群は都城盆地について、その中央を北流する大淀
川の流れを、図群全体の真中に位置させる6図域の広が
りとしていることが明白な図群である（図1）。盆地内で
大淀川本流に注ぎこむ各分流の盆地周辺の山裾まで、川
沿いの低地にあたる水田地と、川と川との間に広く分布
する、水田地とはそれほど標高差のない比較的広い平地
の台地（それぞれ「原

バル

」と称する名称をもつ）が描かれる。
ほぼ東西方向に流れる各分流域も、本流大淀川を真中に
して、ほぼ等距離表現に近い。
　台地は描くが、山地斜面の裾まで描くに止めているか
ら、各分流の谷奥水田地やその先の分水嶺に図化は及ん
でいない。一応、この盆地の東西両側は、その山裾まで
描かれているから、この方向に関して盆地内平地を描き
きっている。これに対し、盆地の南側と北側とは、その
途中までに止まる（図1）。
　このような図域とするのは、少なくとも都城駐在歩兵
第64聯隊にとって、この盆地の北側と南側とは演習用地
として、当面必要ない所とされていたことを表わす。迅
速測図では、北端図面の図域を大きく未測地としている
し、南端でも5万分1正式図域の南側図郭線の北側直前
で終えている。と言うことは、図群北端に見える高崎川
の流域は大淀川から分かれてほどない、「岩満」集落を描
くまでとし、「大牟田」や「前田」の谷間は描かない。また、

井口：地方版最終期迅速測図 2万分 1「都城近傍」
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2万分1迅速測図「都城近傍」図群の図域　図1

図1注　ケバ線側未測域　　※は、鉄道未成線　小林方から都城まで表示（現、JR吉都線）

2万分1迅速測図「都城近傍」図群諸要目表　　付　同図域正式図の大きさなど
歩兵第64聯隊測量（測年不記入）　製版　第6師団司令部

号数 図名 大きさ
図郭内現状最大値 製版年 備考

一號
二號
三號
四號
五號
六號

志和地
高　城
三　股
山　田
庄　内
都　城

ヨコ×タテ（㎜）
470×369
475×370
475×375
476×370
475×370
474×373

大正2. 3
大正2. 5
大正2. 3
大正元 12
大正2. 1
大正2. 2

図域南側1/3弱　北，北東山地部未測
東南鰐塚山地内未測
東南同上山地内未測　図域約1/2
図域南東部1/4弱
図域庄内の西まで
図域財部あたりまで

正式図　5万分1（1～ 3）　2万5千分1（4. 5） 初測修正年
1. 宮崎十三號 紙　屋 473×369 明治35測
2. 宮崎十四號 都　城 474×369 明35測43修
3. 鹿児島二號 國　分 476×369 （陸軍用地）

4. 宮崎14號3 庄　内 472×370 大2測昭7修
　昭和22年資料修正
（行政区画）5. 宮崎14號4 都　城 471×370
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南は大淀川上流域の末吉町域まで、県境を越して、日向
から大隅国域に盆地は広がっているのに描いていない。
結局盆地の南北端では狭くなった谷間域には図は達して
いない。
　以上述べてきた都城盆地域での図の四至は、北限は、
くり返すことになるが、支流の丸谷川に北西から合流す
る高崎川地点の「岩満」付近となる。一方、南限は、「都
城町」の南側平地の、西から東へ、「今町」「梅北」そして
「安久」各集落の南にあたる、鰐塚山地の西南麓、「建立寺」
あるいは牛ヶ峠の北麓、「高畑」までである。東限は、い
まあげた鰐塚山地の西麓、北からあげると、大淀川畔の
「石山」から「高

たかじょう

城」、支流東嶽川に面する「山之口」、そ
の南側支流花木川沿いの「花木」、さらに南の支流沖水川
に接する「長田」「樺山」までを描く。以上の範囲は、北
限は少々北へはみだしているが、正式5万分1図の「都城」
域内にあたっている。
　そして西限は、北から南へ、「山田」「庄内」「財

たからべ

部（南俣）」
「新
にいばる

原」「徳留」「前川内」の線まで伸び、大隅（鹿児島県）
域を含む。この線は、正式図「都城」内ではなく、西隣図
の「國分」域に少々踏みこんでいる（図1）。
　以上のような、「都城近傍」図群、大正初年版6面は、
都城周辺について図化域をもつが、この図群の図描とし
て、正式図成立以前に作成されることの多かった、各地
迅速測図の、おおまかと言うか粗放と評すべきか、とく
に等高線の重なりに、現地地形表現不慣れな、技術未熟
さが明らかなものに対し、苦手であった等高線の走行を
含め、著しく図描の向上が認められる。ひとつには、年
代の経過にともなう、作図技術の向上にあると言えよう。
そしてもうひとつは、該当地域に迅速測図作成以前に、
正式5万分1図が成立しているばあい、明治20～ 30年代
には、正式図作成の基本となる三角点や水準点の測定が
及ばない所が多かったのに比べ、それらが整備されてい
るので、後から作成する迅速測図では、これらの位置や
数値を利用できる。両者合わせるとき、その迅速測図の
図描は、正式図に近くなって当然と言えよう。まさにこ
のことに適合した図群が、大正版「都城近傍」にあたる。

3．迅速測図らしい概略的図描例

　正式5万分1図成立域に見られる迅速測図が、すでに
存在する5万図から伸図によることなく、地方駐在軍の
各スタッフによる独自の測量、作図作業により発行され
たことは、正式図と迅速測図とを比べて見ると判然とす
る。と同時に、該当地域の演習図自作の意志を感じる。
　その上で、図描著しく向上し、正式図との差が少なく
なっているこの都城図群中、概略的図描例としてあげら

れるのは、鉄道未成線にある。予定線として、建設そし
て開業に至るまで、時間的に隔たる早い時期に記入され
たものであれば、路線経過地が実際に設けられた路線と
は多少ズレていても、不自然でないが、大正版「都城近傍」
図の製版年は、まさにこの地域へ鉄道が開通する直前で
あった。試運転に入っていたか、線路敷の完成あるいは
工事中であったか、いずれにせよ迅速測図上に路線を現
実の存在として表現できる状況にあったはずである。
　「都城近傍」図群の左行3面にまたがり、北方から南の
都城まで未成線として記入されているが、この未成線は、
九州の入口、門司（現、門司港駅）から博多、熊本を経て
八代まで南下していた「八代本線」が、鹿児島から北上
の現、肥薩線経由で、吉松、人吉にきていた「鹿児島線」
と、一方八代側から球磨川沿いに延長された路線とが結
ばれ、門司から全通して、現用の「鹿児島本線」のはじま
りとなった。その中間点の吉松から分岐する宮崎県の県
庁所在地、宮崎への「宮崎本線」の建設の途中を表わす。
　すなわち、現、吉

きっ と

都線となる「宮崎本線」の各区間開
通年次は、吉松～小林間大正元（1912）年10月1日、小林
～谷頭間同2（1913）年5月11日、谷頭～都城間同年10月
8日となる。この先都城～三股間同3（1914）年8月15日、
そして次に宮崎まで、大正5年10月25日達するという具
合である 3）。
　この状況に対し、未成線が記入されている「山田」図は、
大正元年12月製版であり、南に続く「庄内」図は、同2年
1月製版とし、その南で未成線が終わっている図「都城」
は、同2年2月製版とある。未成線が営業線になり変わる
直前であったこと明白である。
　にもかかわらず、この路線経過状況におおまかである
ことは、概略記入が迅速測図の便法として許されていた
ことによるか、あるいはこの未成線の描入が、現地調査
によることなく、工事開始以前の路線計画図などから寫
しとり、結果として概略的路線予定となったのか、とす
れば大正版製作時以前の記入のまま、建設線による補正
はしていないと考えられる。ただ、渡る川に鉄橋ができ
ている場所には、その記入が見られるので、その正確な
位置の確認、それにともなう図上路線の移動をしたかは
別として、当時の建設線進行の一面は捉えている、その
結果の未成線表現と言えよう（図6, 7）。
　ところで、先ほど来、未成線の概略記入と迅速測図ら
しい図描例として述べてきたが、このことが歴然とする
のは、この迅速測図に続いて測量されたこの地域の2万
5千分1図の路線の描入、その屈曲状況の詳細さから見
てのことである。その上で、この概略記入が迅速測図ら
しさを表わすと見られる一方、この図と未成線の結びつ
きをどう考えるかにある。大正版作成時に補入されたと
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すると、いかにも概略的記入にすぎるから、建設中以前
のまさに予定路線の段階での記入と見るのが、一番自然
となる。となると、この図の成立は歩兵第64聯隊の都城
移駐前後の明治42（1909）年前後が妥当となる。これよ
りあまり前にさか上ると、未成線の経過地が描けない。
一方、版年のみで、歩兵第64聯隊測量とするだけで、測
年を明らかにしていないのは、測年と製版年との間の隔
たり、表現内容に当時の現実との差があって、明らかに
することを避けたとも言える。このばあい、未成線を概
略的補入したとも考えられる。あるいは、迅速測図の発
行直後、未成線として記入した路線が開通するに止まら
ず、未成線として記入もされていない都城から東方につ
いて、比較的短期間（大正3～ 5年、上記）に宮崎に達す
るという事実を予想して、近々の変化に図が必ずしも対
応できていない図描を含み、印刷年のみ表示としたとも
言えよう。

4．大正版らしい詳細表現例

　鉄道予定線の概略的路線描入とは対照的に、詳細なの
は、村落表現である。街道など地域の主要道路沿いに分
布する、代表的集落の中心部は人家密集域を表わす連続
家屋記号でまとめられ、その周辺人家散在部では、小さ
な黒描の点として描かれるのが通常正式図に見られる表
現である。以上の5万分1のばあいに加えて、正式2万分
1では集落内での規模の大きい家屋を、暗影光輝の囲み
のなかに斜線を引いて表現している。
　この囲み表現家屋を、この図群では、囲みのなか白ヌ
キで表現する。囲みの暗影光輝すなわち線の太い側細い
側はキチンと区別し、立体的表現を果たしている。囲み
のなかに斜線を入れないで、白ヌキ表現なのは、広い川
のなかを白ヌキとし装飾線を省くのと同じ、仮製版図の
図描段階にこの迅速測図の図描があること、簡易図描に
よることを物語る。とは言え、集落地域を表わす、全体
をカバーする斜線は、集落内各家屋の囲みの外でその線
を止め、中の白ヌキ部分にかけずに、目立たせる細かい
工夫をしている。細い斜線の描線を集落内の家屋の囲
いの外で止めて全体に引き、かつ、斜線の中の家屋を引
き立たせる作業は、考えれば正式図のばあいより丁寧
な手法である。正式図がとる、囲みのなかにやや太い斜
線を、そして集落地域内全体に、それとは方向を別にす
る、ごく細い斜線で重ねる技法より、確かに線の描きこ
みは単純化されているが、神経を研ぎ澄ます必要があ
る（図8, 9）。
　このような簡単に見えて、かえって手数のかかる描法
を、この図群で数多く分布する各集落に詳細表現を施す

まで、技法の向上が認められる。各集落内の囲み付き家
屋の位置が、どこまで正確に表現されているかは、図だ
けからは判断しにくいが、正式5万分1の黒描塗りつぶ
しの長方形家屋の散在より、家屋間の余裕を含め、集落
表現として、信頼させる描法なのは確かであろう。ここ
まで迅速測図は、大正版に至る間に簡略図ながら、正式
図並み内容表現可能な段階に達していたことを、各家屋
表現を一例として言えよう。その他での例は項を改め触
れる。

5．いくつかの特定図描

　迅速測図らしい、図描のおおまかさを表わす例として
の、鉄道予定線の描入と、対照的な迅速測図の図描例か
ら見て、正式図の図描に等しい集落内各家屋の精密な表
現例をあげてきたが、さらに幾例か、大正版のこの図群
に認められる特定記号あるいは注目される図描を取りあ
げ、この図群の特色に触れてみよう。
　本考書きはじめから多くの場所で、本図群の迅速測図
にもかかわらず、その図描の向上、正式図並み表現の点
を強調してきたが、そのような図描に達しられたその基
本に、くりかえすがこの地域に先に成立していた正式5
万分1の存在があり、なかでも図を描く基準位置を表わ
す「三角点」が利用できたことが、この測定以前成立の
迅速測図が果たせなかった、各位置の正確性が挙げられ
る。また、水準点の位置もこれを助けた。そして、「三角
点」の標高値、標高移動の測定基準点とされた「水準点」
の標高値の両者は、地形表現の一段の正確性を高め、等
高線描の自然な表現、現地で眺められる山々や丘陵地の
特色を平面的表現の中で具体的表示が可能となった。こ
れらの数値に合わせた「等高線」の重なりは、当初の不
慣れからくる、地性線を把握できていない野放図な山並
みや谷々の描線の重なりが、目に見る形の線描に収まる
よう習熟された。
　このような等高線描の著しい向上例は、この大正版
の「都城近傍」図群に限られることなく、正式5万分1
図が都城近在各図では明治35（1902）年測であるのに比
べ、10年ほど遅れた、越後から高田両平野域での明治44
（1911）年測域に見られる「高田近傍」迅速測図4面では、
明治41（1909）年8月測として、正式図測量のための三角
点測量、経緯度測定の数値を先取りして、第13師団分立、
高田移駐直後に迅速測図を管轄区域に、同年9月測とす
る分を含め成立しているが、うち「高田近傍」のみ師団
司令部所在地周辺のためか、正式図成立に必要な基本数
値を利用した精度の高い図を作成している 4）。これに続
くものが、明治45（1912）年版「松江近傍」となる 5）。そ
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例外的迅速測図　松江の場合　　　 図2
正式図が先に成立していた都城と同様な
松江では、5万分1の図郭線を基準に2万
分1迅速測図が作成されている（井口　
1988　松江・浜田付近の迅速測図成立考
　月刊古地図研究二百号記念論集　p.374
　所収図）

図3　2迅　都城　大2.2版　6師

図4　5万　都城　明35測43修　陸測
都島旧址
島津氏一族（北郷氏）の南
北朝期館跡。低い台地の先
端を加工している。都城の
はじまり。図3～ 5を比べて
迅速測図の描寫（図3）が詳
しい

2.5万　都城　大2測昭7修22資修　地理調
　図5

本稿掲示の地形
図類（図3～ 23）
は、すべて原寸
による
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図9　2万（正式）　松島　大元測　陸測
2迅　高城　大2.5版　6師　図8

鉄道未成線の描入
現　JR吉都線（当時、宮崎本線）
予定路線の概略的描入であるこ
とが、開通後の路線描入図との
微妙な相違から分かる。なお、
迅速測図（図6）のしめす流路（白
ヌキ）も、比較して概略的描入
と言えよう

図7
2.5万　庄内　大2測昭7修22資修

2迅　庄内　大2. 1版　6師　　　　図6

正式図並みに詳細な　集落図描
集落内に散在する各戸を表現する方式では、ほぼ同一描寫に迅速測図も「都城近傍」では達している
ことが、比べて分かる。なお、比較にあげた場所（図9）は、東北の松島近く、正式2万図最後の作成域
での同漢字名集落地周辺の図描（仮製版）である
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シラス台地を刻む谷間の描寫
鹿児島周辺特有の火山灰地、シラスに深くまた長く切りこむ谷間をよく描く。概略描寫の迅速測図も、正式図の
それと比べ（図10～ 13）、見おとりしない（図10～ 13各図の測量、製版、修正年など、前掲各図と同じ。以下各図
で省略のばあいも同じ）

図11　2迅　都城

図13　2.5万　都城

図10　2迅　庄内

図12　2.5万　庄内
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矮松地
特定記号の「矮松地」（小松の茂る
所）が2ヶ所見られる。ひとつは、低
い山頂斜面（図16）、もうひとつは、
台地の茶畑の仕切（風除け？図17）
として。針葉樹記号と区別して、こ
の記号が残されているのは、景観と
して針葉樹林とどう違うからなの
だろうか

水田のなかに散在する
小丘（堆土）
高城の南に広がる水田
地に散在する小丘を
よく描きこんだ迅速測
図。比較のため2.5万図
の同地域の描寫を見る
と、ごく小さな表現と
なり、消滅したか省略
したのか目立たない

2迅　高城　6師　図14

2.5万　庄内＋高城（大2測昭7修）陸測　図15

2迅　志和地　大2.3版　6師　図16 2迅　三股　大2.3版　6師　図17
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図21　2.5万　庄内＋都城　昭41改測

集落があったりなかったり
迅速測図と正式図との食い違い（2例）
道の分岐点に明治版5万では当初集落が描かれてなかったのに（図19）、大正版迅速測図では「陣前」集落があ
る。しかし、その後の2.5万に数軒見られるが集落名は記入されていない（図20）。ようやく「神

じんのやま
ノ山」集落が見

られるのは昭和40年代図からである（図21）。一方、兵営近くの台地谷頭南側に迅速測図は集落を記入しない（図
22）。しかし明治版5万で集落があり、その後成立の2.5万には「谷頭」と入れられる（図23）

図19　5万　都城

図18　2迅　高城

図20　2.5万　都城

図22　2迅　都城

図23　2.5万　都城
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して、今回の「都城近傍」大正元、2（1912、13）年版と、
現在存在が知られている迅速測図について、順を追えば
このように並ぶ。
　もはや迅速測図とは見られないほど、図描内容が正式
図並みと言えるこの図群で具体的表示例であげれば、こ
の都城盆地の台地に刻みこまれた火山灰シラスの特色を
物語る狭長で奥深く急崖の続く谷間の分布を、比較的細
かく描入していることである（図10～ 13）。
　つぎにあげられるのは、やはり盆地域各地に、それぞ
れまとまった数で表示されることの多い小突出盛土地の
「堆

たい ど

土」、水田地中に点々と分布する小築造丘の存在を、
先に成立していた正式5万分1の表現より詳しいことに
気づく。同様にして、すぐ後に測量された2万5千分1の
図描にも勝っているところに、この迅速測図の多分円墳
と見られる人工盛土の表現、すなわちその存在に対する
思い入れの深さを感じる。ひとつのこの図群の特色と言
えよう（図14, 15）。
　関連して、すでにこの図群の特色として触れてきた低
い台地の末端に何条もの堀割を加工して築造した南北朝
期の島津氏祖先一派による（北郷氏）館址、都城の起源
とされる「都島旧址」の丘々の描写は、この図群が一番
細かく表現されている。10ヶ所ほどの土塁状小台地が
連続的に表示されるにすぎないが、他図（5万分1、2万5
千分1各図）はいずれも省略形なのか、分離、加工された
丘数は少なくしか表現されていない。
　耕地記号では、大正元、2年版の「都城近傍」は採用
されてよい最新の図式は「明治42年式」となるが、「迅

速測図」という所から、正式測図のばあいと同じぐあい
に、改版し新図式に合わせるまでには至らなかったと思
えるように、図成立当初採用図式のままに置かれた。そ
れが窺える記号として、「矮

わいしょうち

松地」が「鍼
しんよう

葉樹林」（現、針
葉樹林）や「濶

かつよう

葉樹林」（現、広葉樹林）が各図の山林、平
地林として全体的広がりで描かれているなかに、面積に
して僅かな範囲にすぎないが、描かれている。すなわち、
「志和地」図の北端で大淀川の右岸（西岸）近くにある
「茶
チョースガジン

臼陣」（195.8m）の頂上近く斜面に見られる。もう1ヶ
所は、「三股」図の北西寄り低い台地上の畑地や鍼葉樹林
の点在する所の茶畑部分に、その間を区切るかのように
「松林」に囲まれていることを表わす。針葉樹記号で茶畑
地を囲っても不自然でない筈なのに、なぜこの2ヶ所に
限り、とくに「矮松地」記号としたのだろうか。鍼葉樹林
の鋭角三角形マークとしない理由は、何であったのか。
茶畑の境界に植林していた低い松が目立ったのか。「茶
臼陣」の中腹斜面の半ば荒れた草地に点在する松の木が
印象強かったのだろうか。鹿児島県薩摩半島西岸の吹上
浜に、「鹿児島近傍」図群では、点々と「矮松林」（小松林）
が記入されている。ほかの場所は「鍼葉樹林」である
ことは、今回取りあげた図群の場合と一致する 6）。（図
16, 17）
　「都城図群」に含まれる、迅速測図としての他図群に認
められない特色について、なお気付かないものがあると
思うが、この先の探究は次の機会に譲るとして、ひと先
ずここまでとしよう。追加（図18～ 23）7）（08.11.03初稿
11.15定稿）

注・文献

1） 清水靖夫　1988　正式測図以前の諸測図概観―西日
本―日本地図資料協会編　月刊古地図研究二百号記
念論集　古地図研究　原書房　所収　四　九州地
方　2.熊本鎮台・第六師団の迅速測図（20）都城近
傍（二万分一）の項で『都域盆地を四面で被う地図
群（〈中略〉詳細不明）と、「宮崎県日向国北諸県郡都
城乃近傍之図」という単独の図が存在する。後者は
明治17年3月熊本鎮台参謀部石版の迅速測図記号近
似の美しい地図である。』と記されている。（同上書、
p.422）

 なお、詳細不明と言われた「四面図」については、日
本各地（北海道から台湾北部に至る）の迅速測図を、
個人的に1面にその各分布を記入した一覧図上に見
られる。ただし記録した個人（氏名、作成年代不明）
の知る範囲のもので、迅速測図の全体的分布図とは

言えないが、公式目録も一覧図も知られていない現
在、貴重。

2） 井口悦男　1988　松江・浜田付近の迅速測図成立考
注1）同上書　p.371～ 393のうちp.374上図（図1）に
よる。

3） 日本国有鉄道　1975　国鉄歴史事典　日本国有鉄道
百年史別巻　2版　交通協会翻刻発売　119p．うち
区間開通一覧7九州　p.59

4） 井口悦男　2007　信越地方5万分1迅速測図　帝京
大学文学部教育学科紀要　第32号　p.9～ 25　う
ち、「高田近傍」4面が正式図描に近い特殊性への言
及は、p.10, 18, 20

5） 注2）に同じ。ただし2万分1迅速測図「松江近傍」の
図描は、1万分1「松江近傍詳図」なども含め、三角点、
独立標高点、水準点の位置、計測値を採用している
が、「都城近傍」迅速測図に見られる正式図並み図描
には達していない。低山ながら複雑な山地を含む松
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江付近の地形描寫に対し、描き手に技術差があり、
簡略図然とした図描に止まったと見る。

6） 井口悦男　2008　鹿児島付近2万分1迅速測図群　
帝京大学文学部教育学科紀要　第33号　p.1～ 16　
うち「矮松地」（小松）関連記述部分　p.8, 9, 14

7） 追加　文をまとめ終わったところで、付け加えたい
ことが出てきたので、注を1つ加えたかたちで述べ
る。それは、集落の存在に関し迅速測図と正式図と
の間で相違する例が、僅かであるが見られることで
ある。1）迅速測図に存在するが、正式図には当初描
かれていない例。2）正式図に存在するが、迅速測図
上には見られない例。すなわち、1）都城から北東の
山之口に至る脇道上、郡元から沖水川を渡ったすぐ
の水田地内で、本街道上の松元と結ぶ小径分岐点に、
迅速測図「高城」には「陣前」という小集落が記入さ
れている（図18）。しかし、迅速測図より先に成立し
ていた正式5万分1図には、この分岐点に家1軒も描
かれていない（図19）。迅速測図から後に作成され
た2万5千分1「都城」（大正2年測昭和7年修正同22
年資料修正）図に2、3軒道沿いに分布するが、集落
名はない（図20）。第2次大戦後の昭和44年修正図に
「神

じんのやま

ノ山」という集落名が入るようになる（図21）。
一方、歩兵第64聯隊兵営近く、東から伸びる谷頭地
点南側台地端は、迅速測図「都城」では広々とした
畑地として描かれる（図22）。これに対し、先にでき
ていた5万分1「都城」ではそこに集落が描かれ、2
万5千分1「都城」で「谷頭」とある（図23）。これは、
迅速測図作成時の記入漏れと言えるが、前者はどう
考えたらいいのだろうか。「陣

じん

前」と「神
じん

ノ山」が同
じなのか。
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