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　清国に勝利した日本は、明治維新以来、ヨーロッパ風
近代国家への脱皮が一応の効果をあげたことを内外に表
明した。しかし、その歩みはかならずしも順調とはいえ
ず、隣国韓国に対する清国が永らく保持してきた宗主権
を押さえる方向付けはかなえられたが、韓国の自主権へ
の対応と、清国に代るかのような影響力を行使しはじめ
たロシア勢力南下の脅威は、日清戦争後の三国干渉以上
に、東アジアでの日本の位置を不安定にした。
　幕末以来、北方からの日本への圧力は、時により変化
したが、日清戦争後のロシアの極東政策は、シベリア鉄
道の建設で象徴されるように、ロシア全土を一つにまと
めようとする、ヨーロッパロシアとシベリア、沿海州等
とを直結するものであった。そのような政策が際立って
いるものに、ロシア領内の迂回路線部分建設の一方で、
清国領、当時の満州内を一直線で通過するショートカッ
ト路線を平行して新設に、清国との共同出資による東清

鉄路で実施したことがあった。なお、この会社線はシベ
リア鉄道の大迂回路線部分を清国領内通過線で補うに止
らず、驚くべきことには、この通過線の中間点、ロシア
が建設した計画都市の哈

ハ ル ピ ン

爾濱から、満州の中心平野域を
貫き南下し、渤海湾頭のロシア租借地、すなわち遼東半
島の先端、日本が三国干渉で租借を断念した場所に向か
う支線も建設しはじめたことであった。大連に商港、旅
順に軍港と要塞とを設定していたから、ロシア本国と出
先とを近代交通機関で結ぼうとしたのは、陸の大国ロシ
アにとり当然あるべき形であった。
　加えて、ロシアの韓国支配傾向は、帝政ロシアと日本
とが、対馬海峡の狭い水域で直接に向かい合う形に進行
していたことである。この状況を外交努力で支える一方、
軍事力で対抗することが、日々現実化への道を歩み出し
ていた。
　そのような時節に、日本の北方域駐在聯隊が、仮想敵
国、北方の帝政ロシア戦を想定し、耐寒訓練強化演習実
施、雪中行軍演習計画は、当然あるべきものといえよう。
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要　旨

　地方駐在陸軍各部署による、簡易実測図の迅速測図は、各軍学校所所定の地図学学習課程にもとづく、
各地方配属軍人の手になる素人作成図であった。その作成目的は、地方毎の演習用図として、駐在都市
周辺平野域に成立した。その多くは、中央作図部署による専門家集団の手になる正式図が、予算上遅れ
た未成域に見られた。したがって、陸軍全体にかかわる各師団対抗大演習、あるいは特別大演習実施の
おり、該当地域が正式図未成のばあい、該当する地方版迅速測図をそのままか、図描を向上したうえ、代
行させていた。
　迅速測図が、全国の代表的平野周辺に正式図が成立する以前の明治期には、陸軍の中央、地方各部署
の代表的軍時行動時の特定図として、随時測量、作図されていた。そのようななかに、今回とりあげる大
規模な救援活動時の報告書の付図、事実の記録、説明用に、ごく短期間で作成された、全体例からは特殊
な図例の存在を報告する。
　なお、明治30年代は、迅速測図の図描の変化、飛躍期にあたる。当初期の明治20年代作成図の、絵図
と同じ筆書き体で、線幅一定しないやや太線描から、習熟期の明治30年代図では、ペン書き体の、細線
描で線幅つねに一定に保たれた図描に移行し、かつ、図中注記文字は明朝体風手書きに整えられていく。
わずか2図が、この報告書に折込まれているにすぎないが、両図法が見られる例でもある。

　キーワード：	筆書き体図描、目算測図、ペン書き体図描、露営地、路上測図、小径、水柵
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図1A
雪中行軍救援活動　作業用　全体図　5万分1迅速（路上）測図　図1A～ 1C（分割）
出典；『遭難始末』　歩兵第5聯隊　1902　折込「第一圖　搜索線之圖」　原寸
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図2A
図1A～ 1Cと同位置比較のため正式図5万分1　図2A～ 2B（分割）

出典；「青森東部」　大正元年測　陸地測量部　原寸
前ページ迅速測図の図域と比較した正式図側には、接続する西側「青森西部」の狭長な図域、青森市街西側、

その西端「青森駅」、さらにその南方を欠くが、今回の論考上、継ぎたすまでもないと判断、省略した。
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図1B　5万迅速

図1C　5万迅速
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5万正式　図2B
正式図（図2A, 2B）と迅速（路上）測図（図1A, 1B, 1C）　5万分1
　雪中行軍遭難時に救援活動のため、作図されたのが迅速（路上）測図2種である。
ただし、正式図が既にこの地域について測量され存在していて、そこから必要事項をコピーして、急遽、救援活動用を
作成したのではない。当時、正式図はまだこの青森には達せず、もちろん八甲田山中は未測域であった。
　青森の街場から、荒川畔筒井の歩兵第5聯隊営を経て、南東幸畑集落先から八甲田山麓斜面にかかる。そして1里（約
4㎞）田茂木野集落を最後に、明治の山越えの道は、小径（徒歩路）が田代平から西へ流れ出す荒川支流の、八甲田北斜
面を深く削った駒込川左岸近くの台上緩斜面を上るにしたがい、「小峠」「大峠」を経て、火山裾野の小突起状地に入る。
　迅速測図にはこの小径を中心に描かれるが、沿道の森林状態は、行軍第1夜を迎える予定地の、田代平入口所在田代
元湯の先、温泉宿のある田代新湯に至る迄、等高線ばかりで図上まったく表示されていない。正式図では、広葉樹林と
荒蕪地とが混在する麓側から深い広葉樹林帯に入ることが分かる。
　一方、救援作業中の施設として「哨所」とする、当初雪中の小屋各種の、山越え道沿い兵員待機および相互連絡基地
列と、これに平行開設した臨時通信線、そして駒込川本谷にを3ヶ所で堰止めた「水柵」（流下物止め）とが、救援活動
時の臨時施設と判明する。

遭難地之図（1万分1目算測図　図3　p. 58）
　掲載スペースの関係で、1万分1図を半分の2万分1で全図域近くを表示し、比較のため正式5万分1「青森東部」（大
正元年測）を約2万4千分1に拡大して並べた（図4）。当時5万分1以外、八甲田山中該当域図が見られない。
　積雪期の短期日での、大縮尺1万分1目算測図作成には、おそらく、無雪期にこの山野行軍演習の知識、例えば作図
実習などすでにあってのことと考える。
　前岳（八甲田）北斜面の駒込川谷に面する火山性小突起地形（火打山、按

ヤス

ノ木森、中ノ森、馬立場など）と、駒込川の
三階滝から上流部左岸（南側）および、支流鳴沢、平沢に沿う崖地の連続が詳細に表現されているところに、この目算
測図の独自性が認められる。正式5万分1図では、駒込川本流の谷底部を、崖地の連続と描くが、上記各支流にはほぼ
表現されないで等高線表現としている。縮尺の相違が、川と沢との表現差を許していたのだろうか。
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図3
雪中行軍救援活動　作業用　部分図　1万分1迅速（目算）測図　2万分1に縮小
出典；『遭難始末』　折込「第二圖　遭難地之圖」
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図4
図3と同位置を比較のため正式図5万分1「青森東部」を約2万4千分1に拡大



青森駐在、歩兵第5聯隊では大隊による耐寒訓練を、明
治35年（1902）年1月23日～ 25日の2泊3日の予定で、
兵営から八甲田山北麓、田

た し ろ た い

代平（田代新湯）を経由（露営
1泊目）し、太平洋側斜面の北国街道上の三本木に抜け
る行程を計画し、実施した。不幸にも山中行軍時に天候
急変し、強烈な低気圧の接近と重なり、第1日目の予定
地兵営から5里半の田代新湯に到達する手前で、暴風雪
にはばまれ、大隊としての集団行動不可能となった。第
1夜は田代から半里ほど手前の、駒込川支流平沢近くで
露営するが、翌日にかけても暴風雪は止まず、深雪腰に
達するなかでの雪中行軍不可能と判断し、青森に帰隊す
ることとした。しかし、その帰隊の集団行動は完全に麻
痺し、大隊は分解し、各自進退の方向見究められず、ワ
ンデリングも生じたばかりか、低温のため身動きできな
くなる者続出し、わずか手前の鳴沢斜面で第2夜をすご
すことになるが、自然の猛威は継続し、倒れる者続出す
る。翌25日白魔狂うなか青森に戻ろうと、各自体力のか
ぎりをつくすが、わずか半里、2㎞ほど青森に近づけた
だけで日暮れ近く、第3夜の露営を余儀なくされ、翌26
日同様の暴風雪のなか、露営地西側山麓、通称賽の河原
や、道をはずれ駒込川の谷間に迷いこんだ人たちともど
も、そのほとんどは、雪中に沒し、集落あるいは兵営に
たどりつくことはなかった。（23日から26日に至る雪中
迷走の状況は、図3参照）
　このような異変の発生に、青森本営には情報は達しな
かったが、平野にも猛吹雪が23日夜半から続き、大隊の
山中行軍の安否を気遣うが、直ちに救援行動に入れず、
雪中行動の第2大隊が、山中に消滅した26日、救援隊を
結成し、山麓の幸

こうばた

畑集落で一般村民の案内人を集め、よ
うやく山中をめざすが、なお悪天候のため「大峠」で引
返す。27日再度山に入り、「馬立場」で雪中仮死状態の
後藤伍長を救援することから、大隊員210名中生存者11
名という痛ましい遭難に対する活動が開始され、雪解け
期の5月28日までかかり、兵器類回収6月20日終了とい
う、長期にわたるものとなった。
　ところで、今回とり上げる図は、上記のような遭難救
援作戦時作成されたと考えられる、2種類の図について
である。雪中行軍時の遭難状況および救援活動次第を1
冊にまとめた、歩兵第5聯隊発行の『遭難始末』と題する
当時の報告書に折込まれている2面の迅速測図の紹介お
よびその特性の報告である。中央版、地方版を問わず、
軍事演習用図が迅速測図の作成上通例である。救援活動
も軍事作戦の一例とすれば、別扱いとするにあたらない
ともいえようが、演習は、軍の年中行事に組まれて、あ
らかじめ作図に必要な時間が考えられている。しかし、
遭難救援活動は突発的事項であり、必要作図も極めて異

例の早さが求められる。とすれば、通常作図例とは異な
ることが考えられる。注1）
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　『遭難始末』折込図2種は、1面は5万分1で、もう1面
は1万分1である。そして前者は、西北隅を、当時の日本
鉄道青森駅とし、その東に青森市街とその南側に平行す
るように日鉄線を描く。ただし、官設鉄道弘前方面路線
は省略、描入されない。北は青森湾を描く。全体の図描
域は、この先八甲田山（前岳）北麓田代平西隅所在の田
代新湯、すなわち歩兵第5聯隊第2大隊一行210名が雪中
行軍演習第1夜露営地と計画した地点まで、約20数㎞を、
雪中行軍路のほぼ東側に深い谷を作る駒込川と、その西
側の谷間、横

よこうち

内川との間を、ほぼ4㎞前後の幅で、北西か
ら南東に描かれた路上測図と見られる。「捜索線之圖」と
名付けられた墨刷に、救援活動時に新設された諸施設が、
青の「哨所」（各基地）、赤の「炊事場、通信所、電線、水柵」
が加刷されている。注2）（図1A～ 1C）
　後者は、「遭難地之圖」で、等高線、崖、河川、注記は墨
刷で、その上に青の各「哨所」は5万分1のばあいと同じ
であるほかに、青線を引きⅠ～Ⅴの捜索区域界、青の各
種破線を使い、青の囲線3ヶ所露営地（1月23日～ 25日）
間の雪中迷走想定コースを記入した上に、赤丸印各種と
算用数字を将校に限り付番し、各自遭難地点をあらわし、
5万分1に較べ、八甲田山北麓のごく限られた範囲の部
分図である。注3）（図3）
　2面とも、図郭外左上に「明治三十五年二月測圖」とあ
り、左下に「歩兵第五聯隊印刷」と記すことから、この救
援活動開始当初期に、救援活動図として作成されたもの
と考えられる。「捜索線之圖」が5万分1なのは、全体図
が2万分1から、明治23（1890）年5万分1に切換えられた
ことによると見てよい。そして、この測図年月は、「明治
35年」であることは確かであるが、その先「2月」は、救
援活動開始に合わせた、各目的作成月であることを含ん
でよいとも見られる。等高線描を中心とする地形図描お
よび地名注記など、実測図としての成立は、明治35年の

「2月」測量であるとしても、積雪丈余を越し風雪激烈の
折、概略にせよ山地の凹凸を果たして各現場で読み取り
えたであろうか。甚だ心もとない。雪解け以降の現地を
知悉してこそ可能ではなかったかと考える。あるいは、
明治35年以前に、青森の町図を含んだ、八甲田山田代平
越えの簡単な路線図、すなわち路上測図が、この山地コー
スでの行軍演習時毎に、作成されていたことも十分想定
されてよい。作戦用図のない軍事行動は、まずありえな
い。とすれば、この明治35年2月測2図は、この救援活動
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用として成立したことは確かであるが、それ以前の雪中
行軍沿道路上測図群を基礎とし、この折の必要項目の目
算測図を加え、2月測として調製されたと見るのが自然
であろう。現に5万分1図に加刷された形の「水柵」が、
駒込川に3ヶ所見られるが、下流幸畑近くから田茂木野、
そして大滝脇と、工兵隊が当初猛吹雪中の杭打ち作業で
難渋し、2、3、4月と月毎に、2月は20日間、3、4両月
は10日間をかけ川止め作業を果している。ということ
は、少なくとも折込図5万分1の「2月測」とあるのは「2
月測同年4月局部修正」という所であろう（図1A, 1B）。
もちろん応急用迅速測図の点からすれば、正式図的図歴
を表示することが、この作業用図に必要としたかは疑問
と思う。それはさて置き、この山中を含めた5万分1正式
図は、大正元（1912）年測まで遅れ、かつ発行は同4（1915）
年と、10年以上の差が生じている。この間の景観に変化
少ない地域ではあるが、地方駐在聯隊所在地のため、青
森平野域には5万分1と同じ測年で2万5千分1図も見ら
れる。ただし、山地を描く図域は、津軽平野との間の津
軽山地越え部分と、東は海沿いに浅虫から夏泊半島域に
限られ、青森平野の南側は、雲

も や

谷 峠
とうげ

斜面止まりで、八甲
田山中にはおよばない注4）。これら山中に図が成立するの
は、第2次大戦後の昭和40年代後半からで、1万分1図に
いたっては、青森市街地とその周辺の1図が県庁所在地
ということで、平成3（1991）年ようやく作成される状況
である。
　一方、地方版迅速測図成立に目を向けてみると、上記
2万5千分1正式図の範囲に近く、これよりずっと早い時
期の、明治22～ 25（1889～ 92）年、歩兵第5聯隊測の2
万分1が知られる。また、それよりさらにさかのぼると
思われる「青森營所近傍之圖」2万分1がある。作成部署
および作成年代脇付けのない、手書色の強い墨藍2色刷
の青森平野域図である。山の入口に等高線が数本重ねら
れるに止まる方式図の所から、フランスからの教官が講
義を持った明治13年（1879）年以降、鉄道線の描入も見
られないことと、上記迅速測図群以前とすると、明治22
年迄のうちとなろう。注5）

　したがって、青森平野境の幸畑集落から南方の八甲田
山中の図として、公刊され一般の目に触れる図の最初の
ものが、この雪中行軍救援活動時応急作成した2種と見
られる。そのうえで、この応急図らしさはどこに求めら
れるか。迅速測図なりの特徴に気付ければ、単なる簡易
表現図としての評価、正式図未成域の露払いに終わるこ
となく、地方版なりの持ち味、中央版の正式図とは別の
価値を捉えたことである。どこまで掘り下げられるか。

3

　迅速測図は、通常各地駐屯軍所在平野域を、演習用に
描くところに中心が置かれ、そこを離れた県境に近い山
中の描写には及ばない。山中の複雑な等高線の出入を地
性線にしたがう形には当初至っていないし、等高線の重
なりや微妙な曲線を駆使し、山地全域を満たす技能を発
揮するまでには、等高線方式の本格的習得開始の明治13
年以来、多少年月を必要とした。それは、明治30年代ペ
ン書き図描にともなう明朝体風手書注記文字が、通例化
以降のことと見られる。
　5万分1の「捜索線之圖」では、八甲田山方面渓口集落
幸畑から田代平を通る山道は、現在のような車道以前の
小径で、徒歩道にすぎなかったが注6）、青森からの山越え
街道並み通路として、利用度は比較的高かったと見られ
る。というのは、沿道地名が集落の限られた山中にもか
かわらず、間隔を置かず命名されていることに気づく。
すなわち、幸畑集落に続く青森側山麓斜面最後の集落の
田茂木野から先の山中に、次々地名が付されている。し
かも、先に図化された迅速測図上のほうが、後に成立し
た正式図上より詳細である。このような例は、このばあ
いに限られる事実ではない。明治も早い時期作成岐阜周
辺、各

か が み は ら

務原域の東方山地名（明治19－1886－年測）注7）、
都城西方、島津氏一族（北郷氏）の南北朝期館跡、都島旧
址の台地端加工残存状況の詳細図描（大正2－1913－年
版）注8）などあげられる。簡測図のほうが正式図より詳し
い表現となっているばあいがある。
　5万分1迅速測図（「捜索線之圖」）上、田茂木野集落よ
り先、道沿い地名注記を順にあげれば、小峠、大峠、火
打山、大滝平

タイ

、賽ノ河原、マグレ沢、大滝、カヤヰド沢、 
松
ママ

ノ木森（按
ヤス

ノ木森の誤記）、中ノ森、ヤナギ沢、馬立場、
元野木沢、鳴沢、平沢、大崩沢、田代元湯、田代新湯、八
甲田山、（以上のうち、太字分は正式5万分1図上にも注
記される地名）のようにあげられる。人家絶えた10数㎞
の山中に20ヶ所に近い地形にもとづく地名が並ぶ。正式
図に採用された、共通する地名は半数強に止まる。地形
上目立つ平坦部、その逆の特異な突起部、峠部、道から
望める本流へ合流する支谷の代表名などが記入されてい
る。里人たちの季節による釣、山菜、茸取りなど山遊び
で親しまれていたにちがいない八甲田山中、あるいは萱
場、放牧地、山林など各生活上の目印として発生し、里
人の間で通用する名称として当初使われていた、人が山
に入りだすことで新たに名付けられた、新しい地名と考
えられる。そしてこれらのなかには、この山に出入りす
る付近の里人にしか使われていない、あるいは通用しな
い、里称とでもいうような地名も少なくなかったと思え
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る。正式図では採用されないものも含まれていたにちが
いない。軍用図の地方版迅速測図上には、軍の人里離れ
た山野での行動にとり、少しでも位置確認地点が求めら
れることから、一般性にこだわることなく、図上採用し
たとして不自然ではない。
　一方、沿道地名注記場所を減じている、後に成立した
正式図では、迅速測図とは別種の、沿道特性を物語る地
名注記が見られる。すなわち、雪中行軍関連のものであ
る。馬立場（正式図には採用されていない）の丘上に追
悼記念碑の「雪中行軍遭難者銅像」（いわゆる、青森湾方
を見つめる「後藤伍長佇立像」）とあり、また、山の入口
幸畑集落中の陸軍墓地には、「雪中行軍遭難軍人墓」と注
記される。ここには、大正図には表示されないが、小規
模ながら雪中行軍資料を展示する記念館がある。
　青森市街地南側、筒井の広々とした水田域のなかに設
けられていた歩兵第5聯隊営から、通常時1日で十分到
達できる約5里、20㎞、火山麓緩斜面に深く食い込んだ
荒川支流の駒込川谷間は崖が連続する。その崖上には、
火山性小突起丘が点々と続く広葉樹林帯のなかに、田代
越えの小径がある。さらに高度が上がれば、見通しのき
く疎林帯から草原帯に変わる。しかし、暴風雪のおりは、
どちらにせよ、またたく間に道の踏跡は消え、方向を知
る術もない白魔の世界となり、その上極端な低温が体の
自由に止まらず、心の平安を奪う。
　ところで、このとき作成された5万分1迅速測図の精
度を知るメヤスが図中に求められる。それは、等高線の
うねりのなかに注記される、高度をあらわす標高注記
にある。迅速測図であるから、海岸線表示の次は20m線
となる。やや幅のある青森平野の水田域には1本も補助
線は見られず白一色である。一方山地側、図の東端田代
新湯先まで等高線は重なる。しかし、よく注意すると、
500mを越し1000m近くに達する山腹にもかかわらず、
等高線上の数値は、じつは、300mまでで、この沿道いよ
いよ山中に入る「小峠」手前までとなっている。したがっ
て、その先の八甲田山中は、目算上の推定地形を表す図
となる。迅速測図としての精度、限定的であったことが
判明する。
　その上、この5万分1図域中、南側部分を拡大した1万
分1迅速測図は、その図域全体が等高線上標高注記の全
く記入されない、もちろん独立標高点も見られない、目
算域で、そこに走る等高線の重なりには、測量値の裏付
けのない、地形推定線にすぎない。積雪期の目算値では
なく、無雪期の地表状況が元になっての目算表現と考え
られることは先に触れた。通常は、5万分1の図描より1
万分1のそれのほうが詳細表現の筈であるが、この2図
にあっては、各図全体としての比較として5万のほうが

実測図部分を含み、精度が上となり、かえって1万のほ
うは図として精度の低いものと言わざるをえない。200
名を超す遭難者散在を表示するために作成された、3露
営地付近の図としての1万分1採用と考えられる。時間
をかけ、然るべく実測するまでもなく、目算値の図化、
簡略図中のスケッチ描写ばかりの、より簡略基準で構成
された大縮尺図という、一見詳しそうで、じつは客観性
上大まかな描線の重なりとなる。
　なお、駒込川の谷間、5万分1の表現で大変興味深い
ことには、捜査範囲外と考えられたためか、その右岸側
支谷は、ほとんど省略された形の等高線描とされる。迅
速測図の特定目的図らしい図描に気付く。存在する地形
の一部を描いて止める以上に、必要外大幅省略している
ことをその図法のひとつと心得る必要がある。

4

　今回とり上げた2つの図の、迅速測図としての図描の
精粗に触れてきたが、当時これらの作成目的は、遭難現
場の地形描写は当然ながら、その図を使い救援活動の状
況報告のためにある。当時の具体的救援活動施設として、
捜索兼連絡基地列（各哨所）の図示にあった。青森の兵
営の位置を分からせる市街地、鉄道線、駅そして兵営近
くの川を表現することからはじめて、田代新湯までの行
軍予定路とその沿線地形を表示した「捜索線之圖」（5万
分1迅速測図）を急に作成し、救援活動のため臨時に設
定した諸施設を、赤青2色で加刷描入する。捜索中心域
の田代寄りに、分布が集中する形で6ヶ所の「哨所」（鳴
沢、高橋、本多、高嶋、塩沢、上田）注9）、第9～ 15、田茂木野、
中間、幸畑というように連絡点中心の「哨所」が設置さ
れ、救援活動の経過により、4月上旬までの間随時、変更、
縮小、併合、廃止のことも記入されている。さらに注目
されるのは、最奥の鳴沢哨所まで、青森本営から、臨時
通信線を設け、各基地と兵営との連絡をはかり、この仮
設線は、聯隊本営止めに終らせず、青森市内の一般電信
局まで延長し、一般回線にも接続させている。当時最新
の技術を導入し、この活動の効率化を推進している。関
連して加えれば、写真も活用し、特別大演習時の1冊と
同様に、「陸地測量部」注10）発行でまとめられている。なお、
駒込川に、Ⅰ～Ⅲと記入された「水柵」3ヶ所、雪解けに
ともなう遭難体の流下止め、発見用木杭列を大変苦労し
て設置している注11）。これらいずれも工兵隊の手による。

（図1A～ 1C、5万迅速を分割表示）

井口：明治 35（1902）年　八甲田山雪中行軍救援時作成迅速測図 2面
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5

　もう一方の1万分1「遭難地之圖」（図3）は、図名の通り、
明治35年1月23日暴吹雪のため、予定露営地の田代新湯
から約2㎞ほど手前にすぎなかった、駒込川支流、平沢
西側の「第一露営地」から、1月25日の田茂木野集落寄
りの「第三露営地」まで、わずか2㎞ほど八甲田山中を、
青森の兵営に戻ろうと、連日の暴吹雪のなか、深雪で歩
行の自由を奪われ、210名の雪中に埋没し果てた状況を、
救援捜索活動による分布図で表したものである。
　3つの露営地間の地形が、駒込川左岸の急崖上に広が
る。八甲田前岳北斜面末端部として、この1万分1図では
じめて詳細に表現される。明治の当時、この緩斜面地に
は、行軍した隊が通過しようとしていた小径1本しか通
じていなかった。山麓の集落幸畑から4㎞弱、斜面地中
の集落田茂木野から先田代新湯まで人家は絶える。道は
降雪期深雪に埋れ、かつ暴吹雪の通り道となり、人は怖
れて山中に立ち入ろうとしなかった。
　それはさておき、すでに図の特色のひとつとして述べ
てきたように、全図、目算による等高線表現であり、測
量成果を踏まえない概略図であって、数値の注記は見ら
れない。にも拘わらず、計曲線（太線）のある中間細線4
本の主曲線方式のところは正式図同様で、一見測量図と
思い込める。山道が通過する「按ノ木森」「中ノ森」「馬
立場」そして「鳴澤」周辺の地形表現は、いかにも凹凸が
目立つ状況に描かれる。1万分1なので、等高線は10m
毎となり、5万分1のばあいの倍間隔で入れられるため、
より目立つとも思える。それにしても、駒込川本流、支
流に望む急崖表現が、3つの露営地付近で図上に詳しく
なっているのは、地形事実の反映以上に、急斜面や崖地
への深雪時の迷いこみ、そして転落事故となりやすい予
測を含む描図とも考えてよかろう。
　そのうえで、この1万分1迅速測図全体の図描上の特
色が見られる。このおり作成図は2面であるが、1万分1
の描線は、一方の5万分1のそれと比べると相違するこ
とに気付く。すなわち、5万ではペン書き一定幅の細線
描で、注記文字は明朝体風手書き書体であり、正式図描
の線、文字に接近しているのに対し、1万では主曲線は
ペン書き風細線となっているが、計曲線や注記文字につ
いて、その方向への努力を感じるが、5万ほどすべてを
一定細線描に統一するに徹し切れていない。計曲線の太
線描に、幅の不統一のところが見られ、注記文字には筆
書き体流が点々と示される。明治20年代に見られた描法
の流儀がなお残されていることにほかならない。
　この時作成の5万と1万との間で新方式図と旧方式残
存図との差が分かる好例が並んだ形である。図式不統一

の新旧双方出現の過渡期を物語る例は、青森の図例にじ
つは限らない。同じ時期には生じている。前年筆者が報
告した松山～高知間2万分1路上測図群にも認められて
いる。該図群は、明治31年測と見られる注12）。また、年度
不明であるが、津山近傍2万分1迅速測図でも、地名注記
が筆書き体によるものと、明朝体風に整備された形のも
のと、2通りの図が存在する。注13）

　突然のように図化が望まれた青森でのばあい、わずか
2面とはいえ、選ばれた作図者2名と考えられるが、図法
歴の一致を考慮する以前に、1日も早い作図完了が求め
られていたにちがいない。図描移行期の作図例となると
は思ってもいなかった。救援活動上そしてその報告書に
必要な全体概念図と部分詳細図として、それぞれ目的を
果たすよう用意され、その結果を含め報告書に記載した。
5万のペン書き作図は若い軍人、1万の筆書き体残存図
は、目算図をいかにも実測図らしく見せる工夫が求めら
れることも考慮すると、作図歴を重ねた年配者の作品と
いうところであろうか。新旧とりまぜた図の成立に、地
方版迅速測図、すなわち素人作図というか一般軍人作品
としての特徴がよく出ている。と同時に、このようなわ
ずかな図面作成に際しても、新たなペン書きによる欧米
方式細線描図、すなわち正式図採用様式に対し、平行し
て継続するかのように、筆書きによる伝統的絵図方式図
成立の伝統性を思い知らされる。
　この雪中行軍演習にあたり、路上測図担当将校が選ば
れている注14）。どのような作図メモを描いていたのだろ
う。それにしても『遭難始末』折込図の存在は、地方版迅
速測図が、必要に応じきわめて短期日で、目的に沿う図
が作成できたことを明示する。それが最新図式によるか
は別にして、各部署で可能だったといえよう。

（12.09.14初稿　10.15.定稿）

注・文献

1） 歩兵第五聯隊．1902．『遭難始末』本文249p．付録
36p．冩真16面．同説明1p．折込表1．地図2．工兵特
別作業附図1（第1～ 6図）．歩兵第5聯隊．青森．

2）  上記『遭難始末』折込「第一圖」「捜索線之圖」、5万
分1迅速測図（ヨコ×タテ．現状最大値ヲトル．単
位ミリ．374×404）。行軍路一定幅図化図なので迅
速測図中さらに簡測図。しかも、小峠以奥標高注記
を欠くので、この図の南側1/3は、目算測図となる。

3） 上記『遭難始末』「第二圖」「遭難地之圖」、1万分1迅
速測圖（ヨコ×タテ．以下注2）に同じ．374×404）。 
2）の5万図南側部分拡大図の形なので、全体に標高
注記を欠き、5万よりさらに簡易図となる目算測図
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となる。
4） 5万分1正式図の発行年代は、国土地理院．1997．5

万分1地形図作成・所蔵目録．418p．㈶日本地図セ
ンター複製．青森4号「青森東部」（本稿必要域図）は 
p. 91

 2万5千分1図の青森平野および周辺の発行域につい
ては、国立国会図書館参考書誌部編集　1968　国立
国会図書館所蔵　地図目録（東北地方の部）昭和42
年3月現在　国立国会図書館　85p．2万5千分1の
項p.p. 51～ 53

5） 明治22～ 25年、歩兵第5聯隊測2万分1迅速測図の
分布については、日本地図資料協会編集　1978　月
刊古地図研究百号記念論集　古地図研究　国際地学
協会　597p．清水靖夫　正式測図以前の諸測図概説

（東日本編）p.p. 501～ 528　2．東北地方　青森近傍 
p. 505（図）p. 510

 青森營所近傍之圖（ヨコ×タテ）833×530ミリ

6） 救援活動時の工兵隊による道路の部分拡幅　『遭難
始末』p. 161．「道路構築」　田茂木野以南馬立場ニ
至ル間ハ細路羊腸車馬通ス

ママ

ル事困難ニシテ将来記念
館ノ築設（中略）等ニ不便尠ナカラズ則チ通路開設
ノ必要アリ六月三日工兵大隊派遣セラレ（中略）中
四米突全長十一吉羅米最大傾斜八分ノ一所々ニ車避
ヲ設ケ良好ノ道路ナリ六月十二日完成ス

7） 井口悦男　1997　2万分1岐阜・大垣付近迅速測図一
考 ―木曽川右岸から関ヶ原に至る―　帝京大学文学
部紀要　教育学　第22号　p.p. 27～ 44のうちp. 42

8） 井口悦男　2009　地方版最終期迅速測図2万分1 
「都城近傍」　帝京大学文学部教育学科紀要　第34
号　p.p. 69～ 80のうちp. 74の図3

9） 鳴沢は地名、以下は配属代表将校名による。『遭難
始末』捜索救護ノ為メニスル兵力配備表（後略）p.p. 
64～ 65

10） 陸地測量部　1902　明治三五年青森衞戌歩兵第五聯
隊第二次隊雪中行軍遭難冩真（写真帖）含写真64枚

11） 水柵の構造は、『遭難始末』折込図のうち「工兵特別
作業附圖」に第1（第四圖）と第2（第五圖）が描かれ
る。

12） 井口悦男　2012　松山・高知間2万分1路上測図 
帝京大学文学部教育学科紀要　第37号　p.p. 91～
104

13） 井口悦男　2001　明治期迅速測図の基礎的研究　自
家版　243p．所収20思いつくまま ―7地域迅速測図
小考― うち5津山　p.p. 230～ 231．p. 235の図

14） 歩兵第五聯隊　1902　『遭難始末』　第七、神成大尉
ノ計畵　十、研究事項ノ分擔　一、路上測圖　今泉

見習士官　同書p. 18

井口：明治 35（1902）年　八甲田山雪中行軍救援時作成迅速測図 2面
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