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地球惑星科学専攻所蔵 伊能忠敬関係資料 

 

地球惑星科学専攻には表 1 に示す伊能忠敬関係の資料が所蔵されおり、主なものについて解説

をする。 

 

１． 伊能中図 

伊能図について 

伊能忠敬（1745-1818）らが行った

全国測量は、第一次測量（1800年、

蝦夷地）から第十次測量（1816年、

江戸府内）まで 17 年に及び、それ

ぞれの測量が終わるとその成果を

まとめた地図が幕府に提出された

とされる。全国測量終了後の文政 4

年（1821）には、最終版伊能図「大

日本沿海輿地全図」（大図 1:432,000  

214 枚、中図 1:216,000  8 枚、小図 1:36,000  3 枚）が幕府に上呈され、のちに明治政府に引き

継がれたが、明治 6 年（1873）5 月、皇居で発生した火災によりすべてが焼失したとされる。一

方で、上呈された地図の原本とは異なるが、測量の過程で諸侯の求めに応じて製作されたものや

それらの写しなど多くの種類の図が現代に伝わっており、これらも忠敬の測量を基にして製作

された伊能図である。 

図の構成 

本中図 7 舗は、地図の図郭割りや記載内容から、大日本沿海輿地全図の中図と同種の地図であ

り最終版中図ととらえられる。現存する同版の中図はほかに、東京国立博物館所蔵中図、NISSHA

株式会社所蔵中図（イブ・ペイレ氏旧蔵）、国土地理院所蔵中図、日本学士院所蔵中図、成田山

仏教図書館所蔵中図などがよく知られている。最終版中図は全部で 8 図幅あり北海道から鹿児

島までを含むが、地球惑星科学専攻が所蔵する中図は関東図幅を欠いており 7図幅である。その

うち北海道の 2 舗は針穴がなく写本とされ、東北以南の 5 舗は針穴本である 1)（図 1）。 

本中図と成田山仏教図書館所蔵中図の関係 

 本図と仏教図書館所蔵中図（以下、成田中図）の内容を比較すると、地名やコンパスローズ（方

位記号）等の類似性が極めて高いことなどから、東北以南の 5 図幅（関東を除く）においては、

成田中図は本図（針穴本）を写して製作された可能性が高いと考えられている 2)。 

来歴・経緯 

・伊能日本図探究会によると、東大中図 7 舗はもともと理学部の事務室にあったとされる 1)。 

・旧地理学教室元教官への聴き取りや総合研究博物館の記録簿によると、理学部旧地質学教室図

書室に保管されていた時期があったこと、昭和 30 年代に同教室から同じ理学部の旧地理学教室

に移管されたことなどがわかっている。当時は折畳図だったが虫損や破れがひどく、1968年頃、

表１ 地球惑星科学専攻所蔵 伊能忠敬関係資料 

資料名 数量 

伊能中図 〇 7 

彎窠羅鍼 〇 1 

伊能忠敬書簡 〇 1 

大谷亮吉書簡 2 

墨差 1 

官板実測日本地図 〇 6 

官板実測日本地図の製作に用いられた版木 〇 3 

〇印を解説．  



旧地理学教室が修理を行い 1)、それまでの折畳装はパネル装に改装された（昭和期の修理）。同

時に博物館（当時、総合研究資料館）に移され 50 年近く同館で保管されてきた。しかし、パネ

ル装による長期保存上の懸念が指摘されたことなどから、2015 年度から 4 か年をかけ 7 舗すべ

ての修理が実施された（平成期の修復事業）。修理によりパネル装は再び折畳装に戻されたが、

セキュリティ上の理由から 2018年に理学系研究科地球惑星科学専攻に移管された。 

平成期の修復事業 

昭和期の修理以後は、パネル装となったことで地図面に常に張力がかかることなど、長期保存

上の問題点があった。そこで、平成 27～30年度（2015～2018）、住友財団などの支援を受け、再

度修理が実施された（「大日本沿海輿地全図中図（伊能中図）保存修復事業」）。本修理後は、紙

への負担のかからない形の折畳装に戻され現在に至っている。 

 

  

北海道西部（仮称） 

242.3×159.3cm 

北海道東部（仮称） 

169.5×158.0cm 

  

中部（仮称） 

229.9×141.5cm 

東北（仮称） 

217.3×160.8cm 

図１_１ 東京大学所蔵伊能中図（平成期の修復事業後） 



 

  

九州北部（仮称） 

160.7×173.2cm 

中国四国（仮称） 

227.3×142.8cm 

  

九州南部（仮称） 

162.1×161.0cm 

 

図１_２ 同中図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以下は、2017年頃まで掲載していた博物館 web の内容を加筆・修正 

 

２．彎窠羅鍼 

伊能中図のほかに彎窠羅鍼（わんからしん）、伊能忠敬書簡、墨差などを所蔵。 

理学部広報（http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/story/newsletter/past.html）によると、「理学部１号館の

地下で整理していたとき、この彎窠羅鍼と伊能忠敬の書簡を発見した」という。発見後、理学部

事務長が史料編纂所教官に調査を依頼し、理学部広報（1971 年 3 巻 5 号～7 号、1972 年 4 巻 2

号）に関連する記事が連載された。記事には、「数年まえに１号館地下を整理していた際、伊能

忠敬の手紙と遺品が発見された。」と書かれているので、発見されたのは昭和４０～４３年頃と

みられる。 

彎窠羅鍼は方位角を測定するための測量器具で、小方位盤とも呼ばれる。本専攻が所蔵する彎

窠羅鍼は、全国測量の終了後、親交があり地図作成の協力者だった久保木清淵（1762-1829）に

記念として贈られたものである。 

明治末期頃、東京帝国大学理科大学教授長岡半太郎（1865-1950）の発案により、伊能図を含

む伊能忠敬関係全般の調査が帝国学士院嘱託大谷亮吉氏により行われた。また、明治４２年（1909）

７月の東京帝国大学卒業式には、伊能関係の地図や各資料、彎窠羅鍼などの量地器械類が天覧に

供された。その後、大正３年（1914）に同理科大学（現理学系研究科）がこの彎窠羅鍼と小図の

下絵図を所有者の大須賀恒造氏から購入した 3)。理学部の地下で発見された木箱入りの器械は、

このときの彎窠羅鍼とみられる。これらのことは、所有者から彎窠羅鍼を借用する際の大谷氏書

簡や「研究蒐録地図第 6号」陸地測量部(1943）によって裏付けられるが、大谷氏によると、「さ

れば遺存せる方位盤中来歴の最も正確なる東京帝国大学理科大学所蔵のもの（大正三年千葉縣

香取郡新嶋村大須賀恒造より購入。）につきて其構造を記述すべし。」3)とあり、来歴の確かな極

めて貴重な資料といえる。 

 

久保木清淵に贈られた彎窠羅針 

松本文夫氏撮影． 

 



  

収納する木箱 

 

受け取った久保木清淵が桐箱の蓋裏面に贈与の経緯を記録している。 

伊能勘解由老人遺物   文政元（1818）年戊寅 4月 12日没、年 74歳 

 

老人はこの彎窠羅鍼を用いて、東は奥州津軽外ヶ浜から西は九州・二島種子島・屋久島、及び

伊豆大島・八丈島、蝦夷地にいたるまで全てを測量し、輿地図を制作し、これを幕府に献上し

た。私は老人とたがいに信頼しあい、よく内々に老人を助けたため、製図がおわった後に、私

にこの彎窠羅鍼が贈られた。そのためここにしるして永久の別れの言葉とする。 

 

久保木太郎右衛門清淵 

解読：小松愛子氏（埋蔵文化財調査室） 作成にあたっては宮崎勝美氏のご教示を得た． 

 

３．伊能忠敬書簡    ※ほかに大谷亮吉の手紙あり 

昭和４０～４３年頃に理学部１号館地下で彎窠羅鍼とともに見つかった忠敬の書簡は、２通

別々の手紙を 1 枚に貼りあわせ保存されている（発見の経緯は、 彎窠羅鍼のページ に記載）。 

 

忠敬から地図作成の協力者で親交のあった久保木清淵に宛て

た書簡 



[１通目] 

（前欠） 

長らくご無沙汰しておりますが、ますますご健勝にお過ごしのご様子、結構なことと存じます。

次に、私も変わりなく過ごしておりますので、ご安心ください。 

 

一、先日、ご同姓太郎八殿【久保木清綏、清淵の実弟】が不慮の死をとげられたことについて、

私から何か意見をさしあげることもお気の毒に存じ、妙薫【伊能忠敬の長女イネ】へご伝言を

依頼しましたところ、ご覚悟の程を聞き感心いたしました。しかしながら、今後の金銭のやり

くりなどのこともあり、ご苦労なことと推察いたします。 さて、水戸藩郡奉行衆【小宮山昌秀

（楓軒）】がひきつづきご尽力なさり、郷学をご設立なさるので、貴君に郷校【延方学校】をお

任せしたいというお考えです。この件について（あなたは郷校までが）遠路であることなどあ

れやこれやでお断りなさいましたが、一、二ヶ所の郷校は是非お頼みしたいという郡奉行衆の

お考えは、ごもっとものことに思います。ご苦労なこととは思いますが、この道は長年、（水戸

藩郡奉行衆が）心を尽くして行ってこられたことですので、よろしくご都合ください。 

 

一、地図のことについて、毎度お尋ねくださりありがとうございます。かねてから下役中や内

弟子までもよく話し合い、精を出してつとめております。その上、筆耕までも雇いとかく手間

取っておりましたが、ようやく「江戸図」をこの月初に上納いたしました。私も一年毎に体が

衰え、今年は暑さにも大いに困り果てました。いまの寒さにも、やはり持病の痰病にて難儀し

ています。去々戌年（文化 12〈1815〉年）までの諸国を測量していた時と比べても、体の調子

が大きく劣っております。そのため地図も来年中には完成させて上納したいと思い、心を尽く

しております。三治郎【伊能忠誨：忠敬の孫】の近況についてお尋ねくださいましたが、これ

は一斉【佐藤一斎：儒者、林家の塾長】方より程なく帰り、現在は私の元におります。 

 

一、加納屋治兵衛【大川治兵衛：伊能家の出店支配人】が出府しましたが、私宅には逗留せず、

あちこちに行って止宿しております。加納屋治兵衛の妻となる女性の候補についてのご内意承

知いたしました。私も少しは進めてみますが、なんともわかりません。このような縁談につい

ては、妙薫へおついでの時にご相談ください。頓首 

 

（文化 14〈1817〉年）十月二日         伊能勘解由 

    久保木蟠竜先醒 

 

なお、ご家族の皆様へよろしくお伝えください。佐原後室へ御伝言くださった件について、す

ぐに伝えましたところ、よろしく御礼を申しておりました。以上。 

 

 

 [２通目] 

追って申し上げます。甲戌（文化 11〈1814〉）年 8 月に坂部【坂部貞兵衛：幕府天文方手附下

役】の忰八百治に貸付けた金子の借用証文にご連判をお頼みしましたが、先月残らず返済が終

わり証文を回収いたしました。そのためご連判の部分を切り抜きお返しいたします。ご安心く

ださい。以上 

 

六月二日                    勘解由 

        久保木様 

解読：小松愛子氏（埋蔵文化財調査室） 作成にあたっては酒井一輔氏のご教示を得た． 

 

４．官板実測日本地図 

伊能忠敬の全国測量によって作成された種々の伊能図は、文政 4年（1821）幕府上呈の「大日

本沿海與地全図」により最終的な完成をみた。その後伊能図は秘図として扱われ公開されること

はなかったが、約半世紀後の幕末に幕府の開成所から伊能図の小図を基にした「官板実測日本地

図」が刊行された。 



所蔵する官板実測日本地図 6 点は、旧地理学教室初代教授山崎直方（やまさきなおまさ）（1870-

1929）によるコレクションで、同教授収集の古地図・資料類（山崎文庫）であることを示すラベ

ルシールが貼られている。初版本全図幅 4 枚に加え、「北蝦夷」、「蝦夷諸島」は、再版本 1枚ず

つを所蔵する。初版本は、すべての北西角に初版印が押され、表紙の色は薄茶色。再版本には初

版印がなく、表紙の色は草色。 

官板実測日本地図 

山崎文庫 

整理番号 
題名 作成 出版 出版年 備考 

BⅢ-27c 北蝦夷 開成所 初版  初版印（北西角）、表紙薄茶色 

BⅢ-27c 北蝦夷 〃 再版 慶応 4年 静岡県印（北西）、表紙草色 

BⅢ-27d 蝦夷諸島 〃 初版  初版印（北西角）、表紙薄茶色 

BⅢ-27d 蝦夷諸島 〃 再版 慶応 4年 静岡県印（南東）、表紙草色 

BⅢ-27a 幾内・東海・東山・北陸 〃 初版  初版印（北西角）、表紙薄茶色 

BⅢ-27b 山陰・山陽・南海・西海 〃 〃  〃 

初版の出版年は、慶応元年（1865）、同 3年（1867）などの説あり．参考：高木崇世芝（2001・2002）4) 

 

   

「幾内・東海・東山・北陸」初版 

33.1×21.0×1.3cm 

「蝦夷諸島」初版 

33.2×21.0×1.2cm 

「北蝦夷」初版 

33.2×21.0×0.8cm 

   

「山陰・山陽・南海・西海」初版 

33.1×21.0×1.2cm 

「蝦夷諸島」再版 

33.2×21.1×1.2cm 

「北蝦夷」再版 

33.2×21.1×0.8cm 

 

 



 

  

「蝦夷諸島」初版 

157.1× 200.1cm 

「北蝦夷」初版 

207.4×82.8cm 

  

「山陰・山陽・南海・西海」初版 

193.8×143.0cm 

「幾内・東海・東山・北陸」初版 

227.4×159.1cm 

 



官板実測日本地図保管用木箱 

刊行当初からのものか。題箋がはがれている。 

 

 
 

 

保管用木箱 

 

保管用木箱 

 縦 cm 横 cm 高さ cm 

箱全体 36.5 25.0 7.3 

蓋 36.5 24.8 0.6 

箱下側 36.4 25.0 6.5 

同（内寸） 34.9 23.4 6.0 

 

５．「官板実測日本地図」の製作に用いられた版木 

本版木３点（静岡県～愛知県付近、宮崎県～鹿児島県東部付近、種子島・宮古島・石垣島・西

表島）は、官板実測日本地図の印刷に用いられたものとされている。 

同図については、秋岡（1971）によ

ると、「さらに開成所は明治元年開成

学校と呼称、同二年七月大学校、十二

月に大学南校と改められたが、この大

学南校に至るまでこの地図が木版と

して重版した。」5)とあり、さらに、「ち

なみに本図の板木は第１２代宮田六

左衛門氏の著書への話に、第９代宮田

六左衛門の彫刻とのことである。板木

１個の大きさ４５０×６３２ミリ、厚

さ１２ミリで、その中の遠江、日向、

入表島付近の３個が残存し、昭和１０

年代に第１２代宮田氏が東京大学理

学部地理学教室に寄贈され、現在大学陳列館に置かれている。」5)と述べ、清水（1997）も、「幕

府系の諸図は、代々世襲の宮田六左衛門（通称天神山 京橋区南伝馬町に居住 昭和三〇年頃当

（一二）代主人に秋岡博士と共に面談）に彫刻させていた。『官板実測図』も第九代の宮田六左

衛門に拠るものであったという。」6)としている。これらのことから、本版木は、第九代宮田六左

 

官板実測日本地図の製作に用いられた版木「種子島」  

版木の題名は仮称． 



衛門による製作で官板実測日本地図の作成に用いられ、昭和 10 年代に理学部旧地理学教室（地

球惑星科学専攻に統合）に寄贈されたものであることがわかる。 

また、地理部門で同図と版木の画像を用いて内容の比較を行ったところ、地名・緯線・地形等

の表記の特徴が両者で一致することが確かめられた（下図）。“官板実測日本地図作成に用いられ

た”と伝わる資料だが、彫られた内容からもこのことが裏づけられている。 

  

版木「遠江」の駿河湾西岸部分（左右反転） 

各版木の題名は仮称． 

官板実測日本地図（初版本） 

「畿内・東海・東山・北陸」 

 

  

版木「遠江」の知多半島部分（左右反転） 官板実測日本地図（初版本） 

「畿内・東海・東山・北陸」 

 



  

版木「日向」の大隅半島部分（左右反転） 官板実測日本地図（初版本） 

「山陰・山陽・南海・西海」 

 

  

版木「種子島」の種子島南端（左右反転） 官板実測日本地図（初版本） 

「山陰・山陽・南海・西海」 
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