
展示品一覧

「忠敬が消えた島 佐渡」

タイトルが仰々しい。何事かと思ったら、能登半島に続いて佐渡島測量も平山郡蔵と手分けして

測量することとし、上陸地点の小木湊からの測量は郡蔵に任せ、忠敬は「無測量」で先行したこと

を「忠敬が消えた」と表現しただけのことです。

「伊能忠敬測量日記」の享和 3 年 8 月 28 日の「朝曇。小木湊より相川町迄海辺測量手分。郡蔵は

当湊より海辺新町迄、我等は当所より岡道新町へ無測量にて罷越、それより海辺を相川町相測。郡

蔵は新町より相川町迄は岡道を越し、両方相川町にて出会の都合になしぬ。」が該当部分です。

○「佐渡国沿海全図」 文化元(1804)年作成 縮尺 36,000 分の 1 国宝：地図・絵図類 番号８９

  享和 3 年 8 月 19 日から 25 日まで、出雲崎で「渡海風なし。逗留。」を続けた後、8 月 26 日に小

木湊に上陸してから平山郡蔵と手分けして佐渡測量を終え、9 月 17 日に寺泊に帰着するまでの成果

の大図です。なお、「佐渡国沿海全図」は伊能忠敬記念館ＨＰの「資料画像提供」で公開されてお

り、概要をつかむことができます。

香取市 伊能忠敬資料館所蔵



「伊豆大島の地形を読む」

○「伊豆国附大島沿海図」 国宝：地図絵図類 117

  文化 13 年作成。12,000 分の 1。展示は南側 2／3 程度で、現在の元町地区から岡田地区に伸びる横

切りの測線は見ることが出来ませんが、火山地形が良くわかる地図です。 「フノヲノ滝」（フノウの

滝）は伊能図に描かれた唯一の滝とのことです。「砂野浜」は玄武岩の溶岩が砕かれた砂礫の黒い浜

辺で、ウミガメの産卵地で有名です。この伊能図は色遣いやタッチがダイナミックで、一緒に展示し

てある「厳島」や「佐渡島」の大図の穏やかな彩色とは全く異なります。

香取市 伊能忠敬資料館所蔵

「日本一の大難所 屋久島、種子島」

忠敬をして「日本一ノ大難所の渡海ニ候」と嘆じさせた、屋久島、種子島測量に関係する展示です。

第 7 次測量の時に山川湊まで到着しながら屋久島、種子島測量を延期した経緯を示す文書や書簡、第８

次測量の時に忠敬や内弟子たちが屋久島、種子島測量の詳細を妙薫たち佐原の家族に書き送った書簡が

中心となります。明治以降、三角測量による帝国図が作成されましたが、その最後となったのが、屋久

島、種子島で、昭和 4 年のことでした。最も難航した屋久島、種子島測量の成果は昭和まで生き続けた

ことになります。

なお、屋久島、種子島測量をめぐる、幕閣－高橋景保－伊能忠敬－薩摩藩の動向や、測量の実態につ

いては『伊能忠敬の歩いた日本』（渡辺一郎 ちくま新書）が詳しいのですが、同書や会報第 66 号で紹介

された、「高橋景保御用日記」に紛れ込んでいたという「手付伊能勘解由 薩州領島々渡海の儀伺い上げ

奉る書付」は残念ながら展示されていません。   

○「高橋作左衛門書状」 国宝：書状類 番号 262

高橋景保が文化 7 年 9 月 16 日付で、伊能忠敬と坂部貞兵衛宛てに、文化 8 年の春に屋久島、種子島

測量をするように指示した手紙です。口永良部島、硫黄島へは渡海せずに遠測で良いとしています。

○「種子島・屋久島渡海延期等伺」 国宝：文書・記録類 番号 286

文化 7 年 12 月 10 日付で天文方の高橋景保から若年寄堀田正敦に出された屋久島、種子島測量延期

の伺い文書です。



○「高橋作左衛門書状」 国宝：文書・記録類 番号 252

文化 7 年 12 月 11 日付で、 高橋景保から、伊能忠敬と坂部貞兵衛あてに、屋久島、種子島測量の延

期が認められたことを知らせる手紙です。

○「松元十郎兵衛・平田次郎八書状」 国宝：書状類 番号 363

文化9年4月に薩摩藩藩士の松元十郎兵衛と平田次郎八から伊能忠敬と坂部貞兵衛に宛てた手紙で、

口永良部島、薩摩硫黄島への渡海が困難である事を説明しています。この手紙は国宝書状類番号 286
の伊能忠敬、坂部貞兵衛から平田、松元に宛てた、船掛場がなくとも、口永良部島、硫黄島等への渡

海を希望する手紙と対になっています。

○「屋久嶋種子島渡船乗船人名書上」 国宝：文書・記録類 302

  測量隊員の名前が無く、船頭、薩摩藩の家臣、足軽、人足、御用商人の名が一番船から順次記載され

ています。文化 9 年 3 月 10 日の測量日記には「一番 常盤丸。船頭幸助、勘解由、並内弟子尾形顕次 … 」

と測量隊員を含めた乗船名簿が記載されています。

○「箱田良助書状」 国宝：書状類 310 

屋久島、種子島測量が無事に終わり、文化 9 年 5 月 23 日に鹿児島城下に着きます。薩摩藩の定飛脚

が 5 月 29 日に出立し、伊能隊も 27 日には鹿児島城下を出発するため、忠敬や隊員達は一斉に手紙を

出します。以下、景敬や妙薫など忠敬の家族たちに対して内弟子達が送った手紙が続きます。箱田良

助が妙薫にあてたこの手紙では、屋久島の方言などを紹介しています。

○「保木敬蔵書状」  国宝：書状類 313

内弟子の保木敬蔵は、屋久島の島民が薩摩芋を主食としていることや、言語も不通、女は眉毛を剃

らず髪型もおかしいと報じています。

○「尾形謙二郎書状書状」 国宝：書状類 279

内弟子の尾形謙二郎の手紙では、伊能測量隊の直ぐ後に出航した「薩摩船一艘行方知れず」であっ

たことや、鹿児島に無事に戻れて「一同大悦び仕り候」などと、実感のこもった手紙です。「一同大悦」

の字が躍っているようです。

○「加藤嘉平次書状」 国宝：書状類 285

  小者の「侍」として参加した加藤嘉平次の手紙で、「波濤荒く塩（潮）引早、海岸にも大崩石にて、

測量も難儀」であったと知らせています。

○「伊能忠敬書状」 国宝：書状類 3 
5 月 25 日付の「かけ由老父」から「妙薫尼、おりて女」に宛てた手紙です。ご存じのように、妙薫

尼は忠敬の長女、おりては長男景敬の妻です。屋久島、種子島測量の様子を伝え、薩摩藩の大規模な

サポート体制については「薩州侯にも御心配御物入に候」と記すかと思うと、佐原の領主の津田家に

対する貸金をやめるように念を押したり、嫡孫の三治郎（後の忠誨）を津宮村の久保木清淵のもとに

手習いに行かせることは大いに宜しいと記したりと、最大の難所を乗り越えた安堵感が横溢する手紙

です。

○「伊能景敬書状」 国宝：書状類 210 

5 月 25 日付の忠敬からの書状に対する返事です。鹿児島城下から出した手紙が 7 月 3 日に佐原に届

いたことが解ります。景敬の字は個性的です。

○「薩摩藩領参考絵図」 国宝：地図絵図類 782

○「小図（西日本）」 神戸市立博物館所蔵の文政 4 年小図のレプリカです。



「名勝の島 厳島」

○「安芸国厳島 一里当三寸六分 三景第一」 国宝：地図絵図類 114
文化 4 年の特別地域図です。縮尺は 36,000 分の 1。厳島だけではなく、広島城や江田島など広島湾

全体を描いています。

「下図で見る島々」

伊能忠敬記念館には西日本の伊能図が少ないですが、下図は明治政府に提出していないので豊富です。

○「西嶋・坊勢嶋・家嶋・男鹿嶋等下図」 国宝:地図絵図類 420 
文化 2 年 10 月 19 日の測量日記に、「五ッ前、姫路馳走船にて家島へ渡海」とあり、膨大な瀬戸の島々

の測量が始まります。赤い線で島の位置を北西方向に修正しています。

○「自松山領中島至大洲領忽那島等下図」 国宝：地図絵図類 387 
愛媛県松山市沖の忽那諸島の下図です。この島々は松山領と大洲領が混在しているため、「中嶋」

には「松山領曰中嶋」「大洲領曰忽那島」と両方の呼称を併記しています。

  

○「安芸国江田島・西能美島下図」 国宝：地図絵図類 384
この地図には何故か島名が記載されていません。そこで記念館では、特徴的な島の形から島名を当

てるクイズにしています。

○「自薩摩国谿山郡宇宿村至大隅国大隅郡田上村下図」 国宝：地図絵図類 379 

  文化 8 年作成。縮尺は 36,000 分の 1。桜島と錦江湾一帯の下図です。桜島はまだ陸続きとはなって

いません。興味深いのは、錦江湾の各地点から桜島の頂を目指した測線が一点で交わっているわけで

は無いことです。伊能測量隊のベテランでも交会法は難しいのだと実感しました。その場合どのよう

に修正したのかを知りたいところです。

○「肥前国南松浦郡五島列島西部下図」 国宝：地図絵図類 367

  文化 11 年作成。縮尺は 36,000 分の 1。坂部貞兵衛終焉の地である福江島の下図です。下図では、

どこが島で、どこが海なのかが解らないほど入り組んでいて、測量の大変さが実感できます。その上、

領地の境界争いに気を配り、「床之廻りを数万之蟻」という過酷な測量でした。会報の 8～11 号の安

藤由紀子氏の「忠敬と共に列島を測った人々－坂部貞兵衛」を読み返しながら「坂部さん、おつかれ

さまでした」との思いがしきりです。

「蝦夷地という島 北海道」

○「寛政十二年享和元年実測地域中図 北部ノ一 蝦夷東南海岸」 国宝：地図絵図類 90

  享和 2 年作製の中図です。縮尺は 216,000 分の 1。厚岸湾岸には測線がありません。襟裳岬も丸い

感じです。

○「自シヤマニ会所至リシヤ下図」 国宝：地図絵図類 232

  縮尺は 216,000 分の 1 の中図下図です。現在のえりも町から知床半島の羅臼町までが描かれていま

す。平台に置かれているため、襟裳岬の鋭く突出した測線や、厚岸湾岸の測線が明瞭です。この中図

下図の測量データが伊能忠敬の第 1 次測量によるものではないことがはっきりと解ります。

○「クナシリ島下図」 国宝：地図絵図類 237

  国後島西部の下図です。当然この測量データも間宮林蔵によるものです。国立公文書館所蔵の『蝦

夷国後島嶋図』と見比べてみたいものです。


