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4-01 大正十一年以降支那製十万分一図ニ依ル改造
『北支那十万分一図』及『南支那十万分一図』
整備要図

54.6×38.6 手書きメモ紙2枚

1 北支那及南支那十万分一図編纂資料要図
2 支那製十万分一編纂図改造集成要図
3 大正十一年以降支那製十万分一図ニ係ル改造

整備要図
4 昭和十、十一年
5 昭和八、九年
6 昭和五、六年
7 大正十一、十二年

4-02 明治四十二年以降臨時測図部、支那駐屯軍司
令部所測仮製十万分一図整備經過要図

54.6×38.5 手書きメモ紙3枚（目次並ニ説明書）

1 臨時測図部測図区域並經緯度測量実施関係
要図

藍色ヲ以テ揚記シタル經緯度図根点ハ大正十年及ヒ十二年ニ
於テ実施シタルモノニシテ測図原図完成後ニ於テ観測報告セラ
レタモノナリ其方法ハ簡易天測法ニ據リタルモノニシテ使用器械
ハ懐中時計及ヒ懐中六分儀ヲ用ヒタルモノナリ

2 明治四十二年以降臨時測図部所測十万分一
外邦図測図年紀概見図

大正七年編トアルハ其年ノ編纂ヲ意味シ（海）（支）トアルハ海図
及支那図ノ資料ニ依リタルコトヲ示ス
大正八年（支補）トアルハ我測図ニ支那図ヲ補塡シタルコトヲ示
ス

3 自明治四十二年至昭和四年臨時測図部所測
仮製十万分一図測図整備状況要図（昭和八年
現在）

昭和十年以降発行ノ一覧図ニハ經緯度数置ヲ記載シアルモ仮
製図ハ方眼式図ニシテ經緯度ノ記載ナキモノナルヲ以テ

4 昭和四年出版発行図　安徽省、河南省、湖北
省

5 昭和二年　安徽省、湖北省、河南省
6 昭和元年（大正十五年）　河南省、湖北省、江

蘇省

7 大正十四年 山東省 河南省 安徽省 江蘇省大正十四年　山東省、河南省、安徽省、江蘇省
8 大正十三年　山西省、福建省、安徽省
9 大正十二年　河南省、浙江省、安徽省
10 大正十年　直隷省、山西省、河南省、湖北省
11 大正六年　直隷省、安徽省
12 大正五年　直隷省、山東省、福建省、浙江省
13 大正四年　直隷省、山東省、福建省
14 大正二年　江西省、福建省、廣東省
15 大正元年（明治四十五年）　江蘇省、山東省、

浙江省、江西省
16 昭和四十三年　江蘇省、浙江省、安徽省、江西

省、福建省
4-03 明治二十七八年乃至昭和七年満洲十万分一

図整備要図
39.0×52.1 手書きメモ紙2枚（目次並ニ説明書）、ただし独立した説明書は

ない
1 自明治三十七年至昭和七年『満洲十万一図』

整備関係綜合一覧図
本一覧表ハ明治三十七年乃至昭和七年迄ノ整備関係ヲ綜合シ
タルモノナリ

2 昭和七年ニ於ケル支那駐屯軍司令部修正測図
区域一覧図

昭和五年支那駐屯軍司令部ニ於ケル修正測図ヲ図郭展開ノ上
貼込整飾シタルモノ

3 大正十五年（昭和元年）乃至昭和四年ニ於ケル
支那駐屯軍司令部修正区域一覧図

一、本測図ハ図郭展開ノ上貼込ミ曲線着墨ノ上整飾
二、一分一ニ寫眞製版

4 昭和三年ニ於ケル満洲北部缺図部ノ支那製十
万分一図ニ據ル補塡区域一覧図

一、本図ハ中華民國五年乃至九年東三省陸軍測量局調製ノ十
万分一調査図ヲ補塡ス
二、印刷図ハ經度三十分緯度十五分ノ図面ヲ部正規ノ図郭經
度三十分緯度二十分ノ図郭ヲ展開シ之レニ切り替ヘ貼込ミ整飾
ス

5 大正十二年乃至十五年関東軍司令部測図区
域一覧図

一、吉林、長春、四平街、鉄嶺 鄭家屯ハ一万分一市街図ニ據リ
修正
二、奉天ハ二万五千分一、公主嶺ハ三千分一市街図ニ據リ修
正

成 接合部 成 存 編纂 接合

三、赤色部ハ五万分一測図ニ據リ修正 大正十二年関東
軍司令部測図四、其他ハ十万分一測図ニ據リ修正

6 大正十一年乃至十三年支那駐屯軍司令部、関
東軍司令部臨時土地調査班ニ於ケル修正測図
区域一覧図

本測図ヲ図郭展開ノ上貼込ミ曲線着墨ノ上整飾修正図既成図
ヲ印刷シ併合貼込ミ
又部分修正ハ測図原図及露版図ニ修正補描ス

7 大正十、十一年支那駐屯軍司令部ニ於ケル修
正測図並ニ編纂区域一覧図

一、大正十、十一年支那駐屯軍司令部ニ於テ修正編纂ノ上接
合整理ヲ為シタルモノ

8 大正七乃至十年鹵獲露版八万四千分一図ノ改
造『満洲十万分一図』ト之レカ入手ニ伴フ朝鮮
駐剳軍司令部、臨時土地調査班、支那駐屯軍
司令部、臨時第二測図部、特別測図班測図区

大正八年乃至十一年鹵獲ノ八万四千分一露版印刷図ニ地名翻
譯及標高数字ヲ米突ニ換算シ註記ヲ添布貼込ミ十万分一ニ寫
眞縮図ノ上正規ノ十万分一図トシテ整備ス
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4-03（つづき）
9 大正七年臨時土地測査班測図区域一覧図 大正七年臨時土地調査班ニ於テ実施セル十万分一測図
10 大正五、六年中関東都督府陸軍参謀部及支那

駐屯軍司令部実施ノ修正測図区域一覧図
測図ハ図郭展開ノ上貼込ミ修正測図ハ既成図ニ併合又ハ既成
図ヲ印刷シ併合貼込ノ上整備ス

11 大正元年乃至大正四年関東都督府陸軍参謀
部測図及既成図修正区域一覧図

大正元年乃至四年関東都督府陸軍参謀部ニ於テ十万分一測
図及既成図ノ修正ヲ実施セル地域

12 明治二十七八年以降明治三十七乃至四十三
年『満洲五万分一測図』ノ編製整理ニ係ル満洲
十万分一図及明治四十一年乃至同四十三年
臨時測図部実施十万分一測図区域一覧図

本図中遼東半島ハ明治二十七八年五万分一ノ測図ニシテ明治
三十七年乃至明治四十年臨時測図部ニ於テ修正測図ヲ実施

4-04 南方地區地圖整備目録 39.2×54.2 昭和16年10月調。参謀本部・陸地測量部。本圖中黒書ハ入手
圖ノ状況ヲ示シ朱書ノ印ハ複製圖ヲ示ス

1 航空圖及無線方向探知用南方一般圖 39.2×54.2 航空圖中着色セザル部分ハ十二月中ニ完成ノ豫定
・百万分一航空圖
・二百万分一航空圖
・五百万分一無線方向探知用南方一般圖

2 南方空中寫眞測量圖 39.2×54.2
・調製要項（1～5）
・五万分一ボルネオ島
・五万分一泰國及馬來半島
・十万分一呂宋島

3 索引圖 39.2×54.2 本圖ハ航空圖無線方向探知用圖以外ノ圖ニ関シ索引圖タラシ
ム

4 （複写）（①）南方入手地圖一覽表　其一（佛領
印度支那）

25.7×33.0 一、本表中番號數字ヲ記載シアルモノハ入手シアルモノナリ
二、局地圖及一般圖ハ既ニ入手セルモノノ内資料トシテ利用シ
得ベキ主ナルモノヲ記載ス
三、本圖ノ緯経度ハ「パリ」天文台ヲ基準トセル『「グラード」式』
ニ據リ表示シアリ（卽経度二〇〇度ハ一八〇度、緯度一〇〇度
ハ九〇度トス）「パリ」天文台ト「グリニッチ」天文台トノ経度ノ差
ハ二度二〇分十五秒トス

・二万五千分一圖
・十万分一圖
・四十万分一圖
・五十万分一圖
・局地圖及一般圖（表）

5 （複写）②南方入手地圖一覽表　其二（泰國－
緬甸）

25.7×33.0 一、本表中番號數字ヲ記載シアルモノハ入手シアルモノナリ
二 局地圖及一般圖ハ既ニ入手セルモノヽ内資料トシテ利用シ、局地圖及一般圖ハ既ニ入手セルモノヽ内資料トシテ利用シ
得ベキ主ナルモノヲ記載ス・泰國二十万分一圖

・五万分一圖
・二十五万分一圖
・局地圖及一般圖（表）

6 ③南方入手地圖一覽表　其三（馬來－スマトラ） 39.2×54.2 一、スマトラ東海岸・西海岸　パダンノ子午線ヲ零度トスパダント
バタビアトノ経度ノ差ハ六度二十六分二十六秒三七トス
二、スマトラ南部　中央部ノ子午線ハバタビアノ西三度十四分五
十秒七四トス
三、スマトラ行段式区域　バタヴィアノ子午線ヲ零度トスバタヴィ
アトグリニッチトノ経度ノ差ハ百六度四十八分二十七秒七九トス
四、本表中番號數字ヲ記載シアルモノハ入手シアルモノナリ
五、局地圖及一般圖ハ既ニ入手セルモノヽ内資料トシテ利用シ
得ベキ主ナルモノヲ記載ス
一部鉛筆による記入あり

・馬來聨邦　六万三千三百六十分一図、五万分
一図、州別圖
・スマトラ　二万分一図、二万五千分一図、四万
分一図、五万分一図、八万分一図、十万分一
図
・バンカ二万五千分一図
・二十万分一図
・二十万分一図　スマトラ南部
・二十五万分一図
・七十五万分一図
・局地圖及一般圖（表）

7 ④南方入手地圖一覽表　其四（ジャヴァ島地
方）

39.2×54.2 一、本表中番號數字ヲ記載シアルモノハ入手シアルモノナリ
二、局地圖及一般圖ハ既ニ入手セルモノヽ内資料トシテ利用シ
得ベキ主ナルモノヲ記載ス
三、本圖ノ経度ハバタヴィアノ子午線ヲ零度トスバタヴィアトグリ
ニッチトノ経度ノ差ハ一〇六度四八分二七秒七九ナリ
一部鉛筆による記入あり

・十万分一及三十万分一フロレス島、二十万分
一スムバワ島、二万五千分一及五万分一ロム
ボック島、五万分一バリー島
・二万五千分一ジャヴァ
・五万分一ジャヴァ
・十万分一ジャヴァ・マズラ（地質図）
・十万分一ジャヴァ・マズラ
・局地圖及一般圖（表）

8 ⑤南方入手地圖一覽表　其五（ボルネオ） 39.2×54.2 一、本表中番號數字又ハ圖名記載シアルモノハ入手シアルモノ
ナリ
二、局地圖及一般圖ハ既ニ入手セルモノヽ内資料トシテ利用シ
得ベキ主ナルモノヲ記載ス

・二十万分一
・局地圖及一般圖（表）

9 ⑥南方入手地圖一覽表　其六（セレベス島、
ニゥギニア、比島及布哇地方）

39.2×54.2 一、本表中番號數字又ハ圖名記載シアルモノハ入手シアルモノ
ナリ
二、局地圖及一般圖ハ既ニ入手セルモノヽ内資料トシテ利用シ
得ベキ主ナルモノヲ記載ス
三、ニゥギニア及、布哇諸島ノ経度ハグリニッチノ子午線ヲ零度
トスセレベス島、ジロロ島、セラム島ノ経度ハバタヴィアノ子午線
ヲ零度トスバタヴィアノ子午線ハグリニッチノ東経一〇六度四八
分二七秒七九ナリ
一部鉛筆による記入あり

・ニゥギニア二十五万分一、百万分一區域圖、
百万分一
・布哇諸島六万二千五百分一（千九百二十三
年乃至千九百四十年）
・二十万分一比律賓、六十万分一ミンダナオ
・セレベス島五万分一及二万五千分一、ジロロ
島十万分一、セラム島十万分一
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4-05 直隷・熱河・察哈爾地形圖目録 36.5×33.5 光緒三十三年四月測圖。直隷警務處絵圖局。縮尺十万分之
一。1 熱河

2 直隷
3 熱河
4 察哈爾
5 直隷舊宣化府
6 直隷舊天津
7 順天
8 直隷舊保定
9 直隷舊河間
10 直隷舊深州
11 直隷舊易州
12 直隷舊定州
13 直隷舊正定府
14 直隷舊大名
15 直隷舊冀州
16 直隷舊趙州
17 直隷舊順徳府
18 直隷舊廣平

4-06 支那製二十万分一圖精度調査一覧表 20.3×24.9 本表ハ基準点ノ示ス位置ト圖上ノ同地名トノ誤差ヲ測定セルモ
ノナリ．二十万分一圖ハ十万分一圖ヨリ編纂セルモノニシテ基
準点ノ展開ハ地圖ノ編纂後ニ実施セルモノノ如ク　從ッテ本表
ハ十万分一圖ノ精度ヲ示セルモノナリ

4-07 （写真版）㉔兵要地誌圖 38.9×53.0
1 ①五十万分一
2 ②十万分一
3 ③五万分一

4-08 （仮称）民國製五万分一圖の精度評価図 64.3×89.5 民國製五万分一圖一覧表（昭和13年製版・昭和13年9月発行、
陸地測量部・參謀本部）の上に鉛筆で記入
甲（赤）　精度概ネ良好
乙（黄）　稍々良好（要部修正ヲ要）

青 修丙（青）　不良（修正ヲ要ス）
丁（緑）　 モ不良（改測ヲ要ス）

4-09 （写真版）①航空圖 31.5×42.3
1 ①三百万分一汎太平洋航空圖（航空素圖、輿

地圖）・歐亞航空圖
2 ②二百万分一太平洋周域航空圖・大東亞航空

圖（航空素圖、輿地圖）
3 ③二百万分一南方航空圖・二百万分一航空圖
4 ④二百万分一航法用經緯度圖
5 ⑤百万分一航空圖
6 ⑥百万分一大東亞航空戰用航空圖
7 索引圖

4-10 （写真版）⑨地形圖　其ノ二（本製假製十万分
一）

40.2×49.0

1 本製支那十万分一圖
2 十万分一空中寫眞測圖要圖
3 假製支那十万分一圖

4-11 二百万分一大東亜航空圖 46.4×58.5
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