
高木菊三郎旧蔵の外邦図関係資料目録（下）

No.
細
目

タイトル
サイズ（縦×

横cm）
備考

4-12 （仮題）満洲地域地形図配置図 40.2×54.0 陸地測量部、500万分の1
吉林省、黒龍江省、熱河省、奉天省
図は薄葉に印刷

4-13 五百万分一西伯利地方作業用素圖　甲 40.1×56.2 大日本帝國陸地測量部、500万分の1
図は薄葉に印刷

4-14 （仮題）満洲周辺地区地形図配置図 30.0×35.8 500万分の1、滿洲國、黒龍江省
此空欄ハ測圖基點ノ根據ヲ異ニセシヨリ生セシ誤差ノ結果ナリ
但此空欄ニ面スル各圖葉ハ接續ス

4-15 （仮題）メルカトール図法世界白地図 30.0×56.6 日本航路

4-16 外邦局地圖一覽圖（其一） 78.2×109.0 軍事極秘
陸軍測量部　作業用　第壹四壹號
各圖名下方ノ數字ハ發行年紀ニシテ括弧セルモノハ明治若シ
クハ大正ノ年號ヲ示ス
昭和八年製版同九年六月略符號補入同十五年修正改版　陸
地測量部
同十五年三月二十五日發行　参謀本部
赤字で略符号の記載あり

1 黄河水利委員會圖　五万分一圖及一万分一圖 本一覧表ハ本圖ノ索引系統及五万分一圖及一万分一圖ノ関係
ヲ示シタルモノナリ
例ヘハ一万分一孟津圖ハ　114°―34°―2―19　ノ如クシテ
索出スルモノトス
又太字亞刺比亞數字ハ五万分一圖ノ複版圖ヲ示スモノナリ

2 五千分一

・旅順要塞近傍圖 軍機

・南山近傍圖

・青島近傍圖

3 一万分一

・オハ近傍

・杭州城近傍

・遼陽近傍

　　　軍機　普通圖（一般ニハ發賣セス）
・旅順要塞近傍圖

・大連

・沙河口星ヶ浦及老虎灘沙河口星ヶ浦及老虎灘

4 二万分一

・北樺太アレキサンドロフ近傍

・山海関近傍 普通圖（一般ニハ發賣セス）

・威海衛近傍

・天津近傍

・保定近傍

・漢陽以西漢水右岸地區

・香港近傍

・遼陽近傍

　　　普通圖（一般ニハ發賣セス）

・徳利寺近傍

・鳳凰城近傍

・九連城近傍

・拆木城近傍　大石橋及蓋平近傍　誉口近傍

・海城近傍

5 二万五千分一

・オハ及バイカル近傍

・黒龍江口（ニコラエフスク近傍）

・黒龍江口（ニコラエフスク近傍）

・膠濟鐵道沿線空中寫眞測量要圖

・浦潮近傍

・孫呉近傍

・北京附近

・武漢近傍

・濟南近傍

・南京近傍圖

・東寧近傍

・淅江省（杭縣附近）

・金州近傍　大連及旅順近傍 本圖ハ二万五千分一關東州地形圖ニ接續ス

・上海近傍
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細
目

タイトル
サイズ（縦×

横cm）
備考

4-16（つづき）

5 ・貴州省

・雲南省

・雲南省（蒙自附近）

・奉天西方新民縣附近

　　　普通圖（一般ニハ發賣セス）

・錦州南方連山灣近傍

・青島近傍

・熱河省赤峯建昌間路線圖

・空中寫眞測量上海近傍　上海近傍　上海近傍
東部　上海近傍南部　上海近傍西北部

・南洋諸島地方　ポナペ島　パラオ列島　サイ
パン島

6 比島及南洋諸島
・五万分一英文ジョホール
・英文馬來半島州別地圖　二十万分一パハン
グ（四六四）　二十万分一ケランタン（四六一）
二十万分一ジョホール（四六二）　十万分一ネ
グリセムビラン（菊四）　五万分一マラッカ（四六
二）　十万分一ペラク（菊八）　十万分一セラン
ゴル（四六四）
・東印度諸島二百五十万分一

7 十万分一
・甘粛省十万分一圖

8 二十万分一 同一圖葉ニシテ二種ノ名称ヲ記載セルモノノ内括弧ヲ附セルハ
一般發行圖名ナリ

・滿洲二十万分一
・呂宋島
・蒙古兵要二十万分一

9 雑圖 印ハ普通圖ヲ示ス（一般ニ發賣セス）
略符號規定セス

4-17 民國製五万分一圖一覽表 110.0×78.1 軍事秘密（當分ノ間支那事變地ニ於ケル軍隊ニ限リ「部外秘」
扱ニ準ス）
一、斜線ヲ施セルハ未押収圖ヲ示ス
二、製版セルモノハ別表民國製北南支那五万分一圖一覧表ニ
示ス
昭和十三年製版同十四年増補修正　陸地測量部昭和十三年製版同十四年増補修正 陸地測量部
同十四年九月發行　参謀本部
一部色鉛筆（青）で着色あり

4-18 民國製十万分一圖一覽表 110.0×78.6 軍事秘密
斜線ノ部ハ未入手圖ヲ示ス
昭和十四年製版　陸地測量部
同十四年二月發行　参謀本部
一部鉛筆と色鉛筆（赤・青・黄・緑）による書き込みあり

4-19 民國製五万分一圖一覽表 110.0×78.1 軍事秘密（當分ノ間支那事變地ニ於ケル軍隊ニ限リ「部外秘」
扱ニ準ス）
一、斜線ヲ施セルハ未押収圖ヲ示ス
二、製版セルモノハ別表民國製北南支那五万分一圖一覧表ニ
示ス
昭和十三年製版同十四年増補修正　陸地測量部
同十四年九月發行　参謀本部
一部鉛筆・色鉛筆（赤・青・黄）・ペン（黒・赤）による書き込みあ
り
4-17と同一

4-20 外邦局地圖一覽圖（其二） 78.6×109.0 軍事極秘
陸地測量部　作業用　第壹四壹號
各圖名下方ノ數字ハ發行年紀ニシテ括弧セルモノハ明治若シ
クハ大正ノ年號ヲ示ス
昭和八年製版同九年六月略符號補入同十五年修正改版　陸
地測量部
同十五年三月二十五日發行　参謀本部
赤字で省名・地域名・略符號の記入あり

1 五万分一
・民國製五万分一圖
・島蘇里方面 太枠内は「解祕（一般ニ發賣セス）」
・松花江及拉林河流域 太枠内は「解祕（一般ニ發賣セス）」
・青島近傍 假製版
・假製樺太北部
・滿洲五万分一圖 太枠内は「解祕（一般ニ發賣セス）」

59



、十字）：入手図製版（四六版）

No.
細
目

タイトル
サイズ（縦×

横cm）
備考

4-20（つづき）

1 ・重慶附近（四川省）
・熱河省南部交通調査圖 太枠内は「解祕（一般ニ發賣セス）」

・民國製甘肅省 （蘭州近傍）

・揚子江流域

・五万分一黄河沿岸空中寫眞要圖

・五万分一北支那空中寫眞要圖

・北支那五万分一圖（北京天津山海関近傍）

・（福建省東北）福安近傍

・福州近傍

・青州保定近傍圖 略符號規定セス

・五万分一順直水利委員會實測圖

・グアム島

・オアフ島

・呂宋島

・（福建省）

・民國製福建省五万分一

・正定附近 略符號規定セス

・雲南省（昆明附近） 略符號規定セス

2 假製滿洲五万分一圖 赤枠で「發賣區域」
・龍江局地圖
・兆南局地圖
・熱河局地圖
・假製北支那五万分一圖

4-21 民國製十万分一圖入手区域・複製区域一覧表 110.0×78.6 軍事秘密
昭和十四年製版　陸地測量部
同十四年二月発行　参謀本部
鉛筆とペンで書き込みあり
塗りつぶしあり
青：未入手区域
赤（枠なし）：入手区域
赤（枠あり）：入手図製版区（緯度十五分）
赤（枠あり、十字）：入手図製版（四六版）赤（枠あり
青枠・赤：入手図ヲ緯度二十分ニ切リ替ヘ製版
黄：縮製区域
4-18と同一

4-22 西伯利滿洲及支那地圖一覧圖（其二） 78.7×108.5 大正十一年製版昭和九年六月略符號補入同十五年修正　陸
地測量部
昭和十五年三月二十五日發行　参謀本部
一　小區割内ノ文字ハ圖葉ノ名称ニシテ該區割内ノ○印ハ其
圖名ニ相當スルモノノ位置ヲ示ス
二　太キ實線ノ區割ノ中央ニ示ス大字ハ其區割内圖葉ノ總圖
名ヲ示ス
三　赤色ノ部ハ有圖區域ヲ示シ圖名ノ記載ナキモノハ未製版ノ
圖ナリ
四　圖名ニ括弧ヲ附スルモノハ臨時版ニシテ將來改版セラルベ
キモノナリ
五　各圖名下方ノ数字ハ發行年紀ニシテ括弧セルモノハ明治
若シクハ大正ノ年號ヲ示ス
六　發行年紀ノ記載ナキモノハ製版中ノモノナリ
七　圖名下方ノ横線ハ昭和十二年以降ニ改正シタル圖名ヲ示
ス
一部切り取りあり

1 航空圖 樺太－沿海州、樺太ー奥羽、近畿ー南朝鮮及北朝鮮ー南滿洲
ハ軍事秘密其他ハ軍事極秘

・航空圖
・百万分一航空圖
・五十万分一丙國航空圖
・二百万分一航空圖

2 ・假製十万分一圖
・十万分一圖 安慶及南昌号中赤暈線ヲ施セル圖葉ハ武昌及岳州号ノ圖葉ノ

ミニ接續ス・安慶及南昌号ノ圖葉ハ武昌及岳州号ノ圖葉ニ接續
ス

・十万分一陜西省・河南省空中寫眞要圖
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細
目

タイトル
サイズ（縦×

横cm）
備考

4-22（つづき）

2 ・十万分一圖 西伯利滿洲及支那地圖一覧圖其一ノ左上ニ接合ス

・東部甘肅省五十万分一圖
・西部甘肅省五十万分一圖
・新彊省五十万分一圖

4-23 民國製十万分一圖一覽表 107.0×78.6 軍事秘密
元図には昭和十四年製版　陸地測量部とあるが重ねた硫酸紙
に昭和十五年と朱書
元図には同十四年二月發行　参謀本部とあるが、硫酸紙をか
けて十五年三月と朱書
斜線ノ部ハ未入手圖ヲ示ス
色鉛筆（赤・黄）で書き込み・着色あり
硫酸紙4枚の貼付あり　赤と黒で書き込み
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