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読者の皆様へ
皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。長い間お待たせ致しました
が、『近世繪圖地圖資料集成』第ＸＩＶ巻と致しまして、「天保國繪圖集成・西日本篇」を上梓
することができました。発行の遅延を深くお詫びする次第です。このシリーズも 2007 年度まで
に 12 巻を刊行することができました。ここまで、この出版活動が長く継続できたのも、ひとえ
に、読者の皆様の支えがあっだからこそのことであると、心から感謝の気持ちを捧げる所存です。
さて、昨年に発行致しました第 XIII 巻（「天保國絵園集成・東日本篇」）以降は、フル・カラ
ー版で刊行することになりました。第 XII 巻までは、黒白版でも解読や研究が可能な、町村
繪圖、測量圖、見取圖、概略圖などの地圖群を主として掲載しておりましたが、 XIII 巻以降
は、色彩を使用してしか表現できない詳細な地誌情報などが埋蔵されている國絵圖、河川
圖、植生圖、広域圖、郡圖、変遷町村繪圖などの資料を全國で博捜して、世に問うことを主
眼として、出版活動を展開する所存です。これからもご支援をお願い致します。詳細な出版
内容につきましては、以下をご参照ください。
(第13巻)天保國繪圖集成・東日本篇(2008 年9月刊行・第13回配本)
蝦夷、陸奥國、出羽國、常陸國、上野國、下野國、上総國、下総國、安房國、甲斐國、武蔵
國、相模國、伊豆國、駿河國、遠江國、三河國、尾張國、信濃國、近江國、美濃國、飛騨
國、佐渡國、越後國、越中國、能登國、加賀國、越前國、若狭國、志摩國、伊勢國、伊賀
國、紀伊國、丹後國、丹波國
(第14巻)天保國檜圖集成・西日本篇(2009年9月刊行・第14回配本)
山城國、大和國、摂津國、河内國、和泉國、播磨國、美作國、備前國、備中國、備後國、安
芸國、周防國、長門國、但馬國、因幡國、伯音國、出雲國、石見國、隠岐國、淡路國、讃岐
國、阿波國、伊慄國、土佐國、筑前國、筑後國、豊前國、豊後國、肥前國、肥後國、日向
國、大隅國、薩摩國、壱岐國、対馬國、琉球國
く附録として、
①『天保郷帳 [天保五年中午十二月石高帳・西日本篇] ／ The Account Book of the
Agricultural Products in Tempô Term: West Japan Area 』
②『天保郷帳 [天保五年中午十二月石高帳・東日本篇] ／ The Account Book of the
Agricultural Products in Tempô Term: East Japan Area 』
③『天保郷帳 [天保五年中午十二月石高帳・索引篇（五十音順）] ／ The Account Book of
the Agricultural Products in Tempô Term: lndex Volume in Order of the Japanese
Syllabary 』
④『天保郷帳 [天保五年中午十二月石高帳・索引篇（漢字画数順）] ／ The Account
Book of the Agricultural Products in Tempô Term: lndex Volume in Order of the
Chinese Strokes 』
の四冊を提供致しますので、ご活用いただければ幸甚です〉
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[第 1 巻から第 12 巻までの内容と構成］
＊体裁及び内容----各巻本体価格 250,000 円，揃本体価格 3,000,000 円。限定 100 セット
A2 版。内容構成は，以下の通りです。全巻完結
［第 01 巻］千島・樺太・蝦夷（ 1 ）（ 1996 年６月刊行）［第１［目配本］
［第 02 巻］千島・樺太・蝦夷（ 2 ）（ 2001 年５月刊行）［第６回配本］
［第 03 巻］江戸（ 199 ﾌ年４月刊行）［第２回配本］
［第 04 巻］蝦夷に 002 年５月刊行）［第フ回配本］
［第05巻］尾張①（ 1999 年５月刊行）［第４回配本］
［第 06 巻］尾張（ 2 ）・三河（ 2000 年５月刊行）［第５回配本］
［第 07 巻］大坂・堺・摂津・河内・和泉（ 1998 年５月刊行）［第３回配本］
［第 08 巻］丹後・丹波・山城・京都（ 2004 年６月刊行）［第９回配本］
［第 09 巻］若狭／越前／加賀・能登・越中（ 1 ）（ 2005 年フ月刊行）［第 10 回配本］
［第 10 巻］加賀・能登・越中（ 2 ）（ 2006 年フ月刊行）［第 11 回配本］
［第 11 巻］加賀・能登・越中（ 3 ）（ 2007 年９月刊行）［第 12 回配本］
［第 12 巻］對馬・壹岐・肥前・長崎（ 2003 年５月刊行）［第８回配本］

[第 13 巻から第 28 巻（フル・カラー版）までの内容と構成］
The Collected Maps and Pictures Produced in Yedo Era‐‐‐‐‐Second Series
近世繪圖地圖資料研究会

編

(Edited by The Society of the Study of Maps and Pictures in Yedo Era)
A2 版・袋入・限定 100 部・分売可 各巻本体価格

250,000 円

［第二シリーズの内容構成］
(13)天保國繪圖集成・東日本篇(2008年9月刊行･第13回配本)
［ISBN4‐7603‐0370‐0 C3325 ¥250000E］
(14)天保國繪圖集成・西日本篇(2009年9月刊行･第14回配本)
［ISBN4‐7603‐0371‐3 C3325 ¥250000E］
(15)正保國繪圖集成・東日本篇(2010年12月刊行・第15回配本)
［ISBN4‐7603‐0372‐4 C3325 ¥250000E］
(16)正保國繪圖集成・西日本篇(2012年2月刊行･第16回配本)
［ISBN4‐7603‐0373‐1 C3325 ¥250000E］
(17)元禄國繪圖集成(2013年2月刊行･第17回配本)
［ISBN4‐7603‐0374‐8 C3325 ¥250000E］
(18)千島･樺太･蝦夷［3］(2013年10月刊行･第18回配本)
［ISBN4‐7603‐0375‐5 C3325 ¥250000E］
(19)千島･樺太･蝦夷［4］(2014年9月刊行予定･第19回配本)
［ISBN4‐7603‐0376‐2 C3325 ¥250000E］
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(20)千島･樺太･蝦夷［5］(2015年9月刊行予定･第20回配本)
［ISBN4‐7603‐0377‐9 C3325 ¥250000E］
(21)武蔵･下野･上野･常陸･上總･下總･安房･相模･甲斐［總合､荒川水系］
(2016年5月刊行予定･第21回配本)［ISBN4‐7603‐0378‐6 C3325 ¥250000E］
(22)武蔵･相模･甲斐［多摩川･相模川水系］(2017年5月刊行予定･第22回配本)
［ISBN4‐7603‐0379‐3 C3325 ¥250000E］
(23)武蔵･下野･上野･常陸･上總･下總･安房［利根川水系］(2018年5月刊行予定･第23回
配本)［ISBN4‐7603‐0378‐6 C3325 ¥250000E］
(24)陸奥･陸中･羽後･陸前･羽前･磐城･岩代(2019年5月刊行予定･第24回配本)
［ISBN4‐7603‐0379‐3 C3325 ¥250000E］
(25)播磨･但馬･因幡･伯耆･出雲･石見･備前･備中･備後･美作･安芸･周防･長門
(2020年5月刊行予定･第25回配本)
(26)筑前･筑後･肥前･豊前･豊後･肥後･日向･大隅･薩摩(2021年5月刊行予定･第26回配
本)
(27)日本圖 (2022年5月刊行予定･第27回配本)
(28)世界圖 (2023年5月刊行予定･第28回配本)
各巻本体価格 250,000 円

限定 100 セット

［内容構成に若干の変更がある時は、ご了承下さい］
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第 XIII 巻と第ＸＩＶ巻の内容と構成
（ 1 ）この『近世繪圖地圖資料集成』第 XIII 巻及び第ＸＩＶ巻は、それぞれ 192 項目（ 192
枚）、 170 項目（ 170 枚）で構成されています。第 XIII 巻は陸奥國ﾌ、出羽國 5 、越後國２を
含め總数 39 、 28 國で構成されています。１項目につきひとつの番琥が与えられています。
｛例｝ＴＭ‐001‐001 ［ 04293 ］
このＴＭは地図群の略記読汗天保國論園」の意味です。 001 は項目番琥、 001 は、この項
目を構成する枝番琥、 04293 は用紙の番読でもあり、通巻のページを意味しています。
（ 2 ）この『近世繪圖地圖資料集成・第１期』第 XIII 巻は、 A2 版の袋 3 個（Ａ、Ｂ、Ｃ）の中
に、全部の地園が収められています。各袋の内容は、以下のとおりです。
一覧表（ A ）［ 65 項目］
ＴＭ‐001 ［ 04293 ～ 04300 ］（松前嶋、蝦夷）、ＴＭ‐002 ［ 04301 ～ 04304 ］（陸奥國／津
軽）、ＴＭ‐003 ［ 04305 ～ 04312 ］（陸奥國／南部）、ＴＭ‐004 ［ 04313 ～ 04320 ］（陸奥國／
仙台）、ＴＭ‐005 ［ 04321 ～ 04326 ］（陸奥國／会津）、ＴＭ‐006 ［ 04327 ～ 04330 ］（陸奥國
／白河･三春･二本松）、ＴＭ‐007 ［ 04331 ～ 04334 ］（陸奥國／磐城･棚倉･相馬）、ＴＭ‐008
［ 04335 ～ 04336 ］（陸奥國／福島）、ＴＭ､ 009 ［ 04337 ～ 04345 ］（出羽國／秋田領）、ＴＭ
‐010 ［ 04346 ～ 04349 ］（出羽國／山形領）、ＴＭ‐011 ［ 04350 ～ 04353 ］（出羽國／庄内
領）、ＴＭ‐012 ［ 04354 ～ 04355 ］（出羽國／新庄領）、ＴＭ‐013 ［ 04356 ～ 04357 ］（出羽國
／米沢領）
一覧表（ B ）［ 73 項目］
ＴＭ‐014 ［ 04358 ～ 04361 ］（常陸國）、ＴＭ‐015 ［ 04362 ～ 04365 ］（下総國）、ＴＭ‐016
［ 04366 ～ 04369 ］（上総國）、ＴＭ‐017 ［ 04370 ～ 04371 ］（安房國）、ＴＭ‐018 ［ 04372 ～
04375 ］（下野國）、ＴＭ‐019 ［ 04376 ～ 04381 ］（上野國）、ＴＭ‐020 ［ 04382 ～ 04390 ］（武
蔵國）、ＴＭ‐021 ［ 04391 ～ 04394 ］（相模國）、ＴＭ‐022 ［ 04395 ～ 04400 ］（伊豆國）、ＴＭ
‐023 ［ 04401 ～ 04404 ］（甲斐國）、ＴＭ‐024 ［ 04405 ～ 04414 ］（信濃國）、ＴＭ‐025 ［ 04415
～ 04420 ］（越後國／新発田･村上）、ＴＭ‐026 ［ 04421 ～ 04429 ］（越後國／高田･長岡）、
ＴＭ‐027 ［ 04430 ］（佐渡國）
一覧表（ C ）［ 54 項目］
ＴＭ‐028 ［ 04431 ～ 04436 ］（越中國）、ＴＭ‐029 ［ 04437 ～ 04440 ］（能登國）、ＴＭ‐030
［ 04441 ～ 04444 ］（加賀國）、ＴＭ‐031 ［ 04445 ～ 04450 ］（越前國）、ＴＭ‐032 ［ 04451 ～
04452 ］（若狭國）、ＴＭ‐033 ［ 04453 ～ 04456 ］（飛騨國）、ＴＭ‐034 ［ 04457 ～ 04462 ］（美
濃國）、ＴＭ‐035 ［ 04463 ～ 04466 ］（駿河國八ＴＭ‐036 ［ 04467 ～ 04470 ］（遠江國）、ＴＭ
‐037 ［ 04471 ～ 04476 ］（三河國）、ＴＭ‐038 ［ 04477 ～ 04480 ］（尾張國）、ＴＭ‐039 ［ 04481
～ 04484 ］（近江國）
（ 3 ）この『近世繪圖地圖資料集成・第１期』第 XIV 巻は、 A2 版の袋 3 個（Ｄ、 E 、 F ）の
中に、全部の地圖が収められています。各袋の内容は、以下のとおりです。
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一覧表（ D ）［ 49 項目］
ＴＭ‐040 ［ 04485 ～ 04488 ］（山城國）、ＴＭ‐041 ［ 04489 ～ 04492 ］（丹波國）、ＴＭ‐042
［ 04493 ～ 04496 ］（丹後國）、ＴＭ‐043 ［ 04497 ～ 04500 ］（大和國）、ＴＭ‐044 ［ 04501 ～
04502 ］（伊賀國）、ＴＭ‐045 ［ 04503 ～ 04508 ］（伊勢國）、ＴＭ‐046 ［ 04509 ］（志摩國）、Ｔ
Ｍ‐047 ［ 04510 ～ 04515 ］（紀伊國）、ＴＭ‐048 ［ 04516 ～ 04518 ］（河内國）、ＴＭ‐049
［ 04519 ～ 04520 ］（和泉國）、ＴＭ‐050 ［ 04521 ～ 04524 ］（摂津國）、ＴＭ‐051 ［ 04525 ～
04528 ］（但馬國）、ＴＭ‐052 ［ 04529 ～ 04532 ］（播磨國）、ＴＭ‐053 ［ 04533 ］（淡路國）
一覧表（ E ）［ 67 項目］
ＴＭ‐054 ［ 04534 ～ 04537 ］（因幡國）、ＴＭ‐055 ［ 04538 ～ 04541 ］（ｲ伯耆國）ＴＭ‐056
［ 04542 ～ 04545 ］（出雲國）、ＴＭ‐057 ［ 04546 ～ 04549 ］（石見國）、ＴＭ‐058 ［ 04550 ］
（隠岐國）、ＴＭ‐059 ［ 04551 ～ 04554 ］（美作國）、ＴＭ‐060 ［ 04555 ～ 04558 ］（備前國）、
ＴＭ‐061 ［ 04559 ～ 04561 ］（備中國）、ＴＭ‐062 ［ 04562 ～ 04564 ］（備中國）、ＴＭ‐063
［ 04565 ～ 04568 ］（備後國）、ＴＭ‐064 ［ 04569 ～ 04572 ］（安蔡國）、ＴＭ‐065 ［ 04573 ～
04576 ］（周防國）、ＴＭ‐066 ［ 04577 ～ 04580 ］（長門國）、ＴＭ‐067 ［ 04581 ～ 04584 ］（阿
波國）、ＴＭ‐068 ［ 04585 ～ 04588 ］（讃岐國）、ＴＭ‐069 ［ 04589 ～ 04594 ］（伊予國）、ＴＭ
‐070 ［ 04595 ～ 04600 ］（土佐國）
一覧表（ F ）［ 54 項目］
ＴＭ‐071 ［ 04601 ～ 04604 ］（豊前國）、ＴＭ‐072 ［ 04605 ～ 04610 ］（豊後國）、ＴＭ‐073
［ 04611 ～ 04614 ］（筑前國）、ＴＭ‐074 ［ 04615 ～ 04618 ］（筑後國）、ＴＭ‐075 ［ 04619 ～
04624 ］（肥前國）、ＴＭ‐076 ［ 04625 ］（壹岐國）、ＴＭ‐077 ［ 04626 ］（對馬國）、ＴＭ‐078
［ 04627 ～ 04632 ］（肥後國）、ＴＭ‐079 ［ 04633 ～ 04638 ］（日向國）、ＴＭ‐080 ［ 04639 ～
04641 ］（大隅國）、ＴＭ‐081 ［ 04642 ～ 04645 ］（薩摩國）、ＴＭ‐082 ［ 04646 ～ 04648 ］（琉
球國
國

上）、ＴＭ‐083 ［ 04649 ～ 04651 ］（琉球國

中）、ＴＭ‐084 ［ 04652 ～ 04654 ］（琉球

下）
（ 4 ）解読の便を考えて、線と文字と色を出すことに留意し、地園は拡大したものもありま

す。また、水面、湖面、海面を表示する群青色の部分に書かれている「註記」などの解読を容
易にするために創意工夫を施しましたので、ご留意ください。
（ 5 ）仕上がりのサイズは、 A2 版（ 455mm ｘ 625mm‐‐一版面は 355mm ｘ 500mm ）
で、袋に収納し、それらをケースに入れました。
（ 6 ）配列は、右から左、そして、上から下を原則としました。例外のものもあることをご考慮
下さい。
（ 7 ）被差別部落、地名及び人名の俗称などに関しましては、本田豊先生（東京人権歴史
資料館）のご校閲を仰ぎ、学術的な一次資料という観点から処置致しました。
（ 8 ）表題は内題を使用致しました。ただ、内題がないものは、題崖に書かれている名称を
採用致しました。
（ 9 ）この『近世繪圖地圖資料集成』第 XIII 巻と第ＸＩＶ巻の刊行に際しましては、國立
公文書館の許可をいただきました。関係者各位のご厚情に深く感謝致します。
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序にかえて
近世歴史資料研究会
地球を俯瞰して全体的な視野をもって世界を構成するのが歴史地理学であるならば、こ
の学問体系は非常に魅力をもっている。歴史という縦糸が織りなす人間生活の発展の過程
とその世界的な連関性は、魅惑的でさえある。この天保の國絵図の作成もその視点から見
るならば、新たな知見を発見することができるであろう。基本的で重要なことは俯瞰する
ことと、詰めて原理的かつ根本的に思考することである。地球儀から日本列島を俯瞰して
考察すると、以下のような事実が認識される。
①古来、日本列島が形成されて以降、人間が居住し農耕生活を営む土地は、河川の流域か、
もしくは、山脈の間の谷間で、水の取水が可能な地域に限定されていた。この生活様式は
現代までも続いている。地形の大規模な変化はほとんどなかったことを前提として、論を
進めることにする。
②新しい土地及び田畑の開墾は、これらの土地を土壌改良したり、余剰の水分を除去し、
必要な水分を取得するための灌漑設備の建設にあった。高地を切り開くよりも、河川や近
海を干拓する方が、原価もかからず容易であることに留意する必要があるＯオランダの北
海干拓の例を見るまでもなく、湾、干潟、砂州などの開発が奨励されたのはこのことによ
る。‘
③江戸時代における新田、新畑の開発とは、とりもなおさず、河川の流域の湿地帯におけ
る排水設備の構築であり、堤防や新しい用水路の建設などによる、河川道の整備のことを
さすのであろう。日本海に注ぐ阿賀野川と信濃川の河口に位置する湿地帯において、湿田
の整備、排水設備の建築などがその好例である。また、江戸時代にあっては、荒川や利根
川における堤防の構築、用水堀の開鑿、中小河川の結合や埋め立てなどによる、農耕や生
活に適した河川道の整備などが全国各地で行われた。これらの事業の詳細を理解するため
には、各時代ごとに製作された数種類の地図を比較・検討することによって、河川とその
流域に位置する都市や農村の発展過程を詳細に理解することが可能となる。特に、現代の
地図とこれら江戸時代の各國絵図を重ね合わせて研究すると、都市・農村・河川を含む土
地の変化の実態が、手に取るように理解できる。
④国土のほとんどが山岳地帯であるために、海岸部や平野部は僅かしか存在せずとも、そ
の場所に住居を構え、農耕生活を営んできたのが我々の先祖の実態といえよう。これらの
平野部を潤す河川も、急峻な山岳地帯から角度をつけて流れ込んでくるために、上流から
の土砂が堆積し、屈曲部のある箇所などでは、水の量と勢いが増し、耕地が削りとられて。
洪水などの大災害を引き起こした。古くからこの災害が何度も繰り返されてきた。水の流
れが急激であることは、流量も多くなり、流れる速度も増すことに注意する必要がある。
ただ、琵琶湖、諏訪湖など、比較的に低い場所から流れ出す河川は、流れも緩慢で、堤防
と排水設備の十分な構築により、災害を最小限にくい止めることができる。大坂平野など
は、淀川が中心部を潤していて、干拓による用水堀の無秩序な建設のために、河口の付近
に水害をもたらすものの、市内へ入るまでは、非常に緩慢とした流れである。その地理的
条件のために、大きな洪水は避けることができた。秩父山地や上信越高原地帯の急峻な山
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から流れ出す荒川と利根川が、下流地域にもたらしてきた災害の巨大さと比較する必要が
あろう。
⑤以上の視点に基づいて、次ページ以降に掲載されている一覧表の執筆に取り組んだ次第
である。ここでは、総生産量の他に、ｌ村あたりの石高も算出して、生産効率もしくは生
産性の視点からも考究することにした。天保当時 63794 件もあった村の人口が一定である
ことを大前提として書かれている。石高が多くても、それに比例して人口が多くなれば、
一人あたりの生産高は少なくなる。また、人口が少なければ、生産量が少なくても生産で
きるということになる。いずれにしても、生産高と生産効率の相関関係を総体的に研究す
る必要がある。この件に関しては、時間の余裕もなく、稿を改めたい。
⑥徳川幕府の指示による國繪圓の作成事業は以下の五段階に分類できる。
（1）慶長圃繪圖‥･1603 (慶長 8）年の江戸幕府の開設以降、徳川家康は全国の諸大名
に、國繪圖と郷帳（石高帳）の提出を命じている。この事業の実際の責任者は西尾吉次と
津田秀政で、牧長勝と犬塚忠次などが彼らを補佐した。 1605（慶長 10）年には、國繪圖
と郷帳の大部分が中央政府に献納されているとの記録が見られる。ただ、これら國繪圖の
正本は全く現存していないので、各藩の所有していた控圖あるいは後世の写圖によっての
みしか、この事業の全貌を把握することができない。いずれにせよ、これらの事業は、天
正年間に実施された、豊臣政権下における図繪圖・御前帳の収納に倣ったもので、領地の
正確な把握と、生産力状態の緻密な構築による租税収入の安定化をめざし、徳川政権の恒
久的な支配の確立に主眼があったと推定される。
（2）寛永國繪圖‥･1633 (寛永 10）年、徳川幕府は諸国見廻りの名目で全国各地へ巡検
使を派遣し、各地の領主に國繪圖の上納を命じ、それから数年をかけて資料が収集された。
また、1638 (寛永 15）年には、「日本國中之惣繪圖」を製作するために、各藩に対して、
改めて、巡検使が集めたような簡略なものではなく、詳細な國繪圖の作成と提出を要請し
ている。この事業の責任者には、幕府大目付の井上政重が就任した。命令が発せられてか
ら作成・提出に至るまでに、おそらく数年の歳月を必要としたであろう。
（3）正保國繪圖（本集成第 15 巻及び第 16 巻に収録予定）‥･1644 (正保元）年 12 月、
幕府は諸國の大名に國繪圖の製作及び提出の命令をだした。これらの繪圖は、1648 (慶安
元）年頃迄に、殆ど収集されたと推定される。これらの國繪圖に基づいて、「日本國中之
惣繪圖」が編集された。この事業の指揮者も、幕府大目付の井上政重である。國繪圖の作
成に際して、表記や縮尺の統一など、地図製作上の細部にわたっての指示がなされている
のが大きな特色であろう。
（4）元禄國繪圖【本集成第 17 巻に収録）･･･五代将軍徳川綱吉の治世下の 1697（元禄 10）
年閨 2 月、諸国に命ぜられた國繪圖の調進は、それから四～五年の歳月を経て、完成を見
るに至った。これらの資料を活用した「日本圃中之惣繪圖」の編集は、1701（元禄 14）
年７月頃に開始され、1702 (元禄 15）年 12 月に、
「口本御繪圖」の三枚が完成した。また、
方位資料の収集や、遠望術・交会法など新しい地図製作技法を取り入れて、この「日本御
繪圖」の改訂を意図し、勘定奉行の大久保忠位の指揮のもとに、「日本國中之惣繪圖」の
再編集は、1717 (享保 2）年７月に始まり、1728 (享保 13）年 2 月に、ようやく陽の FI を
みることになった。この事業の成果物が［享保日本圖］である。
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（5）天保國繪圖（本集成第 13 巻と第 14 巻に収録）･‥「元禄國繪圖・郷帳」の成立から
約 130 年後の 1831 (天保 2）年 12 月、徳川幕府は郷帳の改訂作業に着手し、1834 (天保 5）
年 12 月に、その作業を完了している。國繪圖の改訂は 1835（天保 6）年に始まり、1834 (天
保 5）年 12 月に終了している。今回の事業がかつての寛永、正保、元禄期と異なるのは、
始めに郷帳、ついで國繪圖の製作が行われていることと、諸國からの資料の献上を要請す
るのではなく、幕府の勘定方が一括して実行しているところにある。また、郷帳の改訂に
おいては、表高ではなく、実際の生産高の記載が厳しく要求されたことである。これは幕
末期になって、幕府財政の逼迫に際して、生産力の正確な把握による国家の経済的基礎の
確立が焦眉の課題となっていたことによるのであろう。そして、ヨーロッパからの文化・
学問の導入、地図製作技術の飛躍的な進歩などとも相まって、あらゆる意味において卓越
した天保國繪圖が作成されたと思われる。
⑦前述のように、元禄以前の國繪圖・郷帳改訂作業は、前者に重点が置かれていたが、天
保期にあっては、全国の生産量を把握し、藩や幕府の財政基盤の確立を主眼としたために、
郷帳改訂に重点がおかれたとする見解がある。郷帳改訂に多くの労力が費やされたことを
考え、國繪圖と生産力調査を統一的に理解するために、二種類の索引（五十音順、漢字画
数順）を附して、附録として「天保郷帳」の発行に踏み切った次第である。刊行に際して、
読者諸氏のご叱正を願う次第である。
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□ 松前嶋（蝦夷）
001

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-001-01～08

村数： 519

［04293～04300］

石高：

郡数：
一村あたりの石高：

蝦夷の地勢や地理が初めて詳細に公表された國絵図である。蝦夷人(アイヌ民族)と和人の居住地区が整然と色分けさ
れていて、相互の勢力分布を確認するための格好の資料である。ただ、当時、ロシア帝国と間で国境線が未確定であっ
たために、樺太島や干嶋列島については、南樺太(北蝦夷地)、国後島、択捉島、色丹島、歯舞諸島のみが描かれてい
る。いずれの地域もアイヌ人居住区となっていて、この民俗が広範囲に生活圏を所有していたことを窺わせる。和人の
居住区域は、渡島半島の南部、熊石と野田生を結ぶ経線の南部に限定されている。また、地図製作上において、湖や
河川が実際以上に大きく描かれていて、精密に測量されたとは言い難いが、見取図としては、十分に役立つ内容であ
る。また、湖の成り立ちも容易に理解できる。ことに、他の地図と経年的に比較する手法で、洞爺湖、屈斜路湖、摩周
湖、支笏湖など、蝦夷の主要な湖の生成過程を辿ることができ、地球物理学の貴重な文献としても活用できよう。例え
ば、洞爺湖は独立した湖として描かれ、有珠山の噴火によって形成されたカルデラ湖であることを物語っている。この地
域に存在するカルデラ湖である支笏湖も、勇払川の上流の水源地として記載されていて、天保以降にこの地帯が部分
的に堰き止められて、湖として人工的に造成されたと推定できよう．支笏湖の北部に見られる、円形の二大水溜まりは、
現在では消失している。また、同じカルデラ湖である摩周湖と屈斜路湖も、釧路川の上流に位置する水溜まりとして書き
込まれている。ただ、内陸部の精密な測量の有無に関しては、未だ確証を得ていないので、後学の士の研究に委ねた
い。因みに、天保時代にあっては、和人の居住地域が128箇村、アイヌ人のそれが391箇村、総島数が32箇所と記載さ
れている。石高の記載は見られない。おそらく、魚貝･海草類など、海からの生産物が多くを占めていたために、石高制
度を採用できなかったのであろう。松前からの航路が記載されているのも特筆すべきである。

□ 陸奥國（津軽領）
002

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-002-01～04

村数： 843

［04301～04304］

石高： 317,206.223

郡数： 1
一村あたりの石高： 376.282589561

現在の青森県の西部、津軽藩の支配地域を対象とした絵図である。津軽郡1郡のみで843箇村を数える。十三湖が十三
之湖として表示されている。津軽平野の各駅間の交通路が詳細に描かれているのが大きな特色で、日本海の西部に位
置する白神山地には、集落は全く見られない。弘前城を軸とした内陸文通路と、現在の青森港を基点とした日本海廻り
の航海路が表示されているのは、当時の交通システムの有様を示していよう。

□ 陸奥國（南部領）
003

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-003-01～08

村数： 542

［04305～04312］

石高： 288,874.793

郡数： 10
一村あたりの石高： 532.979322878

10郡、542箇村の絵図である。石高も288874石7斗9升3合に達する。狭小な相模國平阿波國と生産量がほぼ変わらな
いのは、過疎の地域が多く、面積の広大な割には生産量が少ないことを物語っていよう。江戸時代の後期にあっても、
この南部藩の支配地域は、過疎化が進行していたのであろう。確かに、村落の数も少なく、集落は、北上川など、主要
な河川の流域に集中している。東西にかけて、屈曲の多いリアス式海岸、北上高地、北上川沿いの北上盆地、奥羽山
脈と並んでいるのは、壮観であっても、人間の居住地域や農地などが極めて狭小であるこが、この石高に反映されてい
るのであろう。
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□ 陸奥國（仙臺領）
004

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-004-01～08

郡数： 21

村数： 1063

［04313～04320］

石高： 992,057､26

一村あたりの石高： 933.261768579

北上川の西部と、仙台の何部にかけて広がる仙台平野が主要な穀倉地帯である。生産高が約992057石で、1063箇村
を数えるこの國が、武蔵國、出羽國についで、豊富な生産量を誇り、1村あたりでも、約933石と、豊かな農村地帯である
ことが理解できよう。「天保の飢饉」に際して、救荒作物の栽培･保存方法を説いた、一関藩の建部清庵が活躍した風土
であることが考えられないような豊かさである。飢饉は一時的な現象であっても、被害が全域に及び、かつ甚大であるこ
とが、悲惨な結果を将来するのであろうか？欄外の注意書きには、各集落の間の里程数も書き込まれていて、この穀倉
地帯の地理的認識がかなり高度であったことを窺い知ることができる。

□ 陸奥國（會津領）
005

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-005-01～06

郡数： 4

村数： 1392

［04321～04326］

石高： 337,218.1275

一村あたりの石高： 242.254401939

周囲を陸奥國、越後國、下野國、上野國に囲まれた、山國の會津地方は、會津盆地のみが平地である。石高も4郡
1392箇村で337218.1275石と、土佐國、丹波國、安赫國、薩摩國とあまり変わらず、村単位でも約242石を数えるに過ぎ
ない。この低い生産性は、天保以降の藩の経済運営に、どのような影を落としたのであろうか？興味はつきない。ほぼ同
じ石高の薩摩が、258箇村、315005石で、1村あたり1221石と、この國の約5倍の生産効率を示している。

□ 陸奥國（白河・三春・二本松領）
006

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-006-01～04

郡数： 6

村数： 598

［04327～04330］

石高： 434,581､24807

一村あたりの石高： 726.7244951

奥羽山脈の東側を南北に流れる阿武隈川の流域に位置する郡山盆地が、この國の主要な農業地帯である。阿武隈川
に依存した村落の形成が容易に見て取れる。南北を仙台領、下野領に、東西を楓馬･磐城領、會津領に挟まれたこの
地域の地理的な特色が容易に理解できる。生産性も1村あたり約727石と、高い数値を示している。それぞれの中心地
は、北部が三春、中央部が二本松、何部が白河で、これらの地が、各主要な交通路の発着点となっている。

□ 陸奥國（磐城・棚倉・相馬領）
007

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-007-01～04

村数： 939

［04331～04334］

石高： 300,419.55681

郡数： 8
一村あたりの石高： 319.935630255

阿武隈高地が大きな楯のように、この細長い地域の西側に位置している。この南北100キロメートル、東西10キロメートル
細長い土地に、多くの人々が居住している。おそらく、半農半漁を生業とする住民が多数を占めていたのであろう。生産
力も、8郡939箇村で、約300420石と低く、1村あたりでも、約320石である。

□ 陸奥國（福島領）
008

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-008-01～02

村数： 203

［04335～04336］

石高： 203,825.8445

郡数： 2
一村あたりの石高： 1,004.0681995

信夫と伊達の2郡のみで、203箇村、約203826石を数え、1村あたりでも約1004石と高い数字を示している。福島盆地を
南北に流れる阿武隈川の流域に位置していて、農業や生活を営むための諸条件が十分に備わった地域であったので
あろう。
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□ 出羽國（秋田領）
009

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-009-01～09

村数： 1179

［04337～04345］

石高： 416,325.3553

郡数： 7
一村あたりの石高： 353.117349703

現在の秋田県にほぼ相当する地域である。男鹿半島の東部の北と南に位置する能代平野と秋田平野･本庄平野が主
要な農耕地帯である。能代平野に置いては米代川が、秋田平野においては雄物川が、本庄平野においては子吉川
が、それぞれ、生活･農業用水を提供して、村落の発展に重要な役割を担っていたと考えられる。能代、本庄、秋田の
各港から、航路が設定されている。日本海の航路を検証するための貴重な資料でもある。八郎潟は、「潟東西三里半南
北七里」の記載があるのみで、埋め立てられる前の地形で描かれている。

□ 出羽國（山形領）
010

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-010-01～04

村数： 657

［04346～04349］

石高： 366,147､13597

郡数： 1
一村あたりの石高： 557.301576818

現在の山形市を中心とした村山郡1郡を数えるのみで、この石高である。奥羽山脈の西側に位置する、南北に細長い山
形盆地に、ほとんどの集落が集中している。山形盆地の西側の山岳地帯を南北に流れる最上川の流域にも、多くの村
落を見ることができる。

□ 出羽國（庄内領）
011

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-011-01～04

村数： 756

［04350～04353］

石高： 234,302.35614

郡数： 2
一村あたりの石高： 309.923751507

飽海と田川の2郡で構成されている。庄内平野を潤す最上川の流域に発達した、酒田、鶴岡が政治･経済の中心地であ
る。それぞれ、亀ヶ崎城、松山城が配置され、上流地域で生産される紅花、米などの集積地として発展した。特に、最上
川の河口に位置する酒田は、北前船の寄港地として主要な役割を果たし京都の文化がひっそりと息づく地となった。

□ 出羽國（新庄領）
012

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-012-01～02

村数： 135

［04354～04355］

石高： 62,387､4538

郡数： 1
一村あたりの石高： 462.129287407

最上郡のみの國である。飯豊山地に源を発する最上川と神室山地から流れ出す河川が、水分と栄養分を供給する新
庄盆地が、この國の主要な農業地帯である。

□ 出羽國（米澤領）
013

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-013-01～02

村数： 276

［04356～04357］

石高： 216,18L22083

郡数： 1
一村あたりの石高： 783.265292862

置賜郡のみの國である。会津國、越後國との境に位置する飯豊山地に源を有する、白川、最上川などが、この米沢盆
地を潤している。東部の山岳地帯からも多くの川が流れ出し、米沢盆地の農耕生活を支えている。西部山地から流れ込
む、金目川、明沢川、横川などの流域にも集落が見られる。生産性の非常に高い國である。
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□ 常陸國
014

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-014-01～04

村数： 1812

［04358～04361］

石高： 1,005,707.48903

郡数： 11
一村あたりの石高： 555.026208073

地球儀を俯瞰して見ると、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県の1都6県に渡って広がる関東
平野は、農耕生活においても、実に豊かな条件を備えた地と言えよう。平野部に豊富な生活･農業用水を供給する利根
川、荒川、多摩川の三大河川、これらの河川がもたらした肥沃な土壌、温暖な気候など、作物を栽培し、人間が生活す
るための卓越した条件で満たされていると言えよう。しかし、関東平野を潤してきた多くの河川が、今日の様に整備され
るまでには多くの年月を要したことも、また事実である。豊富な栄養豊かな水分を供給すると同時に、大規模な氾濫を繰
り返し、耕地を削り取り、人間の生活に大きな災厄をもたらしてきたことを見逃すわけにはいかない。徳川家康が入府以
来、古代からさまざまな恩恵を施しながらも、沿岸の住民に多大な被害をもたらしてきた河川の改修工事に財力と人力
を投入することは、生産量を増加し、生産効率を向上させるために必要な政策であった。「治水」が為政者の権力を長
年に渡って保持し、國を富ませるための基本的な方針であった。北部が山岳地帯で、南部が穀倉地帯である常陸台地
である。常陸台地の北部を久慈川と那珂川が、南部を利根川がそれぞれ潤していた。豊かな國で、生産量も生産性も
高い数値を示している。この19世紀初頭の天保時代にあっても、現在の利根川の流域は、依然として、さまざまな河川
が混在し、河川道は整理の途中にあった。北浦や霞ヶ浦も、利根川の広大な入江のように描かれている。利根川に無秩
序に流入する中小の河川が見られ、周囲の村落は、あたかも、河川に挟まれた浮島の如き観を呈している。おそらく、
現在呼称されている利根川となるためには、この時代以降に、河川の付け替え、用水･排水堀の建設、河川の埋め立て
や切断などを含む、河川修復工事が何度も行われてきたのであろう。河川は何れも鹿島灘に注ぎ込んでいる･この当
時、結城郡や猿島郡は下総國の領土であった。

□ 下総國
015

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-015-01～04

村数： 1651

［04362～04365］

石高： 681,178.49186

郡数： 12
一村あたりの石高： 412.585397855

利根川水系の南部に位置する下総台地と常総台地にあり、ほとんどが平野郎である。東に、東太平洋に面して九十九
里平野が開けている。気候や土壌も作物の生育に必要な条件を備えていて、豊富な水にも恵まれ、生産性の高い穀倉
地帯であったことが推定できよう。さらなる発展のためには治水政策が必要な土地であった。二の地にあっても、河川道
の整備は構築の途中にあり、特に利根川水系の上流にあたる猿島郡、葛飾郡、結城郡などは、大小無数の河川が入り
乱れている様相を呈している。印旛郡の印旛沼や手賀沼なども、現在の地形とはほど遠い。また、利根川の河口口に造
られた中州にも村落が見られる。銚子港は寒村として表示されている。関宿、古河、結城などに居城が配置されていた。

□ 上総國
016

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-016-01～04

村数： 1235

［04366～04369］

石高： 424,964.59341

郡数： ９
一村あたりの石高： 344.100885352

房総半島の中央部がこの國の全領土である。九十九里浜に面して、南北に細長い九十九里平野、江戸湾に流れ込む
養老川が潤す市原、木更津、君津などが主要な農耕地帯である。大多喜、佐貫などに居城が築かれていた。

□ 安房國
017

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-017-01～02

村数： 350

［04370～04371］

石高： 95,736.23907

郡数： 4
一村あたりの石高： 273.532111628

房総半島の南部4郡がこの國の全領地である。房総丘陵が大部分を占め、河川の流域にむら無く村落が配置されてい
る。
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□ 下野國
018

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-018-01～04

村数： 1467

［04372～04375］

石高： 769,905.2073

郡数： 9
一村あたりの石高： 524.816092229

東端の八溝山地と西半分を占める帝釈山地、足尾山地に挟まれた那須野原、宇都宮、真岡などの平野部が主要な農
業地帯である。荒川、鬼怒川、那珂川、渡良瀬川などがこの平野郎を潤している。これらの河川の流域に多くの村落が
見られ、豊かな穀倉地帯を形造っている。生産量も生産効率も高い数値を示している。

□ 上野國
019

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-019-01～06

村数： 1479

［04376～04381］

石高： 637,331,6331

郡数： 14
一村あたりの石高： 430.920644421

南東部の渡良瀬川と利根川に挟まれた平野部が主要な農耕地帯である。肥沃な土壌と豊富な水分に恵まれ、高い生
産力と生産性を誇っている。三国山脈に源を発する利根川の上流域には沼田盆地があり、農耕が営まれている。絹糸
を生産する蛾の栄養分となる桑樹の畑が多く見られ、高地でも栽培が可能なために、多く植え付けられていたことであろ
う。この絹糸から製造される絹織物は、世界に輸出され、この國は多くの富を得ることになった。

□ 武蔵國
020

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-020-01～09

村数： 3164

［04382～04390］

石高： 1,281,430.88882

郡数： 22
一村あたりの石高： 405.00344TL472

武蔵國は、現在の埼玉県、東京都、神奈川県の東端部を含む広大な地域であった。北部を荒川が、南部を多摩川が、
それぞれ平野部を潤し、江戸湾に注ぎ込んでいる。西部は関東山地である。この西部の秩父山地に源を発し、秩父盆
地や関東平野を潤しながら江戸湾に至る荒川は、豊かな水分と栄養分を供給しながらも、各地で氾濫を繰り返してき
た。その氾濫を制御し、生活･農業用水を適切に分配する方法を確立するために、多くの努力が払われてきたと言って
もよい。打数も多く、生産力や生産性の非常に高い國である。

□ 相模國
021

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-021-01～04

村数： 714

［04391～04394］

石高： 286,719.75689

郡数： 9
一村あたりの石高： 401.56828696

現在の神奈川県の橘樹郡を除く全域が領土である。三浦半島も含まれる。北東部が丹沢山地で、北西部が箱根の高
原地帯となっている。相模湾に面した平野部を貫流しているのが相模川で、流域に多くの集落が見られる。小田原付近
の平野部では、酒匂川が水分を供給して相模湾に注ぎ込んでいる。海岸部を東西に走る東海道に沿って多くの村落が
認められる。

□ 伊豆國
022

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-022-01～06

村数： 325

［04395～04400］

石高： 84,171.29362

郡数： 4
一村あたりの石高： 258.988595753

西部で駿河湾、東部で相模灘に面する伊豆半島が、この國の全ての領地である。伊豆諸島に24箇村あるが、石高は明
記されていない。ほとんどが山地で、半島の中央部から北部に流れ出て駿河湾に至る狩野川の流域、半島の海岸沿い
に集落が見いだされる。山地の悪条件の故か、生産量も生産効率も低い地である。
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□ 甲斐國
023

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-023-01～04

村数： 834

［04401～04404］

石高： 312,159.32949

郡数： 4
一村あたりの石高： 374.291761978

四方を山脈に囲饒され、耕地は、甲府城かおり、釜無川、笛吹川、富士川が潤す甲府盆地と、これらの河川の本流や
支流の流域に見られるのみである。打数が多く、生産効率はそれほど高くない。南部には富士山が聳え立ち、山中湖、
河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の富士五湖も記載されている。

□ 信濃國
024

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-024-01～10

村数： 2049

［04405～04414］

石高： 767,788.0776

郡数： 10
一村あたりの石高： 374.713556661

日本のスイスと呼ばれるように、國上のほとんどが山岳地帯で、平坦な部分と言えば、これらの山地の間の谷間に開けた
6箇所の盆地のみである。千曲川の流域の長野盆地、上田盆地、佐久盆地、高瀬川の潤す松本盆地、諏訪湖畔の諏
訪盆地、天竜川が水分を供給する伊那盆地である。

□ 越後國（新発田・村上領）
025

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-025-01～06

村数： 2007

［04415～04420］

石高： 594,947.91115

郡数： 2
一村あたりの石高： 296.436428076

岩船と蒲原の2郡で構成されている。阿賀野川と信濃川が潤す越後平野と三面川が水分を供給してきた村上地区が、こ
の國の主要な農耕地帯であり、現在の新潟県の北半分に相当する。東部の朝日山地、飯豊山地、越後山脈から多くの
河川が流れ出して、平野郎を貫流しながら日本海に注ぎ込んでいる。阿賀野川と信濃川の河口に位置する新潟も、当
時は一村落に過ぎなかった。この新潟附近は多くの集落が見られるも、当時は湿地帯が多く、排水には多くの困難を
伴っていた。そためか、河川道も複雑に入り乱れ、農作業には多くの困難を伴うことが読み取れる丿可川道が整備さ
れ、用水･排水設備が整えられて日本の穀倉地帯と呼ばれるのは天保時代以降のことである。

□ 越後國（高田・長岡領）
026

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-026-01～08

村数： 2988

［04421～04429］

石高： 547,607.6247

郡数： ５
一村あたりの石高： 183.268950702

信濃川の下流域の長岡地区、荒川が潤す高田平野、十日町盆地、六日町盆地が主要な農業地域である。新潟県の南
半分に相当する面積を有しているが、東頚城丘陵、魚沼丘陵、越後山脈などの山地が大部分を占め、耕地が少ない。
このことが、この生産性の低さに影響を及ぼしているのであろうか？

□ 佐渡國
027

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘

村数： 261

通し番号： TM-027-01 ［04430］

石高： 132,565.491

郡数： 3
一村あたりの石高： 507､91375862

北部の大佐渡山地と南部の小佐渡丘陵の間に開けたのが国中平野である。平野部を貫流する国府川は、これらの山
地に源を発し、西部の真野湾に注ぎ込んでいる。集落は、この国中平野に多くが存在している。また、島の周囲の海岸
に沿って、村落が環状につらなっている。
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□ 越中國
028

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-028-01～06

村数： 1614

［04431～04436］

石高： 808,008.46182

郡数： 4
一村あたりの石高： 500.624821449

南部の飛騨高地から、富山平野を貫流して富山湾に至る、常願寺川と神通川など、幾條もの河川が見られる。また、南
部の両白山地から流れ出た庄川、小矢部川が、西端の礪波平野を潤している。この南部の両白山地と飛騨高地かに源
を発する約30本以上のさざまな河川が、富山湾に向けて整然と流れ出す様は圧巻である。この豊富な水分、栄養分を
多量に含む土壌、作物の栽培に有利な気候が、沖積平野である富山平野と礪波平野を全国でも有数の農業地帯の形
成に与ったのであろう。生産量も生産効率も高い数値を示す。上流から運ばれてきた豊かな栄養分が、富山湾の魚介
類や藻類を養い、豊富な漁業資源をこの國の人々に与えたのであろう。

□ 能登國
029

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-029-01～04

村数： 730

［04437～04440］

石高： 275,369.99021

郡数： 4
一村あたりの石高： 377.219164671

奥能登丘陵、宝達丘陵などの山地が大部分を占め、Fﾖ本海の沿岸に僅かに平野部が開けているが、気候も寒冷なた
め、農耕に適した風土であるとは言い難い。しかし、能登半島全体に、若山川、鵜飼川、八ヶ川、小又川、山王川、富来
川、熊木川、神代川、長曽川、羽咋川などの流域に村落が発達している。地図を見ると、國全体に村落が配置されてい
る印象すら与える。不利な農耕条件にもかかわらず、この狭小な國土を開拓して農地を造成してきたのであろう。千枚田
と呼ばれる棚田が、山地によく見られる。富山湾に面した内能登地方、外海である日本海に向かい合う外能登地方にお
いて、豊富な漁業資源を獲得するための漁業が盛んであった。

□ 加賀國
030

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-030-01～04

村数：

［04441～04444］

石高： 483,665.8487

郡数： 4
一村あたりの石高： 555.299481859

両白山地から流れ出す犀川、浅野川、手取川、梯川、大聖寺川などが水分を供給する金沢平野が、この國の主要な穀
倉地帯である。金沢平野は、日本海沿いに、南北に細長く伸び、その中央部に位置する金沢は、日本海に注ぐ犀川と
河北潟に至る浅野川に挟まれた地域である。西部の半分以上を両白山地が占め、豊かな水分と豊富な森林資源の宝
庫でもある。現在の金沢平野の随所に見られる河北潟、木場潟、柴山潟などの潟湖は、当時は湖として表記されてい
る。農業や生活のための用水の貯蔵所として活用されていたのであろう。現在は埋め立てなども行われ、当時の地形を
とどめていない。「加賀百万石」の國と呼ばれていても、大部分は、越中の石高によるところが大きい。加賀國･越中國･
能登國で、総計約1,567,044石で、そのうち越中國が約808,008石と、全体の約半分以上を占めている。ただ、1村あたり
の石高は、加賀國が一番高い。

□ 越前國
031

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-031-01～06

村数： 1557

［04445～04450］

石高： 689,304.81987

郡数： 8
一村あたりの石高： 442.713436011

両白山地から流れ出す九頭竜川は最初に大野盆地を潤し、勝山で西に進んで、福井平野に水分と栄養分を補給して
いる。この沖積平野である九頭竜川と南部の山地から流れ込む日野川の恩恵を受けた、南北に細長い福井平野と大野
盆地が、この國の主要な農耕地帯である。日本海に面した西野海岸沿いは、険しい断崖が続いていて、風を避けるた
めの湾もなく、良港が建設されることはなかった。ただ、南端の敦賀湾の奥に位置する敦賀港は天然の良港として名高
く、北前船の寄港地でもあり、古代から、近江、京都、大坂へとつながる北国街道の起点として、物資の運搬や人間の移
動のための、重要な役割を担っていた。敦賀湾には野坂山地から流れ出る黒河川が注ぎ込んでいる。大野、勝山、福
井、丸岡、敦賀などに居城が配置されていた。生産高も生産効率も高い数値を示している。
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□ 若狭國
032

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-032-01～02

村数： 277

［04451～04452］

石高： 91,018､8222

郡数： 3
一村あたりの石高： 328.587805776

小演に居城が置かれ、政治や経済の中心地であった。若狭湾内に位置する三方五湖、矢代湾、小演湾、高浜湾の海
岸地帯は、山が海まで迫り、耕作できる土地は僅かである。三方五湖などは、断層変動によって陥没することによって形
成された。このような地形が農耕にも大きな影響を与えているのであろう。南部の野坂山地や丹波山地から幾條もの河
川が流れ出し、若狭湾に至っている。

□ 飛騨國
033

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-033-01～04

村数： 414

［04453～04456］

石高： 56,602.309

郡数： 3
一村あたりの石高： 136.72055314

國土のほとんどが、飛騨山脈、飛騨高地、両白山地に囲続されている。平地部は、中央部を流れる宮川に沿って開け
た高山盆地のみである。これらの山地の谷間を流れる高原川、飛騨川、益田川、庄川などの流域に村落が認められる。
これらの山地の森林資源が徳川幕府の主要な財源の一部を構成していた。生産力や生産効率の低さも、この地形に大
きく影響されていると言ってよい。主要な産業が林業で、それゆえこの業務に携わる人々が多く居住して、集落を形成し
たのであろう。現在の岐阜県の北半分に相当する地域である。

□ 美濃國
034

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-034-01～06

村数： 1948

［04457～04462］

石高： 699,764.32166

郡数： 21
一村あたりの石高： 359.221931036

飛騨國とはうって変わって、郡数、打数、石高、生産性も圧倒的に異なる数値を示す。この國の南西部に広がる濃尾平
野の生産力によるとろが非常に大きい。北部の山地に源を発する木曽川、飛騨川、長良川、根尾側、揖斐川などが、こ
の濃尾平野を潤しながら、伊勢湾に至っている。岐阜県の南半分に相当する地域である。

□ 駿河國
035

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-035-01～04

村数： 882

［04463～04466］

石高： 250,538.75309

郡数： ７
一村あたりの石高： 284.057543185

現在の静岡県の東半分に相当し、東海道の沼津から藤枝の西に位置する大井川までの間の地域である。駿河湾に
沿って幅数キロメートルの平野郎が続いている。北部は富士山を始め、ほとんど山地である。沼津、吉原、静岡、藤枝、
島田など、主要な東海道の宿場町の近郊に農業地帯が開けていたのであろうバヒ部の大守山地、身延山地、赤石山脈
などから、狩野川、富士川、安倍川、大井川など数多くの河川が駿河湾に注ぎ込んでいる。

□ 遠江國
036

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-036-01～04

村数： 1147

［04467～04470］

石高： 369,552.57518

郡数： 12
一村あたりの石高： 322.190562493

静岡県の西半分を占め、大井川以西から演名湖までの地である。駿河國と同じく、掛川、袋井、磐田、演松など、東海
道の主要な宿場地帯の近郊に農業地帯が認められる。特に、遠州灘に注ぎ込む天竜川が潤す磐田、演松、三方原に
は多くの集落が見られる。演名湖は、昔は淡水湖であったが、1498年の地震の際に遠州灘とつながり、鰻の養殖地や
干拓地として活用されていた。干拓が終了していないためか、湖の周囲に多くの入江が見られ、現在の地形とは異なっ
ている。
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□ 三河國
037

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-037-01～06

村数： 1455

［04471～04476］

石高： 466,080.7468

郡数： 8
一村あたりの石高： 320.330410171

北部の三河高原に源を発し、三河湾に至る豊川が形成した沖積平野が豊橋平野である。豊橋平野は、下流域の豊川、
豊橋から渥美半島まで広がっている。渥美半島に豊川用水が建設されたの天保時代以降で、この当時は、渥美半島を
取り囲むように、遠州灘と渥美湾沿いに、多数の集落が見られる。挙母、苅谷、岡崎に居城が築かれていた。北部はほ
とんど高原地帯である。現在の愛知県の東半分を占めている。

□ 尾張國
038

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-038-01～04

村数： 1145

［04477～04480］

石高： 545,875.793

郡数： 8
一村あたりの石高： 476.747417467

現在の矢作川以西の地で、愛知県の西半分を占めている。國土のほとんどが濃尾平野で、石高も生産性も高い。愛知
用水や明治用水などがまだ建設されていないこの時代にあって、國境を流れる木曽川とその支流、三河高原に源を発
するさまざまな河川が濃尾平野を潤している。整備が完了されていないせいか、河川道が濃尾平野を縦横無尽に走っ
ている。「光に溢れ、蜜のしたたる地」とはこの國を表現する適切な言葉であろう。面積が狭小な割には、生産力も生産
効率も高く、ここから得られた豊富な富を基にして、絢爛たる尾張文化が花開いたのであろう。植物の種と量が豊富なた
めに、それらを原材料として多くの研究が開始され、尾張博物学が発展したのであろう。「富が文化の形成のための大き
な基盤となる」ことは、古今東西の基本的な真理である。ルネサンス文化の後援者であったフィレンツェのメディチ家、サ
ルヴァトーレ･ダリ、パブロ･ピカソ、アントニオ･ガウディ、フェデリコ･ガルシーア･ロルカ、ルイス･ブニュエルなどの逸材を
援助したバルセロナの富裕階級などは、紡ぎ出した富を有効に活用した典型と言えよう。尾張國はその富を活用とし
て、多くの逸材を育成したのであろう。

□ 近江國
039

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-039-01～04

村数： 1721

［04481～04484］

石高： 853,095.35059

郡数： 12
一村あたりの石高： 495.697472742

伊吹山地、鈴鹿山脈に起源をもち琵琶湖の東岸に至る余呉川、姉川、天野川、犬上川、愛知川、日野川、野洲川など
が、近江盆地を潤している。西部に聳える比良山地からも石田川、安曇川などが琵琶湖の西岸に流れ込んでいる。三
方を山地に囲饒され、中央部に琵琶湖が位置している。琵琶湖が國の面積の半分を占めている。琵琶湖の南端から流
れ出す宇治川が淀川に流れ込み、下流の京都盆地、大坂平野を貫流して、流域の各地に農業･生活用水を供給して
いる。

□ 山城國
040

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-040-01～08

村数： 583

［04293～04300］

石高： 230,131.76865

郡数： 8
一村あたりの石高： 394.737167495

琵琶湖から流れ出す宇治川、瀬田川、桂川が潤す京都盆地が、主要な農耕地帯である。現在の京都市とその南部の
大和國と接する部分がこの國の領土の全てである。二條御城、禁裏の附近にも多数の集落が見られる。南部の鈴鹿山
脈から発する名張川の流域にも農耕地帯が見られる。
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□ 丹波國
041

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-041-01～04

村数： 1117

［04489～04492］

石高： 324,136.26867

郡数： 6
一村あたりの石高： 290.184663088

山城國の北部の丹波高地の中心部にあり、ほとんどが山岳地帯である。この高地の山間部の篠山盆地、福知山盆地、
亀岡盆地において農耕生活が営まれている。篠山川、上林川、由良川、保津川などがこれらの盆地に流れ込んでい
る。生産性の低さもこの地理的条件によるところが大きいであろう。現在の京都府の中部と兵庫県の西端の部の一部が
含まれる。

□ 丹後國
042

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-042-01～04

村数： 526

［04493～04496］

石高： 147,614.80446

郡数： 5
一村あたりの石高： 280.63651038

日本海に突き出た丹後半島が、この國の主要部である。ここも丹後山地にあたり、ほとんどが山と海に囲まれている。由
良川の下流域、宮津、舞鶴などに集落が見られる。ただ全体を俯瞰してみると、特定の地域に村落が集中していること
はなく、丹後半島全体の、河川の流域、山間部、沿岸地帯に、集落が散在しているような印象を受ける。生産力も生産
効率も低く、沖積平野が形成されない地理的条件のもとでは、農耕は困難を極めたであろうと推定される。現在の京都
府の北部にあたる。

□ 大和國
043

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-043-01～04

村数： 1588

［04497～04500］

石高： 501,363.69156

郡数： 15
一村あたりの石高： 315.72020879

吉野川を基点とした南半分の紀伊山地と北東部の笠置山地で、國土の四分の三以上を占め、平野部は僅か四分の一
に過ぎない。この奈良盆地の西端も、河内國との境に、生駒山地と金剛山地がそびえ立ち、人間の居住可能な地域は
かなり限定されている。奈良盆地には、東部の笠置山地から、佐保川、富雄川、大和川などが流れ込み、豊かな田園地
帯を形造っている。吉野郡に387箇村、45,036.51石と、村落の数が多く、生産高が少なく生産性が1村当たり約116石と
低いのはさまざまな考え方ができる。紀伊山地を流れる北山川、十津川などの流域に発展した農耕地帯が存在すること
と、林業などに従事する人が多くいて、農業依存型の生活様式でなかったことなどがあげられよう。生産性の低い地で
も、河川の流域に人口が密集するのは、命の源を養う豊かさが、そこにあるためであろう。

□ 伊賀國
044

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-044-01～02

村数： 182

［04501～04502］

石高： 110,096.536

郡数： 4
一村あたりの石高： 604.926021978

現在の三重県の北西部分にあたる。拓植川、木津川、服部川が潤す上野盆地と、名張川の名張盆地がが主要な農耕
地帯である。東部と南部が山岳地帯で、西で大和國、山城國と境を接している。生産性の高い國である。

□ 伊勢國
045

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-045-01～06

村数： 1546

［04503～04508］

石高： 716,451.4927

郡数： １３
一村あたりの石高： 463.422699029

南部の高見山地が山岳地帯で、東部の海岸線に沿って伊勢湾に面した伊勢平野が穀倉地帯である。西部の山地か
ら、伊勢平野を潤して伊勢湾に向けて流れ込む主要河川は、北から、木曽川、長良川、町屋川、鈴鹿川、雲出川、櫛田
川、宮川などである。現在の三重県の大部分に相当する。
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□ 志摩國
046

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘

村数： 58

通し番号： TM-046-01 ［04509］

石高： 21,470.398

郡数： 2
一村あたりの石高： 370.179275862

志摩半島がこの國の領土の全てである。北部の答志郡と南部の英虞郡の二郡で構成された國土である。

□ 紀伊國
047

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-047-01～06

村数： 1,530

［04510～04515］

石高： 440,858.37771

郡数： 7
一村あたりの石高： 288.142730529

現在の三重県の南部地方と和歌山県を含む地域である。ほとんどが紀伊山地で、平野部といえば、北部の和歌山平
野、紀伊水道に面した在田地区が、主なる農業地帯である。和歌山平野には紀ノ川が、在田地区には在田川がそれぞ
れ流れ込んでいて、農地に水分と栄養分を供給している。この國の南半分を占める牟婁郡は、530箇村、102,872.8823
石と、打数で全体の約35%、石高で約23%を占めながら、生産性が1村あたり約194石と非常に低いのが眼につく。この理
由は、広大なこの郡に点在する村々では、農業ではなく、林業に重点をおいた経済生活を行っていることにあるのでは
なかろうか？徳川幕府がこの地を直轄したのは、豊富な森林資源の取得にあったと推定される。

□ 河内國
048

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-048-01～03

村数： 613

［04516～04518］

石高： 293,786.6345

郡数： 16
一村あたりの石高： 479.260415171

北部の山岳地帯、東部の生駒山地、金剛山地、南部を和泉山脈に囲続された大坂平野がこの國の人々に十分な食料
を供給してきた。北部の淀川、安威川、中部の大和川が主要な河川で、琵琶湖と東部の山地から流れ込んで、大坂平
野を潤している。河川の流れも緩やかで平地が多いことから、耕作も容易で、生産量も生産性も高い数値を示している。
大和川から南では、主流河川の支流や、用水･排水のための人工の運河なども数多く見られる。河川道の整理は、未だ
完成の途上にあったのであろう。それを裏付けるかのように、現代においで1ま、河川道は、大坂湾に向かって整列して
いて、無数の溜池が見られる。これらは、かつての河川の痕跡なのであろうか？また、淀川と大和川に挟まれた平野部
には、これらの痕跡は見られない。南北に細長く、北で摂津國、山城國と、東で大和國と、西で摂津國、和泉國と、南で
紀伊國と境を接している。

□ 和泉國
049

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-049-01～02

村数： 398

［04519～04520］

石高： 172,847.986

郡数： 4
一村あたりの石高： 434.29142211

河内國の西部に位置し、南北に細長く、大坂湾に面している。背後の山地から大坂湾に向かって十数條の河川が、平
野部を潤しながら、流れ込んでいる。大和川の南部にあたり、堺、岸和田などが主要な中心地であった。河川は本数が
大幅に減り、その痕跡らしきものが数多く見られる。この國も河川の整理･統合が進展したと推定されよう。
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□ 攝津國
050

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-050-01～04

村数： 1231

［04521～04524］

石高： 417,399.127

郡数： 12
一村あたりの石高： 339.073214459

現在の大阪府の北部から兵庫県の東部の神戸市附近まで広がる地が、この國の全領土である。淀川の下流地域に造
られた巨大都市大坂は、この國の首都的機能を果たし、水の都として、多くの運河が建設され、多くの人々を引き寄せ
た。この大坂湾に流れ込む河口附近の西成郡はあたかも大坂湾に浮かぶ嶋のような状態である。淀川も未整備で、上
流の高槻近辺では多くの河川が混在している。六甲山地から流れ出す武庫川、芦屋川なども、数キロメートル幅で海岸
線に開けた平野郎に水分を供給している。

□ 但馬國
051

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-051-01～04

村数： 704

［04525～04528］

石高： 144,313.0843

郡数： 8
一村あたりの石高： 204.990176562

この國が生産性も生産力も低いのは、高地が多く、海岸部に大規模な沖積平野が発展しなかったことがーつの原因で
あろう。東部で丹後山地と隔てられ、山聞部を縫うように走り、日本海に抜ける円山川、矢田川、岸田川の流域に村落が
密集している。円山川の中流域に発展した豊岡、矢田川の上流の村岡、八木川の流域の養父、出石川の恩恵を受ける
出石などが政治･経済の中心地である。現在の兵庫県の北部地方にあたる。

□ 播磨國
052

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-052-01～04

村数： 1849

［04529～04532］

石高： 651,964.8135

郡数： 16
一村あたりの石高： 352.604009464

北部の山地から流れ込む多くの河川が、播磨平野に水分と栄養分を供給しながら、播磨灘に至っている。播磨平野は
明石川、加古川、市川、揖保川、夢前川、千種川などによって形成された沖積平野で、東西50キロメートル、南北10キロ
メートルに及ぶ広さである。温暖な気候、肥沃な土壌、豊富な水量と農耕のための条件が全て整った地域である。明
石、姫路、龍野、赤穂などに居城が築かれていた。

□ 淡路國
053

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘

村数： 265

通し番号： TM-053-01 ［04533］

石高： 97,164.784

郡数： 2
一村あたりの石高： 366.659562264

北部の津名と南部の三原の二郡で構成されている。北東部の沿岸に活断層が認められ、震災に際して大きな被害がも
たらされた。北部の津名丘陵と南部の諭羽鶴山地の間に洲本平野が開けている。諭羽鶴山地から流れ出す三原川と洲
本川が平野郎を潤している。洲本に居城が築かれていた。
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□ 因幡國
054

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-054-01～04

村数： 611

［04534～04537］

石高： 177,844.624

郡数： 8
一村あたりの石高： 291.071397708

中国地方の中心部を東西に走る中国山地から流れ出す河川が、平野郎を潤しながら、日本海や瀬戸内海に注ぎ込む
のが、中國地方のどこにでも見られる風景である。ただ、日本海の沿岸部には、水分や森林の栄養分を運ぶ、大きな沖
積平野は発達しなかった。山陰地方の海岸部に特徴的な切り立った断崖のある地形が、耕地面積を狭め、不順な気候
とも相まって、農耕生活の非生産性を産み出したのであろう。これにひきかえ、瀬戸内海に面した山陽地方には、大きな
三角州が発達し、沖積平野となって、人々の農耕生活を支えてきた。穏やかな気候、豊富な水量、波浪の少ない海岸
部など、農耕文化の発展に寄与した条件が整っていたと言わざるをえない．漁業を行うに際しても、この地理的条件の
優劣が大きな影響をもたらす。波浪の大きく、水深の浅い港湾では、漁業の基地としての機能を果たすには、いささか
の困難が件う。波浪が小さく、波の穏やかな港は、漁労作業も容易で、漁獲高も多くなる。この、山陰地方と山陽地方の
決定的な差異は、人間の能力とは別の、地理的あるいは気候条件に大きく依存していると言えよう。現在の鳥取県の東
半分を占めるこの國も、千代川、野坂川、鳥取川などが潤す流域に村落が発展していった。千代川の上流域の智頭郡
にも集落が認められる。南部の半分以上が山地である。千代川が日本海に流れ込む地域には、広大な鳥取砂丘が広
がっている。

□ 伯耆國
055

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-055-01～04

村数： 799

［04538～04541］

石高： 217,990.82222

郡数： 6
一村あたりの石高： 272.82956473

日野川の下流域に発達した沖積平野である米子平野と、天神川が潤す倉吉平野が主要な農耕地帯である。南部の犬
山などの山地から流れ出す、加勢蛇川、勝田川、甲川、阿弥陀川なども、平野部を潤しながら日本海に至っている。南
部はほとんど山岳地帯である。この國の北西端に日本海に向かって伸びる弓が浜は砂州で、夜見演と表示され、演の
周辺に寒村が点在しているに過ぎない。現在の境港は境打と表記されている。米子に居城が配置されていた。生産性
も生産力も低い國である。現在の鳥取県の西半分に相当する。

□ 出雲國
056

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-056-01～04

村数： 697

［04542～04545］

石高： 302,627.465

郡数： 10
一村あたりの石高： 434.185746054

島根半島南部に位置する松江平野と出雲平野に集落の集中が見られる。大橋川が松江平野を、斐伊川と神戸川が出
雲平野をそれぞれ潤している。出雲平野は、斐伊川と神戸川の間の下流域に向かって広がっている。斐伊川は中国山
地に源を発し、上流の花圈岩が削られた流砂を堆積した天井川となり、下流域において氾濫を繰り返してきた。現在見
られる川中の州は、この流砂によって造られたものである。この平野は斐伊川の流砂によって形成された沖積平野で、
初めは湿田が多く、その後土地改良が行われ乾田となった。島根半島の北端の海岸部にも農耕地帯はそれほど多くは
なく、南端に宍道湖と中海が位置する。宍道湖は地殻変動によって形成された陥没湖で、豊富な漁業資源に恵まれて
いた。また、中海は弓ヶ浜という砂州によって、外海の日本海から切り離されてできた潟湖で、その中央部にある大根島
においては、朝鮮人参など薬用植物の栽培を含む農業が営まれている。國の南部はほとんど山岳地帯で、平野部の面
積は狭い。南部の斐伊川の上流地域の飯石郡、仁多郡にも集落が見受けられるが、生産力は少ない。現在の島根県
の東半分に相当する地域である。
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□ 石見國
057

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-057-01～04

村数： 494

［04546～04549］

石高： 172,209.76832

郡数： ６
一村あたりの石高： 348.602769878

天文時代（1532-1555）に開発されて以来、さまざまの政権を支える財政基盤となった生野銀山を抱えるこの國は、≒産
量も少なく、農耕地帯も、日本海沿岸に細長く広がった平野部のみである。東部の石見山地から日本海の沿岸に向
かって流れ出している、静関川、江川、三隅川、益田川、高津川などが平野部を潤している。

□ 隠岐國
058

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-058-01～08

村数： 104

［04550］

石高： 12,599.6

郡数： 4
一村あたりの石高： 121.15

生産力も生産性も、ともに低い数字である。焼火山などの活動によって形成された諸島であるためか、平野部はほとん
ど見られない。島前の中ノ嶋、知夫里島、西ノ島などには、河川が表記されていない。島後において、西郷湾に注ぐ河
川を含めて、数條が認められるだけである。農業よりも漁業に重点をおいた経済生活が営まれていた可能性が高い。

□ 美作國
059

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-059-01～04

村数： 635

［04551～04554］

石高： 262,099.098

郡数： 12
一村あたりの石高： 412.754485039

吉井川と加茂川が水分と栄養分を供給する津山盆地がこの國の農耕の中心地である。中国山地の中央部に位置し、
四方を山脈に囲饒されたこの山國にあって、耕地面積は限られていた。旭川の上流域にあたる勝山と、津山盆地の中
核に位置する津山が、この國の政治や経済を司る中心地であった。山國ではあるが生産効率は高い。

□ 備前國
060

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-060-01～04

村数： 1051

［04555～04558］

石高： 416,581.854

郡数： 8
一村あたりの石高： 396.367130352

吉井川、旭川、高梁川が長い年月をかけて作り出した沖積平野が、岡山平野である。これらの三大河川が中国山地か
ら流れ込み、肥沃な土壌と豊富な水分を下流域にもたらして、この平野が形成されたのであろう。この國は岡山県の南
東部を占め、漁業資源の豊富な瀬戸内海に面している。岡山平野の東半分以上がこの國の領地である。また、児島半
島は、天保以降に、児島湾が埋め立てられたためか、湾の面積が大きく表示されている。

□ 備中國
061

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-061-01～03

村数： 665

［04559～04561］

石高： 363,915.61421

郡数： 11
一村あたりの石高： 547.241525127

高梁川が形成した岡山平野の西部がこの國の穀倉地帯で、西端の小田川流域にも村落が認められる。高梁川がこの
國に大いなる富をもたらしてきたことは疑いもなく、下流域の平野部は言うに及ばず、上流の新見地方もその恩恵に
与っていると言えよう。岡山県の西端部に位置し、南北に細長い地域である。
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□ 備中國
062

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-062-01～03

村数： 665

［04562～04564］

石高： 363,915.61421

郡数： 11
一村あたりの石高： 547.241525127

石高、打数なども含めて、内容は061と全く同一である。両資料とも國立公文書館が所蔵し、一方が幕府勘定方、他方
が紅葉山文庫の旧蔵である。村の所在を示す小判形の色分けが異なるパターンであるために、参考資料として掲載し
た。

□ 備後國
063

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-063-01～04

村数： 514

［04565～04568］

石高： 312,054.932

郡数： 14
一村あたりの石高： 607.110762645

芦田川が潤す福山平野、沼田川が水分を供給する三原、江川の流域の三次盆地が主要な農耕地域である。俯瞰して
みると、かなり多くの河川が無秩序に網の目のように張り巡らされている印象を受ける。北部は山岳地帯と言っても、急
峻な山地は少なく、村落も國中に群無く散らばっているように見える。三次盆地の北側には大きな山脈が聳え立つも、
平地が多いために、集落もたくさん形成されて農耕が発達し、このような生産性の高さにつながっているのであろうか？
村数も1郡あたり約37箇所で、三原を有する御調郡の79箇村を除けば、平均的である。また、福山平野の西隣に位置す
る半島部の南東端にある輛の浦は、瀬戸内海の鯛などの漁場としても、波浪が少ないために、寄港地としても活用さ
れ、朝鮮通信使などもこの地を経由して東に向かった。この國は、広島県の東半分を占める。

□ 安藝國
064

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-064-01～04

村数： 537

［04569～04572］

石高： 310,648.489

郡数： 8
一村あたりの石高： 578.488806331

中国山地から発する太田川が造った沖積平野が広島平野で、この國の主要な農耕地帯である。北部が山岳地帯でも、
海岸部に人口が密集しているわけではない。この國も河川が縦横無尽に走っていて、人間の生活や農業に欠くことの
できない水分を豊富に供給できることが、生産性と生産量の高さを保証しているのであろうか？また、広島湾に浮かぶ
藍予諸島の能美島、倉橋島、大崎島などにも村落が見られ、丘陵地ながらも、温暖な気候を利用した畑作や、沿海で
の漁労･養殖が行われていたのであろう。

□ 周防國
065

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-065-01～04

村数： 177

［04573～04576］

石高： 489,428.677

郡数： 6
一村あたりの石高： 2,765.13376836

一村あたり約2,765石という生産性の高さに注目すべきであろう。この國政、元禄時代の石高が178箇村、202,787石か
ら、天保期には、実に約2.4倍、141.4%の増加率を数えている。増加率は、全国で、長門國に次いで二番目の数値であ
る。作物の生長に必要な気候条件が整っていること、村数が少ないことなどが原因としてあげられる。また、平野部も周
防灘沿いに数キロメートルの幅で連なっているに過ぎない。全体が疎らな印象である。生産高と生産効率の相関性を検
討するための格好の材料と言えよう。岩国に居城が置かれ、防府地区を潤す佐波川、山口盆地に水分を供給して小郡
に至る椎野川などが見られる。
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□ 長門國
066

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-066-01～04

村数： 176

［04577～04580］

石高： 404,853.333

郡数： 6
一村あたりの石高： 2,300.3030284

地理的条件が隣國の周防とあまり変わらないのが特色と言えよう。ただ、北部が日本海に面している。この國の約2,300
石という生産性の高さに注目すべきであろう。この國は、元禄時代の石高が173箇村、166,623石から、天保期には、実
に約2.43倍、143%の増加率を数えている。増加率は全国で一番目の数値である。作物の生長に必要な気候条件が
整っていること、村数が少ないことなどが原因としてあげられる。また、平野部も周防灘沿いに数キロメートルの幅で、周
防國から連なっているに過ぎない。全体が疎らな印象である。生産高と生産効率の相関性を検討するための格好の材
料と言えよう。長府が府中として記載されている。彦島は引島と書かれ、陸地とはつながっていない。この國を潤す厚東
川、厚狭川、吉田川などが見られる。

□ 阿波國
067

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-067-01～04

村数： 662

［04581～04584］

石高： 268,894.329

郡数： 10
一村あたりの石高： 406.184787009

｢文明は河川の流域に生まれ、そこから発達する｣というのは普遍的な真理である言可川から水分を取得できない砂漠･
山岳地帯は生産力もあがらず、人口の密集地域も形成されないことになる。日本列島乱ほとんどが山岳地帯で、耕地
は、山関部の谷間に開けた盆地、河川が海に流れ出す沖積平野、またはその流域の平坦地などは僅かしかない。人工
衛星で作成された地図などから俯瞰してみると、この耕地の狭小さか年に取るように理解できる。しかし、山間部でもう可
川の流域でかつ洪水の危険性のない土地には、少数ではあるが、人間の住む集落が開かれている。日本の各地に見
られる棚田、段々畑などは、日本の土地利用の最も極限的な形態であろう。生産力と生産効率の向上なくしては、豊か
な国家は築けないとするならば、それを忠実に実行してきたのが日本と言えよう。四国地方もほとんどが四国山地で占
められていて、平野郎は、北部の讃岐平野、新居浜平野、今治平野、松山平野、徳島平野、南部の高知平野、中村平
野などが見られ、何れの平野も大きな河川が潤している。この國も、讃岐山地と剣山地の間を縫うように流れ、紀伊水道
に至る吉野川の流域に開けた徳島平野に、村落が集中して見られる。石鎚山地に水源を発し、北上して、三好郡の池
田万乗に向かう吉野川は、流域のさまざまな村落に水分を供給しながら、緩やかに流れる。この他、平野部は、徳島平
野から紀伊水道の沿岸部にかけて認められる。中部の那賀川の流域にも村落が見られる。吉野川は下流域で多くの河
川が流入するためか、複雑な河川道となっている。特に河口部は河川が入り乱れ、徳嶋城は、紀伊水道に突き出た浮
島のように見える。本格的な河川の改修工事が行われたのは天保時代以降であろう。

□ 讃岐國
068

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-068-01～04

村数： 468

［04585～04588］

石高： 291,320.2564

郡数： １４
一村あたりの石高： 622.479180341

この國の半分以上を占める讃岐平野が唯一の穀倉地帯である。南部の讃岐山地から流れ出す無数の河川が讃
岐平野を潤し、瀬戸内海に至っている。平野牛山麓部に約2万個の溜池が作られたのは､年間の降水量があま
りにも少ないためである。平野部が広いためか、生産量も生産性も高い数値を示している。他に、瀬戸内海に浮
かぶ塩飽諸島、小豆島を含んでいる。

□ 伊豫國
069

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-069-01～06

村数： 1104

［04589～04594］

石高： 460,997.63934

郡数： 14
一村あたりの石高： 417.570325489

燧灘に沿って海岸沿いに伸びる新居浜平野、今治平野、石槌山脈から流れ出る重信川、石手川が潤す松山平野が主
要な農業地帯である。松山平野の下流域に、讃岐國のように溜池がみられないのは、雨量が少なくても、伏流水が豊富
にあるためである。
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□ 土佐國
070

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-070-01～06

村数： 1,076

［04595～04600］

石高： 330,026.652

郡数： 7
一村あたりの石高： 306.71621933

三方を山に囲まれ、南で土佐湾に面する高知平野と四万十川が潤す南部の中村平野が、この國の主要な穀倉地帯で
あるバヒ部の四国山地に源を発する物部川と仁淀川が、この高知平野を潤している。陸の孤島と呼ばれ、高知港を中心
とした航路が、全国各地へ人と物を運んでいたのであろう。

□ 豊前國
071

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-071-01～04

村数： 784

［04601～04604］

石高： 368,913.6405

郡数： 8
一村あたりの石高： 470.553112882

九州も他の島々と同様に、中央に九州山地が南北に走肌その山地に源を発する大小の河川が平野部に水分と栄養分
を供給しながら海岸に至っている。そして、これら山地を流れる谷間を流れる河川の流域に人間の居住する集落が発展
しているバヒ部には筑紫山地、耳納山地、三郡山地、背振山地、南部に鰐塚山地、高隈山地が聳え立っている。この國
は、福岡県の東部と仲津平野を含社大分県の北部加含まれた土地である、筑紫山地から流れ出す山国川、駅館川が
仲津平野を潤い周防灘に注ぎ込んでいる。また、仲津平野に続ぐﾋ側の平野部に七無数の河川が、筑紫山地から整然
と流れ出て、その流域に村落を形造っている。生産力も生産性も高い國である。

□ 豊後國
072

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-072-01～06

村数： 1771

［04605～04610］

石高： 417,514.22715

郡数： 8
一村あたりの石高： 235.75055175

国東半島、諸国の大名を相手に金融業(掛屋)を営み、近隣の森林で伐採される杉村の集積･加工地であった日田、大
野川の潤し、瀬戸内海や豊後水道に至る大分平野、大野川の上流域に位置する竹田などが中心地であった。日田、大
分、臼杵、佐伯などの居城が置かれていた。無数の河川加山関部から海に向かって流れ込んでいた。これら河川の流
域に人々の居住する村落が数多く見ることができる。

□ 筑前國
073

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-073-01～04

村数： 1380

［04611～04614］

石高： 651,782.27844

郡数： 15
一村あたりの石高： 472.305998869

筑紫山地から流れ出し響川に至る遠賀川が潤す直方平野と、背振出地に源を発し博多湾に流れ込む那珂川が形成し
た沖積平野としての福岡平野が、この國の主要な穀倉地帯である。直方平野と福岡平野の間に位置する三郡山地がう
か？背振山地から流れ出すさざまな河川が平野郎を潤して玄界灘や福岡湾に注ぎ込んでいる。生産高も生産効率も
高い数値を示している。
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□ 筑後國
074

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-074-01～04

村数： 742

［04615～04618］

石高： 375,588.8978

郡数： 10
一村あたりの石高： 506.184498382

筑紫山地に源を発する筑後川が形成した沖積平野である筑後平野は、九州最大の約1200平方キロメートルの面積を
有する。この筑紫平野を貫流する筑後川は、下流域が低湿地帯のため、排水用の運河が数多く建設された。この河口
に位置する柳河の市内も、運河が縦横に走っでいて、水郷と呼ばれている。また、この筑紫平野の南部は、矢部川が潤
している。矢部川も筑後川も有明海に注ぎ込み、上流からの栄養分を運び込み｢宝の海｣を形造っている。筑後川は、
長さ約143キロメートルの九州一の大河で、久留米、田主丸などの流域の各地に、農業･生活用水を供給している。久留
米、柳河に居城が置かれていた。國の東半分が耳納山地と筑肥山地で、有明海に面した西半分が平野部である。生産
高も生産効率も高い数値を示している。

□ 肥前國
075

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-075-01～06

村数： 1662

［04619～04624］

石高： 706,470.723191

郡数： 11
一村あたりの石高： 425.072637299

現在の佐賀県と長崎県が合わさった國である。筑後川が潤す筑紫平野の西部と、それに続く、嘉瀬川、堺川、牛津川、
六角川などが水分と栄養分を供給する佐賀平野が、主要な農耕地帯である。いずれの平野を潤す河川も、｢宝の海｣で
ある有明海に注ぎ込んでいる。佐賀平野と筑紫平野を潤す河川が造りだした幾つもの砂州が、有明海に突き出るように
形成されていて、干拓が行われている。温暖な気候と、干拓が容易な有明湾に恵まれて、生産量も生産性も高い数値
を示していると言えよう。また、有明湾は豊富な漁業資源に恵まれ、魚介類や海苔などの養殖事業も盛んであった。五
島列島、平戸島、北松浦半島などを含む松浦郡が554箇村。189,934.677696石と、村数で全体の33.33‰、石高で約
27%を占めるのは、面積が広大なためであろう。そのためか、生産性は、1村あたり約343石と、全体の平均値よりも低く
なっている。長崎県の西彼杵半島、東彼杵地区。島原半島などは平野部は少なく、海岸地帯に沿って集落が見られ
る。

□ 壹岐國
076

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘

村数： 63

通し番号： TM-076-01 ［04625］

石高： 32,742.921

郡数： 2
一村あたりの石高： 519.728904761

北部の壹岐と南部の石田の二郡で構成されている。高い生産効率と言えよう。この國は、元禄時の50箇村、18,072石か
ら、天保時の63箇村、約32,743石に上昇し、実に181.2%の増加率で、長門國、周防國に次いで第三位の数値を示して
いる。ただ、13箇打ち増えていることと、石高があまりにも少ないために、生産力と生産効率の相関関係の分析対象とす
るためには、不十分な内容であると言わざるを得ない。平野部は少なく、島の周囲の海岸沿いに集落が見られ、数條の
河川が日本海に向かって流れ込んでいる。また、標高100メートル以内の溶岩台地が島内に広がっていて、農耕の条件
は厳し心のがある。島の西部の宇土湾の奥に位置する郷浦が中心地でＵﾖ本海の漁業の基地であるとともに、博多へ
向かう船舶の発着港でもある。
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□ 對馬國
077

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘

村数： 140

通し番号： TM-077-01 ［04626］

石高：

郡数： 2
一村あたりの石高：

蝦夷國と對馬國のみが石高制度を採用していない。耕地が少ないために、米作や畑作が広範囲に行われずに、漁業
などに依存していた生活様式が定着していたことに、一つの原因があろう。米を含めて、食料を朝鮮や本土から移入あ
るいは輸入していた事実もある。南北約80キロメートル、東西約15キロメートルの島で、南端から博多まで海路約120キロ
メートル、北端から韓国の釜山まで海路約40キロメートルの距離である。海底が隆起して形成された標高約400メートル
の準高原とも言える山脈が連なっていて、その山間部に、僅かの谷間が見られるだけである。海岸部から内陸部へ赴く
ことは相当の困難さを伴っていたせいか、集落も、島の沿岸部に沿って見られるのみである。この沿岸部を周遊する航
海路が発展していて、各村落間の移動は、船にかなりの程度依存していたと思われる。洪水時には、島の中央部を濁
流が貫通し、多大な被害をもたらしてきた。この地理的･気候条件の故に、支配者の末家は、徳川幕府の認可を得て、
中国大陸や朝鮮半島からの貿易･通商活動を主眼とした経済活動に多くの時間を費やしていた。中国大陸や朝鮮半島
からからもたらされる農作物、朝鮮人参などの薬材、織物の輸入、日本産のさまざまな産物の輸出を司っていた。また、
朝鮮通信使の供応にも携わり、異国の文化を日本國にもたらす重要な役割を、幕末まで担うことになった。この時代に
あっても、釜山の郊外に倭館を建設し、大陸との文化や物資の交流に中心的な存在を保っていた。北部の上県郡、南
部の下県郡で構成され、下県郡の厳原に、宗家の居城が置かれていた。

□ 肥後國
078

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-078-01～06

村数： 1532

［04627～04632］

石高： 611,920,2911

郡数： 14
一村あたりの石高： 399.42577748

筑肥山地に起源をもつ菊池川が潤す菊池平野、白川と緑川が水分を供給する熊本平野、球磨川の下流域にあたる八
代川、球磨川の十流域に位置する人吉盆地が、主要な農耕地帯である。いずれの河川も島原湾や八代海に流れ込ん
で、豊饒の海を形造っている。八代海には天草諸島が位置し、その沿海には、豊富な漁業資源が認められる。北牛分
か平野部で、南半分はほとんど産地である。北部の阿蘇山は、山麓の附近まで農耕が営まれ、白川の上流にあたり、こ
の白川と黒川が、田畑に水分を供給し、多くの人民の生活を支えている。熊本、八代、人吉に居城が築かれていた。

□ 日向國
079

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-079-01～06

村数： 602

［04633～04638］

石高： 340,128.86179

郡数： 5
一村あたりの石高： 564､998109285

生産性も高く、生産量も多い國である。北部の臼杵郡が163箇村、42,693.54182石、南西部の諸県郡が276箇村、
127,277.59652石と、この2郡が、村数の約73%、石高の約50%を占めている。生産性は、南部の日向灘に臨む那珂郡
が、81箇村、90,835.43433石、1村あたり約1,121石と、高い数値を示している。日向灘に面した、延岡、日向、高鍋、佐
土原、宮崎と連なる宮崎平野と、南西部の諸県郡に所属するえびの高原、都城盆地が農耕の中心地帯で、肥沃な土
壌、豊富な水量、温暖な気候があいまって、このような高い生産効率と生産量をもたらしたのであろうか？西部の九州山
地から整然として流れ出す河川が、平野部を潤して日向灘に注ぐ様は圧巻であろう。五ヶ瀬川、耳川、名貫川、小丸
川、一ツ瀬川、大淀川が、主要な河川である。大隅國と境界を接する南端の鰐塚山地から、日向灘に向けて広渡川が、
志布志湾に向けて福島川が、それぞれ流れ込んでいる。
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□ 大隅國
080

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-080-01～03

村数： 298

［04639～04641］

石高： 170,833.451

郡数： 8
一村あたりの石高： 573.266614093

大隅半島と大隅諸島(種子島、屋久島、ロ永良部島)がこの國の全領土である。桜島の火山灰によって形成されたシラス
台地が多いために、土壌に保水力が無く、栽培可能な作物も限定されている条件の中で、高い生産効率を維持してい
ると言えよう。生産量は多いとは言えないが、打数が少ないために、生産性は高い数値を示すのであろうか？別府川と
雨降川が潤す錦江湾に沿った沿岸部と、安楽川、菱田川、肝属川が水分を供給する志布志湾ぞいの海岸部に、多くの
村落が認められる。大隅半島の中部の先端に位置するのが高隈山地で、錦江湾沿いに寒村が点在していて、この高地
の先端に、海を隔てて桜島が眺望できる。桜島は周囲の沿岸部に集落が環状に連なっていて、陸地とはつなかってい
ない。大隅諸島は、生産力も生産性も、低い数値を示している。

□ 薩摩國
081

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-081-01～04

村数： 335

［04642～04645］

石高： 315,005.60012

郡数： １３
一村あたりの石高： 940.315224238

甑島列島、吐喝喇列島(口ノ島、中ノ島、諏訪ノ瀬島、悪石島、宝島、横当島)と薩摩半島が、この國の全領地である。生
産性が非常に高い数値を示しているのが大きな特徴である。この國も、大隅國と同様に多くの土地がシラス台地で、山
地が多くの面積を占めている。平野部は、川内川が潤す川内平野、川内川の上流域にあたる大口盆地が見られる。ま
た、小規模ながらも、錦江湾や東シナ海に沿った沿岸部にも平野部かおり、全体的に見ても、集落は國全体に散在して
いる印象を与える。吐喝喇列島には、村落が全く表記されていない。

□ 琉球國 上
082

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-082-01～03

村数： 66

［04646～04648］

石高： 32,828.7

郡数： 5
一村あたりの石高： 497.404545454

鬼堺嶋、奄美大嶋、徳之嶋、沖永良部嶋、与論嶋を含む奄美諸島が全領土である。島々のほとんどが山地で、集落は
海岸部に開かれているに過ぎない。中央の山地から数條の河川が海に流れ込んでいて、その附近で農耕が営まれて
いたのであろう。漁業資源も豊富であったはずである。また、島々の各航路も記載されていて、船による交通網が整備さ
れていたことを窺わせる。生産性も高い数値を示している。

□ 琉球國 中
083

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-083-01～03

村数： 56

［04649～04651］

石高： 71,787

郡数： 8
一村あたりの石高： 1,281.91071428

沖縄島を含む沖縄諸島がこの國の全領地である。沖縄島が45箇村、62,199石と、打数で約80%、石高で約87%を占めて
いる。生産性においても、1村あたり1,382.2石と、高い数値を示している。他の島々の村数は一桁台で、石高も非常に
少ない。平野部はほとんど見られず、山地が大部分である。沖縄島の南部の首里王城の南部、那覇を含む地域に、大
きな集落が見られる。各島々の間は、整備された航路で結ばれていた。

ー 30 ー
2013 Kagaku
Shoin, Inc.
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近世絵図地図資料集成（第XIII巻・第XIV巻）地図リスト
近世絵図地図集成ⅩⅢ・ⅩⅣ巻・解説

□ 琉球國 下
084

分類： 天保國繪圖

所蔵機関： 國立公文書舘
通し番号： TM-084-01～03

村数： 50

［04652～04654］

石高： 19,096.11348

郡数： 2
一村あたりの石高： 381.922696

先島諸島に属する宮古列島と八重山列島の2郡で構成されている。宮古嶋、石垣嶋、入表嶋、与那國嶋、波照間嶋な
どで構成されている。平野部はほとんど見られず、水分の補給が可能な沿岸の地域に村落が点在している。生産高も
生産効率も、ともに低い数字を示していると言えよう。

ー 31
ー Inc.
2013 Kagaku
Shoin,
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