
指定 名称 点数 年代 作者 法量 縮尺 針穴 所蔵 前期 後期

1 国宝 伊能忠誨日記〔日記0〕 1冊
文政3～4年

（1820～21）
伊能忠誨 18.3×12.6 ― ― 伊能忠敬記念館

2 国宝 伊能忠敬像 1幅 文政4年（1821）頃 伝青木勝次郎 90.4×31.4 ― ― 伊能忠敬記念館

3 国宝 寛政十二年測量自江戸至蝦夷西別小図 1舗 寛政12年（1800）12月 伊能忠敬 226.6×126.7 小図 有 伊能忠敬記念館

4 国宝 寛政十二年庚申 蝦夷干役志 全（測量日記三） 1冊
寛政12年（1800）閏4月

19日～10月28日、12月
伊能忠敬 23.4×17.0 ― ― 伊能忠敬記念館

5 測量図 1幅 江戸時代、19世紀初期 22.5×31.5 小図 有 神戸市立博物館

6 沿海地図 1舗 文化元年（1804）8月

日官吉田勇太朗源秀

賢謹誌　伊能勘解由

謹図

215.1×254.4 小図 無 神戸市立博物館

7 国宝 御用旗 1旈 江戸時代、19世紀初期 83.2×41.0 ― ― 伊能忠敬記念館

8 彎窠羅鍼 1点 江戸時代、19世紀 大野規行
直径13.0、高さ3.3

柄長さ9.0
― ― 松浦史料博物館

9 国宝 地図用具（星印） 1個 江戸時代、19世紀 長7.4、幅0.4、厚0.4 ― ― 伊能忠敬記念館

10 国宝 地図用具（国境印） 1個 江戸時代、19世紀 長2.6、幅1.3、厚0.3 ― ― 伊能忠敬記念館

11 国宝 地図用具（三角印） 1個 江戸時代、19世紀 長2.9、幅0.4、厚0.4 ― ― 伊能忠敬記念館

12 国宝 地図用具（烏口） 1個 江戸時代、19世紀 大野規貞 長8.6、幅0.9、厚0.7 ― ― 伊能忠敬記念館

13 国宝 自阿波国板野郡碁浦村至淡路国津名郡岩屋浦麁絵図

26枚

のう

ち、

3枚

江戸時代、19世紀
（全長）25.0×875.2

（一紙24.2～25.0×29.9～34.6）
― 有 伊能忠敬記念館

14 国宝 自山城国久世郡淀町至摂津国八部郡神戸村下図 1舗 江戸時代、19世紀 91.3×148.2 ― 有 伊能忠敬記念館

15 国宝 自河内国茨田郡出口村至摂津国八部郡兵庫津下図 1舗 江戸時代、19世紀 84.6×127.7 ― 有 伊能忠敬記念館

16 国宝 自摂津国八部郡兵庫至摂津国明石郡大蔵谷村下図 1舗 江戸時代、19世紀 39.3×79.3 ― 有 伊能忠敬記念館

17 国宝 忠敬先生日記 十五 1冊
文化2年（1805）9月24

日～文化3年2月13日
伊能忠敬 19.7×13.3 ― ― 伊能忠敬記念館

18 国宝 忠敬先生日記 二十 1冊
文化5年（1805）正月25

日～5月24日
伊能忠敬 20.5×13.3 ― ― 伊能忠敬記念館

19 国宝 忠敬先生日記 三十一 1冊
文化8年（1811）閏2月

12日～4月20日
伊能忠敬 19.5×13.0 ― ― 伊能忠敬記念館

20 伊能忠敬日本全図 大図 摂津、淡路 1舗
江戸時代後期～明治時

代、19世紀
124.0×158.0 大図 無 国立歴史民俗博物館

21
呉市

指定
浦島測量之図 1巻 文化3年（1806）頃 27.0×419.3 ― ―

宮尾昌弘氏蔵

入船山記念館寄託
巻替 巻替

22 国宝 一札之事（西国測量従事に付誓約書） 1紙 文化6年（1809）8月
箱田良助、同人親細川

園右衛門、親類谷東平
28.8×40.9 ― ― 伊能忠敬記念館

23 日本輿地図藁 1舗 文化6年（1809）7月
伊能忠敬

日官高橋景保謹識
120.5×204.0

特別

図
無 神戸市立博物館

24 筑前豊前両国中心地之図 1舗 文化10年（1813）頃 96.8×148.3 大図 有 神戸市立博物館

25 伊能小図 西日本 1舗 文政4年（1821）頃 203.5×162.1 小図 無 神戸市立博物館

26 国宝 天橋立図 1幅
文化4年（1807）3月以

降
伊能忠敬 79.7×65.0

特別

図
有 伊能忠敬記念館

27 大日本沿海実測録 14冊 明治3年（1870）
伊能忠敬測定、大学

南校
28.5×18.0 ― ― 神戸市立博物館

28 甲子夜話 巻二十八 1冊
文政4年（1821）11月以

降
松浦清 26.7×19.0 ― ― 松浦史料博物館

29 御絵図副書 1枚 文政5年（1822）7月
宮川嘉織、奥嶋六郎

太夫
17.5×205.5 ― ― 松浦史料博物館

30 国宝 文化十五戌寅正月十七日夜改而御頼申置候覚 1巻 文化15年（1818）正月 16.5×56.3 ― ― 伊能忠敬記念館

31 実測地図（小佐々・鹿町・田平・平戸） 1幅 文政4年（1821）

下河邊政五郎、永井

甚左衛門、川口勝次

郎、岡田東助、門谷

清次郎、𠮷川克蔵、

箱田左太夫、保木敬

蔵

351.5×88.2 大図 有 松浦史料博物館

32 実測地図（佐世保・吉井・江迎・松浦） 1幅 文政4年（1821）

下河邊政五郎、永井

甚左衛門、川口勝次

郎、岡田東助、門谷

清次郎、𠮷川克蔵、

箱田左太夫、保木敬

蔵

186.5×101.7 大図 有 松浦史料博物館

33 西国海路図一（摂津より備後） 1幅 文政5年（1822） 保木敬蔵 58.6×125.2 大図 有 松浦史料博物館

34 西国海路図二（安藝より筑前） 1幅 文政5年（1822） 保木敬蔵 58.4×125.0 大図 有 松浦史料博物館

35 西国海路図三（肥前より対馬） 1幅 文政5年（1822） 保木敬蔵 153.2×125.5 大図 有 松浦史料博物館

36 御両国測量絵図 一 1舗 江戸時代、19世紀 108.0×196.9 大図 有 山口県文書館

37 御両国測量絵図 二 1舗 江戸時代、19世紀 108.3×197.5 大図 有 山口県文書館

38 御両国測量絵図 三 1舗 江戸時代、19世紀 108.0×197.0 大図 有 山口県文書館

39 御両国測量絵図 四 1舗 江戸時代、19世紀 108.5×180.3 大図 有 山口県文書館

40 御両国測量絵図 五 1舗 江戸時代、19世紀 108.0×197.4 大図 有 山口県文書館

41 御両国測量絵図 六 1舗 江戸時代、19世紀 107.9×169.5 大図 有 山口県文書館

42 御両国測量絵図 七 1舗 江戸時代、19世紀 108.5×92.5 大図 有 山口県文書館

Ⅰ　はじめに―上呈200年

Ⅱ　測量と地図作製

Ⅲ　伊能図の精華



43 沿海地図 中図 上 1舗 文化元年（1804）8月 200.7×254.5 中図 有 国文学研究資料館

44 沿海地図 中図 中 1舗 文化元年（1804）8月 203.4×254.5 中図 有 国文学研究資料館

45 沿海地図 中図 下 1舗 文化元年（1804）8月 164.0×222.0 中図 有 国文学研究資料館

46 沿海地図 上 1舗 文化元年（1804） 185.0×247.0 中図 有 徳島大学附属図書館

47 沿海地図 中 1舗 文化元年（1804） 217.1×186.8 中図 有 徳島大学附属図書館

48 沿海地図 下 1舗 文化元年（1804） 185.5×217.4 中図 有 徳島大学附属図書館

49 豊前国沿海地図 第三 1舗 文化8年（1811）頃 166.0×98.5 大図 有 徳島大学附属図書館

50 旧島原図 1舗 江戸時代、19世紀 143.0×222.0
特別

図
有 長崎歴史文化博物館

51 伊豆半島及伊豆七島実測図 1幅 嘉永7年（1854）6月 峰源助 160.0×48.0 中図 有 長崎歴史文化博物館

52 伊豆東半部及七島図 1幅 江戸時代、19世紀 150.1×47.5 中図 有 九州国立博物館

53 実測奥州松嶋之図 1舗 安政2年（1855）2月 峰源助 88.6×104.6
特別

図
有 長崎歴史文化博物館

54 大日本沿海輿地全図中図第七 九州北部 1舗 文政4年（1821）頃 172.0×159.0 中図 有
NISSHA株式会社

京都国立博物館寄託

55 大日本沿海輿地全図中図第八 九州南部 1舗 文政4年（1821）頃 160.0×159.0 中図 有
NISSHA株式会社

京都国立博物館寄託

56 大日本沿海図稿 西海 四 1舗 文化8年（1811）頃 191.0×170.6 中図 有 徳島大学附属図書館

57 九州一円之図 1幅 文政4年（1821）

下河邊政五郎、永井

甚左衛門、川口勝次

郎、岡田東助、門谷

清次郎、𠮷川克蔵、

箱田左太夫、保木敬

蔵

133.0×113.5 小図 有 松浦史料記念館

58 大日本沿海図稿 南海 三 1舗 文化8年（1811）頃 114.0×151.5 中図 有 徳島大学附属図書館

59 大日本沿海輿地全図中図第六 中国四国 1舗 文政4年（1821）頃 219.0×158.0 中図 有
NISSHA株式会社

京都国立博物館寄託

60 実測四国図 1幅 江戸時代、19世紀中期 峰源助 134.2×102.7 中図 有 長崎歴史文化博物館

61 国宝 東海道歴紀州中国到越前沿海図上 1幅 文化4年（1807）12月 伊能忠敬 161.4×201.5 中図 有 伊能忠敬記念館

62 国宝 東海道歴紀州中国到越前沿海図下 1幅 文化4年（1807）12月 伊能忠敬 151.4×244.6 中図 有 伊能忠敬記念館

63 大日本沿海図稿 東海五畿 壱 1舗 文化8年（1811）頃 134.9×171.3 中図 有 徳島大学附属図書館

64 大日本沿海図稿 山陰山陽 弐 1舗 文化8年（1811）頃 134.9×171.3 中図 有 徳島大学附属図書館

65 国宝 琵琶湖図 1幅
文化4年（1807）3月以

降
伊能忠敬 123.4×103.0

特別

図
有 伊能忠敬記念館

66 近江国及附近絵図 1舗
江戸時代末期～明治時代

初期、19世紀
64.6×137.0

特別

図
有 神戸市立博物館

67 防長両国海岸嶋嶼位置海底深浅測量図 1舗 嘉永3年（1850）頃 248.0×351.0 ― ― 山口県文書館

68 長門国周防国海岸村別里数要津浅深台場絵図 1舗
江戸時代末期、19世紀中

期
259.0×343.0 ― ― 山口県文書館

69 平戸島瀬戸筋之図 1幅 文久3年（1863）5月 120.7×72.6 ― ― 松浦史料博物館

70 武蔵相模安房上総下総 海岸要地之図 一、二 2舗
江戸時代末期、19世紀中

期

一171.0×116.0

二115.0×144.5
― ― 神戸大学海事博物館

71
官板実測日本地図 北蝦夷・蝦夷諸島・畿内東海東山北

陸・山陰山陽南海西海
4舗 慶応元年（1865） 開成所

北蝦夷206.8×83.4

蝦夷諸島156.6×200.9

畿内東海東山北陸227.6×157.2

山陰山陽南海西海194.4×141.5

― ― 神戸市立博物館

72 大日本地図 1舗 明治4年（1871） 川上寛 154.7×142.0 ― ― 神戸市立博物館

73 大日本国全図 1舗 明治14年（1881）

監修　塚本明毅

校正　河田羆、小島

尚絅

162.2×151.2 ― ― 神戸市立博物館

Ⅴ　おわりに―活用される伊能図

Ⅳ　伊能図を探究する


