
広 告 原 稿 

 

①広告主名 

岐阜県図書館 

 

②著作物等のジャンル 

図形の著作物（地図） 

 

③著作物等の概要 

日本各所に関わる古地図 計91点（地図名、著者（76名）、発行年等は別紙参照） 

 

④連絡先 

 社名   岐阜県図書館         担当部署 サービス課 郷土・地図情報係  

住所   岐阜県岐阜市宇佐4-2-1     担当者    安田 正治 

 TEL   058-275-5111         FAX 058-275-5115 

 E-mail  mapstaff@library.pref.gifu.jp 

⑤詳細 

 

岐阜県図書館では、平成7年度より古地図の収集を行っております。所蔵している古地図のデジタル化を行い、

また、デジタル化した古地図を当館HPに掲載して、県民の利用に供する作業を進めております。所蔵に携わっ

た当館担当者への聞き取り調査、人物事典、人名事典及び当館作成の人物文献索引による調査など、最大限の努

力をしましたが、著作権者が判明しない古地図があり、情報提供を求めております。明治・大正期の古地図 91

点について、著作権者、または、著作権承継者の連絡先に関する情報をおもちの方は、上記連絡先までご連絡く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙）著作物一覧

地図名 著者 発行年 寸法(cm) 概要

1 御嶽山頂上よりの俯瞰図 武居三郎 大正14年(1925) 53×79

2 近江地誌訳図 武笠貞幹 明治27年(1894) 37×49

3 模範北海道全図 布川榮助・川南重祐 大正7年(1918) 53×77

4 山形県管下三置賜郡図 布施清次郎 明治18年(1885) 94×44

5 実測改正東京最近図 富里長松・岡村庄兵衛 明治38年(1905) 53×75

6 市街線入東京最新全図 富里長松・岡村庄兵衛 明治38年(1905) 52×74

7 最新改正東京市全図 富田能次 明治40年(1907) 54×79

8 第十回関西府県連合共進會全図 富成権七 明治43年(1910) 79×54

9 会津藩城下武家屋敷明細全図 富橋修斎 明治期 93×63
佐藤八四郎（原版譲渡人）丸屋印刷所（発行所）の記載あり。
地図の上方には、会津代々城主、さらには城郭や武器、石高
や民数などが記載してある。黒一色である。

10 秩父札所案内総図 表具屋吉兵衛 不明 39×57
南を上にして描かれている。左上には「大宮町秩父の神社よ
り」と記載があり、目印となる山までの距離が記載してある。
黒で描かれ、道が薄い朱色に着色してある。

11 四国霊場第四十五番伊予國浮穴郡海岸山岩屋寺勝景太略図 百井左永 不明 35×48
本堂、太子堂を中央に描き、伊予國浮穴郡海岸山岩屋寺の
様子が記載してある。黒一色である。

12 実測浜松市全図 尾藤光之助 大正13年(1924) 39×54

13 御室山内四国順拝所細見図 樋口興兵衛 不明 47×62
二王門が中央に描かれ、伽藍や御所など、建物の配置が分
かるよう描かれている。彩色がある。

14 最新函館市街全図 八木下重五郎 大正11年(1922) 54×79

15 京都新図 八田益満 明治33年(1900) 50×70

16 可睡三尺坊絵図 八十一翁圭岳 不明 37×52
遠江國可睡斎三尺坊大権現境内之図と右上に記載があり。
その下に八十一翁圭岳（写）とサインが記載してある。木版手
彩色。

17 広島市街新地図 畠山睦太郎 明治39年(1906) 54×39

18 日蓮宗総本山甲州身延山細見新全図 畑野荒吉 大正2年(1913) 39×54

19 改正身延山全図 畑野荒吉 明治43年(1910) 39×55

20 日本地誌略図一覧 畑輝興 明治10年(1877) 18×12

21 大清細図 白里翁 不明 81×60
昔の中国の国の様子が描かれている。海や川を薄い青で着
色し、都市名にも赤や黄の色がついている。

22 二見浦真景之図 白井安吉 明治23年(1890) 36×51

23 北山鹿苑寺金閣之図 梅川東譽 不明 36×48
中央に鹿苑寺金閣を描き、その周りの建物や木々を黒一色
で描いている。黒一色である。

24 上田市街宅地軽便地図全四巻の内第二巻 馬場亀松 大正12年(1923) 27×39

25 改正町村千葉県詳密全図 福田毅太郎 明治27年(1894) 74×59

26 信濃国木曽御嶽山全図 如川山人 不明 30×37
御嶽山の様子が手書きで描かれている。山頂には「信濃国」
「御嶽山大権現」また、「一ノ池」「二ノ池」「三ノ池」など途中の
自然や本社などの建物の記載がある。黒一色である。

27 長崎県管内精図 入江英 明治25年(1892) 79×53

28 明細明治東京全図 日月堂嵯峨埜増太郎 明治19年(1886) 52×72

29 熱田編入名古屋市新地図 日下部義一 明治41年(1908) 64×47

30 尼ケ崎町全図 和楽路屋日下伊兵衛 大正4年(1915) 54×39

31 福井市街地図 瀧本福城 明治38年(1905) 41×54

32 信州川中嶋合戦陣取略絵図 南喬 不明 40×60
松屋栄助（再板）と左端に記載されている。本図では南を上に
描き、川中島を挟んで対峙する陣形が記載されている。黒一
色である。

33 新制町村上野国全図 内野健吾 明治23年(1890) 52×72

34 新制町村上野国全図 内野健吾 明治29年(1896) 54×76

35 伊勢両宮大和全国御陵並名所古蹟一覧図 藤木良弼 明治31年(1898) 37×52

36 駿河州清見興國禅寺眺望之景 藤田又治郎 明治28年(1895) 28×39

37 大和國法隆寺七堂伽藍真図 藤田又治郎 明治26年(1893) 38×57

38 大和國生駒郡立野龍田大明神本宮名所古跡絵図 藤田伊兵衛利一 不明 37×51
「画工　歌川～」と左の図外に記載あり。立野龍田大明神の本
殿を中央に描き、まわりの名所が記されている。黒一色であ
る。

39 日本政記纂語字解沿革概図 藤谷暢吾 明治23年(1890) 18×13

40 最新鳥取市実測全図 藤原梅若 明治40年(1907) 39×54

41 冨士山絶頂之図 藤原長映 不明 41×56
富士山頂の様子が描かれるとともに、「コノシロカ池」のみ薄く
着色してある。その他は黒一色で描かれている。

42 兵庫県管内全図 藤井忠弘 明治21年(1888) 71×100

43 肥後国勢細見図 柏原義長 明治10年(1877) 49×69

44 維盛卿御旧跡釣瓶鮨屋築山之図 湯川文嶺 明治16年(1883) 37×50

45 東海道名勝遊覧案内図 湯川俊次 大正15年(1926) 54×79

46 上野國五色山之内金洞山中之嶽全図 東波舎霜鳥巴凌・皆川華岳 明治30年(1897) 37×52

47 改正大阪市明良新地図 東新太郎 明治30年(1897) 55×40

48 改正大阪市明良新地図 東新太郎 明治33年(1900) 55×39

49 改正大阪市明良新地図 東新太郎 明治36年(1903) 54×39

50 改正大阪市明良新地図 東新太郎 明治32年(1899) 55×40

51 改正大阪市明良新地図 東新太郎 明治42年(1909) 55×40

52 江戸古図考 嶋屯彦二郎 明治21年(1888) 28×38

53 長野市紀念公園ﾖﾘ川中嶋眺望図 土屋岩見 明治40年(1907) 22×79

54 鯱廼輝 土井兼次郎 明治42年(1909) 55×40

55 東京高輪萬松山泉岳禅寺略図 渡邉泰然 明治18年(1885) 36×48

56 近江國新町村全図 渡邉行 明治24年(1891) 71×95

57 越前國吉田郡志比荘吉祥山永平寺全図 渡邉綱右衛門 不明 47×58
奥村精愛堂（印刷）と記載あり。山門、佛殿、本堂など永平寺
の様子が描かれている。黒一色である。

58 越前國吉田郡志比荘吉祥山永平寺全図 渡邉綱右衛門 不明 39×54
大正印刷株式会社（印刷）と記載あり。上図と構図は同じであ
る。石垣や建物、木々に着色がほどこしてある。



59 大日本地図 渡邊忠久 明治25年（1892) 27×20

60 甲府市街全図改正 渡辺安五郎 大正5年(1916) 40×55

61 大日本横須賀全図 渡辺与三郎 明治28年(1895) 38×58

62 新訂万国興地地図 田名瀬昇蔵 明治20年(1887) 99×110

63 尾張國熱田鎮座皇大神宮神境図 田島仲吉 明治36年(1903) 39×54

64 改正東京案内図 田中末吉 明治40年(1907) 39×55

65 処世教訓　心の六道 田中啓太郎 大正元年(1912) 64×47

66 長等山三井寺勝景略図 田中駒次郎 明治29年(1896) 38×51

67 郷土史資料歴史家辞典甲府古絵図 小林朝正 大正7年(1918) 79×54

68 彦根水害地之図 不明 明治29年(1896) 52×69
彦根城を中心に描き、水が及んだ範囲を水色で着色してあ
る。

69 尾張篠嶋全景 天野兵次郎 明治35年(1902) 47×63

70 改正静岡市全図 天野鎌太郎 明治33年(1900) 39×52

71 信濃國善光寺略絵図 西澤喜太郎 明治14年(1881) 39×55

72 明細実測改正東京全図 辻本柳 明治34年(1901) 55×79

73 市区改正東京明細全図 辻本柳 明治39年(1906) 54×79

74 新訂実測奈良市街明細全図 辻本朔次郎 明治28年(1895) 40×55

75 明細測量東京全図 辻本九兵衛 明治25年(1892) 50×72

76 明細実測東京全図 辻本九兵衛 明治26年(1893) 51×74

77 改良大坂明細全図 鳥井正之助・中島徳兵衛 明治20年(1887) 72×48

78 改良大坂明細全図 鳥井正之助・中島徳兵衛 明治20年(1887) 72×48

79 改正新版大阪市明細地図 鳥井正之助・中島徳兵衛 明治25年(1892) 71×48

80 改正近江郡町村里程便覧 中井久治郎 明治28年(1895) 18×495

81 改正増補近江市郡町村里程便覧 中井久治郎 明治33年(1900) 18×620

82 改正東京明細全図 大島秋 明治21年(1888) 50×70

83 改正東京明細全図 大島秋 明治21年(1888) 49×71

84 改正鉄道航海線入　大日本明細地図 大塚宇三郎 明治35年(1902) 78×54

85 改正鉄道航海線入　大日本明細地図 大塚宇三郎 明治36年(1903) 78×55

86 京都市明細全図 大谷仁兵衛・田中正治郎 明治23年(1890) 50×72

87 京都市明細全図 大谷仁兵衛・田中正治郎 明治24年(1891) 51×72

88 名所絵入東京新図 大村恒七 明治17年(1884) 38×52

89 名所絵入東京新図 大村恒七 明治18年(1885) 37×51

90 岡山市明細地図 大真屋美確・大久保石太郎 明治45年(1912) 54×39

91 岡山市明細地図 大真屋美確・大久保石太郎 大正3年(1914) 54×39


