
作成年 図名
図名(別称)

作者・刊行者など
収録図書

1457年頃？
（後世作成
の擬製江戸
図）

長禄元
年？

長禄江戸図 長禄年間江戸図 古板江戸図集成 1（D0920/K734/K1-1）
〃　　新版 1（DRT/0・290/5026/1）

1602年 慶長7年 別本慶長江戸図 慶長七年江戸図 古板江戸図集成 1（D0920/K734/K1-1）
〃　　新版 1（DRT0・290/5026/1）
東京市史稿 皇城篇 附図 1
（D0920/T727/T2-1-6）

1608年 慶長13年 慶長江戸図 慶長十三年江戸図
慶長江戸絵図
慶長江戸之図
慶長年中江戸図

古板江戸図集成 1（D0920/K734/K1-1）
〃　　新版 1（DRT0・290/5026/1）
東京市史稿 皇城篇 附図 1
（D0920/T727/T2-1-6）

1632年 寛永9年 武州豊島郡江戸庄
図

寛永図 寛永江戸図（T/290.3/5044/1-1）
〃 　　　 （T/290.3/5261/1）
古板江戸図集成 1（D0920/K734/K1-1）
〃　　新版 1（DRT/0・290/5026/1）
集約江戸絵図 上（DT/0・290/17/1）
大江戸絵図集成（DT/0・290/13）
東京市史稿 市街篇 附図 1
（D0920/T727/T2-2-39-2）

1642-43年 寛永19年-
20年

寛永江戸全図 寛永江戸全図　仮撮影版　1　全体図
（T/290.3/5293/1,1-2)
寛永江戸全図　仮撮影版　2　中心図
（T/290.3/5293/2)

正保元年 正保年間江戸絵図 正保江戸図 古板江戸図集成 2（D0920/K734/K1-2）
〃　　新版 1（DRT/0・290/5026/1）
東京市史稿 市街篇 附図 1
（D0920/T727/T2-2-39-2）

1653年 承応2年 武州古改江戸之図 承応二癸巳年江戸
図

古板江戸図集成 2（D0920/K734/K1-2）
〃　　新版 1（DRT/0・290/5026/1）
東京市史稿 皇城篇 附図 3
（D0920/T727/T2-1-8）

1657年 明暦3年 新添江戸之図
※明暦大火直前の図

明暦図 明暦江戸図（T/290.3/5044/1-2）
古板江戸図集成 2（D0920/K734/K1-2）
〃　　新版 1（DRT/0・290/5026/1）
東京市史稿 変災篇 第4附図
（D0920/T727/T2-10-4-2）

1658年 明暦4年 [明暦]江戸大絵図
※明暦大火直後の図

明暦江戸大絵図（DT/290.3/5277/2007）

1657-58年 明暦3-
万治元年

万治年間江戸測量
図
※明暦大火直後の図

明暦江戸実測図 公刊資料なし。稿本のみ現存（三井文庫
蔵）。特別文庫室で複製を所蔵(無彩)。

1670-73年 寛文10-13
年

新板江戸大絵図
(江戸大絵図 1枚＋
江戸外絵図 4枚)

寛文五枚図
寛文図

古板江戸図集成 3（D0920/K734/K1-3）
〃　　新版 2（DRT/0・290/5026/2）
集約江戸絵図 上（DT/0・290/17/1）

年代順江戸図の変遷　　※太字は主要なもの
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1680年 延宝8年 江戸方角安見図
（乾, 坤）
※地図帳

江戸方角安見図（DT/0・290/15）
古板江戸図集成4,5(D0920/K734/K1-4,5)
〃　　新版 3（DRT/0・290/5026/3）

1689年 元禄2年 江戸図鑑綱目
（乾, 坤）
※乾は地誌、坤が地
図

江戸図鑑綱目（T/290.3/5025/2-3）
古板江戸図集成 6(D0920/K734/K1-6)
〃　　新版 5（DRT/0・290/5026/5）
元禄・文政・天保・明治江戸大絵図集成
（DRT/0・290/18）

1690年 元禄3年 江戸御大絵図（林
吉永版）

古板江戸図集成 6（D0920/K734/K1-6）
〃　　新版 2（DRT/0・290/5026/2）
集約江戸絵図 中（DT/0・290/17/2）

1693年 元禄6年 江戸図正方鑑 元禄江戸図（T/290.3/5044/1-3）
古板江戸図集成 6（D0920/K734/K1-6）
〃　　新版 2（DRT/0・290/5026/2）
東京市史稿 産業篇 第8附図
（D0920/T727/T2-5-8-2）

1697年 元禄10年 元禄大江戸図 佐藤四郎右衛門刊 元禄大江戸図（T/290.3/5025/2-11）

1702年 元禄15年 改撰江戸大絵図 遠近道印作
板屋弥兵衛刊

改撰江戸大絵図（T/290.3/5025/2-12）

1716-20年 享保元年-
5年

分道江戸大絵図
(乾)
分道本所大絵図
(坤)

古板江戸図集成 7（D0920/K734/K1-7）
〃　　新版 4（DRT/0・290/5026/4）
集約江戸絵図 中（DT/0・290/17/2）
※分道江戸大絵図(乾)のみ

1733年 享保18年 [享保江戸図] 鱗形屋孫兵衛刊 [享保江戸図]（T/290.3/5044/2-1）

1746年 延享3年 [延享江戸図] 石川流宣作
出雲寺和泉刊

[延享江戸図]（T/290.3/5044/2-2）
（T290.3/5261/2）

1755-75年 宝暦5-
安永4年

切絵図 吉文字屋
版

江戸切絵図集成 1（DT/0・290/61/1）

1769年 明和6年 新編江戸安見図
※折本

江戸切絵図集成 1（DT/0・290/61/1）

1771年 明和8年 [明和江戸図] 須原屋茂兵衛刊 明和江戸図（T/290.3/5044/1-4）
〃   　　　（T/290.3/5261/3）

1781-88年 天明年間 新版江戸絵図 吉文字屋次郎兵衛
刊

天明江戸図（T/290.3/5261/4）
〃   　　（T/290.3/5044/2-3）

1797年 寛政9年 新版江戸安見(絵)
図

奥村喜兵衛刊 寛政江戸図（T/290.3/5044/1-5）
〃   　　（T/290.3/5261/5）

1803年 享和3年 [大江戸鳥瞰図] [大江戸鳥瞰図]（T/290.3/5044/2-9）

1811年 文化8年 [文化江戸図] 須原屋茂兵衛刊 文化江戸図（T/290.3/5044/1-6）
〃   　　　（T/290.3/5261/6）
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1817年 文化14年 江戸府内図
(伊能忠敬作)

江戸実測図 伊能忠敬江戸府内実測図
(DRT/0・290/3014)
伊能図江戸府内図(南部図)と2000年の東
京（DT/290.3/5049/2003）

1818-29年 文政年間 文政増版江戸御絵
図

鶴屋喜右衛門, 和
泉屋市兵衛刊

文政江戸図（T/290.3/5261/7）
〃   　　（T/290.3/5044/2-4）

1828年 文政11年 分間江戸大絵図 金丸彦五郎影直 図
工
須原屋茂兵衛刊

分間江戸大絵図（DT/290.3/5043/X）

1830-43年 天保年間 [天保江戸図] 高井蘭山図
岡田屋嘉七他刊

天保江戸図（T/290.3/5044/1-7）
〃   　　　（T/290.3/5261/8）

1843年 天保14年 御江戸大絵図 高井蘭山図
岡田屋嘉七刊

御江戸大絵図（T/290.3/5025/2-2）
〃   　　　（T/290.3/5025/2-5）

1844年 弘化元年 東都近郊全図 紙屋徳八刊 東都近郊全図（T/290.3/5025/3-6）

1847年 弘化4年 弘化改江戸絵図 弘化江戸図（T/290.3/5261/9）

1851年 嘉永4年 [嘉永江戸図] 須原屋茂兵衛刊 [嘉永江戸図]（T/290.3/5044/2-6）

1856年 安政3年 武蔵国全図 武蔵国全図（T/290.3/5025/3-1）

1857年 安政4年 安政改正府郷御江
戸絵図

高柴三雄撰誌
須原屋茂兵衛刊

安政江戸近郊図（T/290.3/5044/1-8）

1859年 安政6年 [安政江戸図] 須原屋茂兵衛刊 [安政江戸図]（T/290.3/5044/2-7）

1860年 万延元年 萬延江戸図 高井蘭山図
出雲寺萬次郎, 岡
田屋嘉七刊

萬延江戸図（T/290.3/5044/1-9）

1846-56年 弘化3-
安政3年

切絵図 近吾堂版 切絵図 近江屋版 江戸切絵図集成 2,3(DT/0・290/61/2,3)
江戸切絵図 2（DT/0・290/12/2）

1849-70年 嘉永2-
明治3年

切絵図 尾張屋版 切絵図 金鱗堂版 江戸切絵図集成 4,5(DT/0・290/61/4,5)
江戸切絵図 [1]（DT/0・290/12）
江戸切絵図 尾張屋清七版(DT/0・290/70)
嘉永・慶応江戸切絵図(T/0・290/3041/1)
嘉永慶応江戸切絵図全(DRT/0・290/3032)

1852年 嘉永5年 切絵図 平野屋版 江戸切絵図集成 6（DT/0・290/61/6）

1808-61年 文化5-
文久元年

御府内沿革図書
（御府内往還其外沿
革図書＋御府内場末
往還其外沿革図書）

江戸城下変遷図集 1～20
（T/0・290/66/1～20）
御府内場末往還其外沿革図書 16～18
（地図篇 DT/0・290/5002/1-1～13,
解説篇 T/0・290/5002/2-1～3）
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