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１.「数」のある風景

1－1 数のかぞえかた

現代の日本語には２通りの数のかぞえかた・数詞があります。漢字の伝来とともに普及した「イチ・ニ・サ

ン・・・」という読み方と、日本古来の「ひとつ・ふたつ・みっつ・・・」というかぞえかたです。

「とお」から先のかぞえかたというのは、現代ではほとんどなじみがありませんが、「二十歳＝はたち」「晦

日＝みそか」などのことばに、その姿をうかがうことができます。

１．伊勢物語
２冊　写　28.2×23.2cm
〈京大附図　4－30/イ/1貴　955330〉

「東下り」として知られる第９段。東国へ向かう途

中の男（在原業平）一行が、旅の途中で富士山を眺め

ている場面です。その富士山を「京都の比叡山を20個

（＝はたち）ほど積み重ねたくらいの高さだ」と表現し

ています。実際には富士山は高さ3776mで、比叡山

848mの約４.５倍ということになります。

２．源氏物語
うつせみ　刊　紫式部著, 山本春正編　慶安３年（1650） 26.9×18.8cm
〈京大附図　4－30/ケ/4貴　30153〉

光源氏が、空蝉・軒端荻の碁をのぞき見ている場

面。碁の勝ち負けが決まって、軒端荻が「とを、は

た、みそ、よそ」と碁盤の目を数えているところで

す。伊予（愛媛）・道後温泉の湯ぶねは数が非常に多い

ことで知られており、その数でもすらすらと数えら

れそうなくらいてきぱきとしている、と描かれてい

ます。軒端荻の父親の「伊予介」にもかけており、時

折見せる紫式部のジョークの中でも抜群。
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1－2 九九から始まる九九

現在、私たちが小学校で暗記する掛け算九九は、奈良時代には中国から日本に伝わって来ていました。

随分昔からあることに、驚かれるのではないでしょうか。

当時は現在と違い、「九九八十一」から逆順に読み始めていたようです。また、一般庶民誰もが暗記して

いたわけではなく、一部の知識階級の人々だけが知っていたようです。

３．万葉集
巻６, 11, 13 写 ［室町末期写］ 30.0×21.0cm
〈京大附図：近衛　4－23/マ/2貴　1944853－1944872〉

「万葉集」は、日本最古の歌集です。成立年代ははっきりしませんが、奈良

時代（700年代後半）と考えられています。

当時、漢字は輸入されていましたが、ひらがな・カタカナはまだ発明され

ていなかったので、万葉集の歌は、すべて漢字を用いて書き写されました。

その主な方法としては、（１）漢字の訓読みと意味をそのまま使うもの（例：あ

きかぜ→「秋風」）（２）漢字の音読みまたは訓読みの音を機械的に借りる、い

わゆる「万葉がな」（例：こころ→「己許呂」）などがありますが、中には、（３）

「戯書」と呼ばれる、言葉遊び的なもの（例：「蜂音」と書いて、蜂の羽音から

「ぶ」、「山上復有山」と書いて、字の形から「出（いで）」）もあります。この「戯

書」による表現の中に、九九の数にちなんだ例があり、当時の日本ですでに

九九が普及していたことが推測されます。

【上】 朝狩に 「十六」（しし）踏み起し　夕狩りに

鳥踏み立てて　馬並めて　み狩そ立たす　春の茂野に…

（「十六」→「シシ十六」で「シシ」と読む）

【下】 玉こそば　緒の絶えぬれば「八十一里喚鶏」（くくりつつ）

またも合ふといへ　またも逢はぬものは　妻にしありけり

（「八十一」→「クク八十一」で「クク」と読む。「喚鶏」も戯書で、鶏を呼ぶ声

で「ツツ」）

４．口遊
１冊　刊　源為憲撰　文化４年（1807） 27.8×21.4cm
〈京大附図：近衛　10－03/ク/1貴　1115171〉

「口遊」（くちずさみ）は、平安時代・天禄元年（970）に源

為憲が作った事典です。各方面の知識を暗誦しやすい短

い句にして収め、簡単な説明を付けたもので、公家の子

弟の教科書として使用されました。「雑事」という部門の

最後に、日本で最も古いと言われる「九九」の表が掲載さ

れています。

「九九八十一」から始まっているのが、現在と違うとこ

ろです。この順番は江戸時代まで使われており、それで

「九九」という呼び名が定着しているのです。



５．（参考）拾芥抄
巻下　写　永正７年（1510）写
重要文化財, パネル展示のみ
〈京大附図：清家　5－17/シ/9貴　964403〉

「拾芥抄」は、前掲の「口遊」などに似た性格を持つ、

中世の百科全書です。この中にも、「九九」の表が載

せられています。京都大学所蔵の本書は、重要文化

財に指定されています。上巻は清原枝賢、清原国賢

筆、一部清原宣賢の筆跡も認められ、中巻は清原業

賢筆、下巻は清原國賢筆の取り合わせ本です。

「四八三十八」と誤記されており、「八」が「二」に修

正されているところがわかります。

６．徳和歌後萬載集
巻３　写　文化３年（1806）写　23.4×17.0cm
〈京大附図　4－25/ト/1 46940〉

「徳和歌後萬載集」は、四方赤良（よものあから）が、江戸時代の天明５年

（1785）に編纂した狂歌集です。四方赤良は、大田南畝、あるいは蜀山人と

いう号でも知られる狂歌師で、平安時代末期の和歌集「千載和歌集」をもじ

った「萬載狂歌集」を編纂したところ好評で、その続編として作ったのがこ

の「徳和歌後萬載集」です。

「九九」の語呂合わせは、江戸時代の狂歌の中で好んで使用されました。

展示の歌の例では、十五夜の月を「三五十五」という語呂で表現しています。

1－3 算師たちの肖像

奈良時代から平安時代の頃は、数学は一つの特殊技能でした。

数学に秀でた人は「博士」として位を与えられ、古代の大学で数学

の教育も行いました。

７．令義解
巻１　刊　寛政12年（1800） 26.4×19.1cm
〈京大附図　2－03/リ/2 23751〉

奈良時代・養老２年（718）、古代国家の法律である「養老律令」が

編纂されましたが、そのオフィシャルな注釈書として、平安時代

の天長10年（833）に完成したのが「令義解」です。この資料によると、

「養老律令」で「大学」の制度が設けられ、「算博士」（教官）２名を置

き、「算生」（学生）30名に算術を教えることが決められた、という

ことです。

日本における数学教育の始まり、と言えるでしょう。
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８．続日本紀
巻８　刊　明暦３年（1657） 26.4×18.5cm
〈京大附図　5－03/リ/1 8942〉

「続日本紀」は、「日本書紀」の後を受けて編纂された歴

史書で、延暦16年（797）に完成しました。文武天皇の文武

元年（697）から桓武天皇の延暦10年（791）の記事が編年体

で記述されています。

この中で、奈良時代の養老５年（721）１月の記事として、

「『役人の中から、学業や技芸に優れ、人の模範とすべき

者を挙げて、褒美を与え、後進を励ますこととしたい。』

という詔が、元正天皇から出された。」ということが書か

れています。ここで挙げられている人々の中に、「算術」

の正六位上山口忌寸田主（たぬし）、正八位上悉斐（しひ）連三田次（みたすき）、正八位下私部（きさきべ）首

石村（いわむら）、という３人の名前が見られます。３人とも、当時の算術や暦算の名家であったという記

録が残っています。なお、この３人は、律令制で規定された官職としての「算博士」「算師」というわけでは

なく、「算術に優れているもの」ということのようです。

９．万葉集
巻５　写 ［室町末期写］ 30.0×21.0cm
〈京大附図：近衛　4－23/マ/2貴　1944853－1944872〉

天平２年（730）、大宰帥（九州大宰府の長官）であった大伴旅人の邸で、

梅の花見の宴会が催され、ここで大宰府の官人など32人が詠んだという歌

が、「万葉集」の巻５に載っています。32首の歌の下には、それぞれ歌の作

者の官職と氏名が記されており、身分の順番に歌が配列されているので、

当時の官職制度を知るための貴重な史料となっています。

この中に、「春の野に鳴くやうぐいす馴付けむと我が家の園に梅が花咲

く」という歌があり、作者「算師志氏大道（さんししじのおおみち）」という

人物の名が見えます。大宰府の「算師」は、令制で正八位上に相当し、物数

の計算をつかさどっていました。志氏大道は、「志紀連大道（しきのむらじ

おおみち）」という暦算家と推定されています。

10．新猿楽記
１冊　写　宝暦４年（1754）写　22.4×15.4cm
〈京大附図　8－65/シ/5 84411〉

「新猿楽記」は、平安時代後期（1050年頃）に、藤原明

衡によって書かれました。当時の芸能である「猿楽」を

見物する一家に託して、庶民の風俗などを漢文体で描

いています。

この中に登場する、「五ノ君ノ夫（右衛門尉の五番目

の娘の夫）」という人物が、学問の秀才で、「紀伝・明法・

明経・算道等ノ学生（がくしょう）ナリ」と書かれていま

す。

「算道」は、当時の大学四科のうちの一つで算術を専

門とするものです。「学生」は、大学寮の学生のことです。この人物、どんな算術にも通じているというこ
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とで、当時行われていた数学的事項の名称が、以下のように本文に列挙されおり、数学史的に興味深いも

のがあります。

「大算剰除」：大きな数のかけ算やわり算のことか。

「九々之数行」：九九。「数行」の意味は不明。

「竹束」：束ねた竹の本数を計算する算法。

「八面蔵」：「ぬす人かくし」といわれるパズルのことか。

「開平方除」：平方根の計算。

「開立方除」：立方根の計算。

「町段歩数積募」：土地の面積の計算。

11．職原抄
１冊　写　永禄９年（1566）写　26.3×20.6cm
〈京大附図：清家　5－17/シ/1貴　913238〉

「職原抄」は、南北朝時代の興国元年（1340）に、北畠親房によって

書かれた有職書で、日本の官職の沿革が漢文で記述されています。

この中に、「『大学寮』に『算博士』二人を置く。」という記述があり、

官位は「従七位上」とされています。また、算道を伝えるものとして

「三善氏」と「小槻氏」という家が挙げられています。これは、もとも

と律令制で定められ、算術に優れたものが任命された『算博士』とい

う官職が、平安時代には世襲制になり、能力よりも家柄が重視され

るようになって来たことを示しています。

1－4 算木と計算

そろばんが中国より伝えられるまでは、計算は主に算木（「算」ともいいます）を使って行われていました。

算木は奈良時代には中国から伝わっていて、様々な計算の場面で用いられました。

12．今昔物語集
巻28 写　源恭安写　安政６年（1859）写　26.3×18.9cm
〈京大附図　4－47/コ/11 47916〉

「今昔物語集」は、平安末期に成立したとされる

説話集です。中でも、巻21～31の本朝（日本）世俗

説話と呼ばれる部分は、平安時代の世相や全国各

地のさまざまな階層・立場の人々の人間像が、リ

アルかつあざやかに描写されており、近代になっ

て高い評価を受けています。

巻28の第27は、謹厳実直で周囲の人々から信頼

されていた伊豆国の目代（国司が私的に任じる代

官。国務を代行する）が、実は昔、傀儡子（旅をし

て歩く芸能者集団）の一員だった、という話です。
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場面は、紹介された男が目代にふさわしいかどうか、伊豆守がテストしているところ。税の計算をさせ

てみると、算木を使って即座に答えを出せたので、守は喜んでこの男を採用することにしました。

13．たなばた
巻下　写　24.0×18.3cm
〈京大文・美学　美学/別置/619貴　159465〉

「たなばた」は、七夕の起源を語った、お

伽草子（室町時代から江戸初期にかけて作

られた物語草子の総称）の一つです。

大蛇（実は天上の貴人、天稚御子（あめわ

かみこ））と結婚した長者の末姫が、天に帰

った天稚御子を追って、天に昇ります。首

尾よく再会しますが、姫君は鬼にさらわれ、

様々な難題を与えられます。しかし、どう

にか全て切り抜け、二人は牽牛・織女とな

って一年に一度逢うことになりました。

図の場面は、鬼が姫君に与えた難題の一

つ。千石の米を別の蔵に運べといわれた姫

君ですが、天稚御子にもらった袖を振ると

大きなアリがたくさん出てきて運んでくれ

ました。鬼が算木を使って点検したところ、

米が一粒足りません。姫君が悲しみながら

あたりを探すと、手足の不自由な一匹のア

リが、よろめきながら最後の一粒を必死に

運んでいたのでした。

14．算木
〈京大理・数学〉
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15．中右記
藤原宗忠著　27.1×19.7cm
〈京大附図：平松　3/チ/6貴　1465112〉

数学は、暦とも深いかかわりをもっています。天文上の事象を

明らかにし、暦を決定するには、正確な計算が欠かせませんでし

た。律令制では陰陽寮の下に暦を掌る「暦博士」という官職があり、

日食の予報なども行っていました。

右大臣藤原宗忠の日記「中右記」元永２年（1119）４月１日の条に、

日食が起こると暦道より奏上されていたが結局起こらなかった、

という記事が見えます。

古代日本では、暦は中国の暦法をそのまま取り入れていました。

一つの暦を使いつづけると誤差が生じてくるので、しばしば改暦

が必要になります。しかし日本では、暦博士が世襲化するに伴っ

て、中国から新たな暦法を取り入れることもなくなりました。貞

観４年（862）に宣明暦という暦法を導入して以降は、800年あまり

に渡ってこの宣明暦を固守し続けたため、このような日食の誤報もしばしば見られました。

1－5 おそろしき算の道

「算道」「算術」は、計算や数学だけでなく、算木を用いて吉凶などを占う、占術の一種を指す言葉でもあ

りました。さらに、単に占うのみならず、人を呪ったり殺したりすることもできる魔術的なイメージさえ

伴うこともありました。

16．今昔物語集
巻24 写　源恭安写　安政６年（1859）写　26.3×18.9cm
〈京大附図　4－47/コ/11 47916〉

「今昔物語集」巻24第22は、唐人に算術を習った男

の話です。俊平入道という人の弟が、算道の名人で

ある唐人に、算の術を習いました。算道には人を殺

す術もある、と唐人は言いましたが、祖国へ連れて

行こうとする唐人の言葉に従わなかったため、結局

その術までは教えてもらえませんでした。

あるとき、兄の俊平入道の家で、女房（侍女）たち

が夜明かしをしていました。眠気覚ましに面白い話

でもして笑わせてほしい、とせがまれた俊平入道の弟は、面白い話はできないが、ただ笑わせることなら

できる、といい、算木を取り出してさらさらと置き始めました。女房たちはひやかしながら見ていたので

すが、彼が最後の算木を置くやいなや、みな大笑いを始めました。止めたくても止まらず、はらわたがち

ぎれそうな、それはそれは苦しい思いをして、涙を流す者までいました。どうしようもなくて笑いながら

俊平入道の弟に手を合わせて頼み、彼がようやく算木を崩したとたん、みなぴたりと笑いやみました。

もう少しこの状態が続いたら死ぬところだった、と女房たちは言い合い、この話を聞いた人々も「算木で

人を殺す術をもしこの男が習得していたら、たいしたものだったろう」と語り合いました。

このように、算道は大変恐ろしいものである、と人々は語り伝えたのでした。
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17．新刊吾妻鏡
巻16 刊　慶長10年（1605） 28.4×21.0cm 古活字版
〈京大附図　5－07/ア/1貴　146960〉

「吾妻鏡」は、鎌倉時代初期から中期の鎌倉幕府の歴史を、編年

体で記述した歴史書です。著者は未詳ですが、鎌倉幕府内部で編

纂されたと推定されます。

正治２年（1200）12月３日の条に、奥州への出張から帰ってきた

大輔房源性という人物の報告として、算術比べの話が載っていま

す。源性は無双の算術者でした。源性は奥州からの帰路、ある庵

に泊めてもらいました。庵の主人の僧は、自分こそ天下一の算師

と自慢し、源性と口論となります。とうとう術比べをすることに

なりました。主人の僧が源性の周りに算木を置き並べると、たち

まちあたり一面は霞や霧が立ち込めたように真っ暗になり、庵の

中は海となって松風や波の音まで聞こえてきました。源性はすっ

かり降参するしかなかったのでした。

「吾妻鏡」は幕府の公的な歴史書です。それにこのような話が記録されているということは、当時の人々

が算術の不思議な力を信じていた証と言えるでしょう。

1－6 「算」を知らねば「損」をする時代へ

算術は、古代社会では一般庶民にほとんど縁のないものでした。が、

技術が向上し、貨幣経済が浸透しはじめた江戸時代、数学力の必要性は

士農工商を問わず切実なものとなってきたのです。

18．為愚痴物語
巻５　刊　曽我休自著　寛文２年（1662） 26.8×17.9cm
〈京大附図　1－84/イ/1 30693〉

江戸前期の仮名草子・「為愚痴物語」の「自算をたしなむべき事」の章。

足算・引算（自算）がきちんとできている人は、どんな難しい割算でもた

やすく習得できる。逆に自算ができない人は、簡単な割算でも難しい。

何事も基礎が大事、と説いています。

19．人倫訓蒙図彙
巻２　刊　蒔絵師源三郎画　元禄３年（1690） 22.6×16.0cm
附：人倫訓蒙図彙補遺（写）
〈京大附図　3－47/シ/1貴　33281〉

元禄当時の社会において存在し知られていたさま

ざまな種類の職業について、その由来や実態をわか

りやすく解説・図解した、職業百科事典のようなも

のです。ここで「算者」は学問・芸能の部門にとりあ

げられており、数学は「あらゆることにおいてなく

てはならないもの」であると述べられています。“そ

ろばん師”と呼ばれる職業も当時あったようです。
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20．日本永代蔵
６巻　５冊　刊　井原西鶴著　貞享５年（1688） 25.7×18.2cm
外題：日本永代蔵　大福新長者教
〈京大附図　4－42/ニ/1貴　31367〉

井原西鶴による浮世草子。江戸前期の元禄時代、世情が

安定し、日本人にとって初の本格的な貨幣経済・流通・商

業主義が発展してきた世相を、商人たちの視点から描いて

います。実在した商人たちの成功・失敗のエピソード、い

かにして商売がいとなまれ、富がきずかれていったかなど

が、コミカルに、時に教訓まじりで語られた作品です。

図は、「昔は掛算今は当座銀」の章で描かれている、三井

の商法。すべての売買を利息なしの現金払いとする（「よろ

ず現銀売りに掛値なし」）、商品種ごとに専任の手代をつけ

る、反物を必要な分だけ切り売りする、急ぎの羽織などを

その場で仕立てて渡すなど、当時としてはかつてない斬新

な商売方法で大成功をおさめました。

21．世間胸算用
５巻　５冊　刊　井原西鶴著　元禄５年（1692） 26.3×17.4cm
外題：絵入世間胸算用　大晦日ハ一日千金
〈京大附図　4－42/セ/1貴　31365〉

井原西鶴による浮世草子。当時、貨幣経済は社会のあら

ゆる層の生活に浸透しており、中流・下流階級としての庶

民の経済実態がよくわかる作品です。大晦日は一年間の”

ツケ”を払わなければならない日とされており、その決算

日を舞台に、借金をめぐっての悲喜交々の物語・攻防戦が

描かれています。

図は、「長刀はむかしの鞘」の章。貧乏浪人の妻が大晦日

のやりくりにさしせまり、粗末な長刀の鞘を持って質屋に

行きます。ところが質屋は「こんなもの」と投げ返したため、

この妻は悔しさのあまり泣きながらつかみかかります。こ

の騒動で、結局この妻は銭300文と玄米３升を獲得。


