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３．和算の誕生と発展

「塵劫記」によって多くの人が数学に興味を持つよ

うになりました。特に、そろばんや数学を得意とす

る人たちが、「塵劫記」をモデルに数学書を著すよう

になりました。吉田光由は寛永18年（1641）に「新篇

塵劫記」を出版し、その中に解答を載せない問題を

提出して、問題に挑戦するように促しました。解答

を載せない問題を和算では遺題と呼びますが、遺題

を解いて新たに遺題を提出する遺題継承の風習が始

まりました。遺題継承によって、数学に興味を持つ

人たちの数学のレベルは着実に上がってきました。

そろばんによる計算だけでなく、宋・元時代に中国

で発達した方程式論、天元術を理解する数学者が出

てきました。そして延宝２年（1674）に、沢口一之の

「古今算法記」の遺題15問を解いた関孝和の「発微算

法」が発表され、中国数学を越えた和算が誕生しま

した。関孝和は傍書法という和算における文字式を

発案しただけでなく、その後の和算発展の基礎とな

る多くの仕事をしました。世界初の行列式の導入も

その一つです。寛永４年（1627）に「塵劫記」が刊行さ

れてからわずか50年足らずで、江戸時代の数学は大

きな高みへのぼりました。関孝和以降の和算の進展

は関孝和の仕事を精密にし、拡張していったと言っ

ても過言ではありません。

和算を発展させた大きな要因に改暦の問題があり

ました。宣明暦が貞観４年（862）から使われ、江戸

時代初期には天文現象との差は２日ほどになってい

ました。中国の数学は正確な暦を作るために発展し

てきた面が大きく、江戸初期の数学者の一部は改暦

の問題を自分の問題として真剣に考えていました。

関孝和もその一人だったようで、授時暦に関する詳

細な研究を行っていました。しかし、改暦は権限を

持っていた土御門家を巻き込んだ政治的な問題であ

り、和算家は暦学を真剣に学び研究しましたが、改

暦の表舞台に登場することはほとんどできませんで

した。一方、測量に関しては和算家が多くの貢献を

しています。和算は芸であり、実用とはかけ離れた

問題ばかりを考えていたとは江戸時代からある批判

ですが、実際には多くの和算家が応用にも関心を持

っていました。

関孝和の仕事を受け継いで和算は独自の発展をし

ていきました。特に、円周率や円弧の長さを求める

問題から発展した円理は、今日の用語を使えば、積

分や無限級数に関係する問題を取り扱い、その内容

を深めていきました。幕末になって航海術や軍事の

ために西洋数学が必要になったときも、和算家にと

って計算結果を理解することはそれほど難しいこと

ではなかったと思われます。

ところで、和算史上未だ解決していない問題があ

ります。それは関孝和と相前後して京阪の数学者達、

特に田中由真や井関知辰が関孝和と類似の業績をあ

げていることです。両者の間にどのような関係があ

ったのか、たとえば傍書法や行列式の創始者は本当

に関孝和だったのか、それとも京阪の数学との共同

作業であったのかなど未解決の問題が残されていま

す。残された文献の詳細な研究が待たれます。

江戸時代に和算は驚くほど多くの人々に支持さ

れ、たくさんの和算書が著されました。その多彩さ

には驚かされます。この展示では、京都大学が所蔵

する和算書から和算史上重要と思われるものや、有

名なもの、面白いものを取りあげてみました。明治

時代まで和算書が出版されていたことに驚かされる

かもしれません。その一方で和算は西洋の数学と、

中国の数学書やオランダの書物を通して出会いまし

た。その一端は、この章にも登場しますが、第５章

「和算から洋算へ」で本格的に取り扱います。
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3－1 和算の誕生に大きな影響を与えた中国の数学書

58．新編直指算法統宗
17巻　７冊　刊　程大位編集，湯浅得之考訂　延宝３年（1675）跋　26.3×18.1cm 原序：算
学統宗　原序：萬暦21年（1593），訓点あり
〈京大附図：岡島　6－41/シ/24 367134〉

中国では明の時代にそろばんが広く普及し、そろばんを使った計算が

盛んになりました。そろばんを基礎においてそれまでの中国の伝統数学

を再編成したのが程大位の「算法統宗」です。明・万暦20年（1592）に出版さ

れました。吉田光由は寛永８年（1631）に出版した「塵劫記」のあとがきで

「ある師につきて汝思の書を受けて、是を服飾とし、領袖として、其一二

を得たり」と記しています。汝思とは程大位の号で、このことから吉田光

由は「算法統宗」を学んだことが分かります。ある師とは角倉素庵のこと

だと考えられています。

中国のそろばんは５珠が二つあるのが普通であり、「算法統宗」にも５

珠が二つあるそろばんの絵がでています。「算法統宗」では詩を使って数

学を述べ、記憶に便利であるようにしています。このことは塵劫記に短

歌を使う形で一部取り入れられ、「因帰算歌」（［61］参照）は短歌で数学の

公式を記しています。「算法統宗」は中国の伝統数学の大半を取り入れて

いますが、そろばんを使うために、それまで中国で使われてきた算木に

よる計算がなくなり、宋・元時代の方程式論、いわゆる天元術は姿を消し

ています。和算家は天元術を「算学啓蒙」から学びました。

本書は、湯浅得之（ゆあさ　とくし、生没年未詳）が訓点をつけて延宝

４年（1676）に刊行したものです。

59．新編算学啓蒙註解
３巻　４冊　刊　朱世傑編撰，星野助衛門尉実宣註
寛文12年（1672） 19.7×27.7cm 外題：算学啓蒙註解
〈京大理・数学　103985〉

「算学啓蒙」は元の数学者、朱世傑が大徳

３年（1299）年に著した書物ですが、中国で

は失われ、朝鮮でのみ伝わっていました。

豊臣秀吉の朝鮮侵攻の際に我が国に略奪品

として持ち帰られた本が現存しています。

「算学啓蒙」は宋・元時代の方程式論を使っ

て問題を解いた本として有名です。「算学

啓蒙」は久田玄哲（ひさだ　げんてつ、生没

年未詳）と土師道雲（はじ　どううん、生没

年未詳）が訓点をつけて万治元年（1658）に
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出版されましたが、この本を読むだけでは天元術を理解することは容易ではありませんでした。その後、

星野実宣（ほしの　さねのぶ、1638－1699）により「新編算学啓蒙注解」が寛文12年（1672）に出版され、天元

術への関心が広まりました。第４巻の天元術を述べた「開方釋鎖門」では算木の図をつけて丁寧な解説が星

野によってつけられています。さらに、建部賢弘が元禄３年（1690）に「算学啓蒙諺解大成」を出版して「算学

啓蒙」を詳しく解説して、天元術がひろく理解されるようになりました。

本書の序文の目次では上・中・下巻に別れていて、下巻はさらに２巻に分けて出版されました。天元術

を解説した部分が４巻目になります。この下巻の後半部は同時に出版されなかったのか、全４巻が揃って

いることは少ないようです。本書の題簽は新編算学啓蒙註解巻一、・・・、新編算学啓蒙註解巻四と記さ

れています。本書は初版かそれ以降の版であるか、検討する必要があります。

3－2 「塵劫記」以降

60．参両録
３巻　１冊　刊　榎並和澄　寛文４年（1664） 18.9×
13.6cm 序：承応２年（1653）
〈京大附図：岡島　6－41/サ/160貴　367107〉

寛永18年（1641）に吉田光由は小型３巻本の「新篇塵劫記」を出版しました。それまでに出版された「塵劫記」

と違って巻末に解答を載せない12問の問題を出して、読者の挑戦問題としました。このように解答を載せ

ない問題を遺題と呼びました。榎並和澄（えなみ　ともすみ、生没年不明）は承応２年（1653）に「塵劫記」の

遺題に解答をつけた「参両録」を出版しました。さらに「塵劫記」の遺題はつまらないとして、自らもあらた

に８問の遺題を提出しました。前の本の遺題に解答をつけて、さらに新しい遺題を提出する遺題継承がこ

の本から始まりました。「参両録」の遺題の第３番目の問題は方円卵と榎並が呼んだ問題で、後に十字環の

問題と呼ばれるようになり、その後、二百数十年間和算家が真剣になって取り組んだ問題です。十字環と

はドーナツの中空部分に直径の等しい二つの円柱からできた十字の立体を入れて、総体積を求める問題で、

積分の考えが必要になります。「参両録」は上、中、下の３巻に分かれ、その大半は「塵劫記」を手本にして

著されています。なお、本学所蔵「参両録」は寛文４年（1664）の再刊本ですが、現在のところ初版本は知ら

れておらず、また再刊本もこの本以外には存在が知られていません。本書には子供の手によると思われる

落書きが多数残されています。



26

61．因帰算歌
２巻　１冊　写　今村知商撰　大正７年（1918）写　23.0×15.5cm
原跋：寛永17年（1640）
〈京大附図：岡島　6－41/イ/2 366868〉

今村知商（いまむら　ともあき、？－1668）は漢文で記した「竪

亥録」を寛永16年（1639）に出版しました。「竪亥録」は今村知商の

弟子のために100部印刷されただけでしたが、翌年の寛永17年に

「竪亥録」の中の重要な公式を短歌にして覚えやすくした「因帰算

歌」を今村は出版しました。ただ、最後の測量に関する部分は

「竪亥録」にない新しいものを含んでいます。序文によれば、「子

ども達はつまらない歌を歌い、いたずらをして時間をむだにし

ているので、三十一文字に数学の公式をまとめたので、こうし

た歌を歌って覚えておけば将来勉強するときの役に立ち、時間

がむだにならない」と述べています。たとえば、三角形の面積は

「山形（三角形）はつり（高さ）とはたばり（底辺）かけてまた二つに

わりて歩数とぞしる」と歌にしています。数学の公式を歌にする

ことはすでに「塵劫記」にその芽生えがあり、「塵劫記」がお手本にした「算法統宗」には詩をつかって公式を

述べた部分があります。

本書は刊行された「因帰算歌」を写したもので、最後に「此書世に希なり仍て書写す　利貞」と記されてい

て、明治時代の数学史家・遠藤利貞が書写したことが分かります。表紙裏に附箋がはられ「大正七年四月（一

枚五銭） 本書ハ学士院ノ蔵書ヲ写セルモノ也」と記されていて、学士院にある遠藤俊貞の書写本から写し

たことが分かります。

62．改算記
４巻　１冊　刊　18.2×13.0cm
〈京大附図：岡島　6－41/カ/1 366897〉

山田正重（やまだ　まさし

げ、？－？）は万治２年（1659）「塵

劫記」や「参両録」「因帰算歌」など

の数学書の誤りを正した「改算記」

を出版しました。「改算記」は「塵

劫記」につぐベストセラーとなり、

江戸時代に何度も版を重ねました

が、「塵劫記」と違って初版のまま

の形で出版されました。「改算記」

の下巻では「塵劫記」や「参両録」の

遺題に解答し、自らも11題の遺題

を提出しています。「改算記」には

鉄砲の弾道を考察した問題があ

り、放物線にかなり近い図が記されています。グラフの考えに肉薄していましたが、和算ではこの考えを

発展させる数学者は出ませんでした。「改算記」もたくさんの絵が入れられています。特に、象の絵は奇妙

な形をしています。（［56］参照）後にさまざま形で出版された入門書「○○塵劫記」は「塵劫記」と「改算記」か

ら絵を多数取り入れています。
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63．改算記綱目
４巻　３冊　刊　持永豊次，大橋宅清改撰　貞享４年（1687）
22.2×15.6cm 外題：頭書改正改算記綱目諸術評判
〈京大附図：岡島　6－41/カ/3 366899〉

柴田清行（しばた　きよゆき、後に宮城清行と名乗

る、生没年未詳）の門人である持永豊次（もちなが

とよつぐ、生没年未詳）と大橋宅清（おおはし　たく

せい、生没年未詳）が「改算記」に頭註をつけて貞享４

年（1687）に「改算記綱目」という名前で刊行しました。

この本も江戸時代を通して何度も版を重ねました。

「改算記」の本文はもとのままです。頭註では、本文

よりは高度な数学である天元術が解説してあるのが

目を引きます。1680年代には天元術が普及していたことが分かります。

64．算法闕疑抄
巻１・２　１冊　刊　礒村吉徳著　19.8×14.3cm
〈京大附図：岡島　6－41/サ/73 367018〉

奥州二本松藩士の礒村吉徳（いそむら　よしのり、？－1710）は万

治２年（1659）に「算法闕疑抄」を出版しました。この本はそれまでの

数学の集大成で、高度なそろばん算法を詳しく解説し、多くの読者

を獲得しました。この本の第４巻で「塵劫記」の遺題に解答をつけ、

自らも100題の遺題を提出しました。この本も「塵劫記」、「改算記」に

ついで多くの読者を獲得しました。本書は最初の２巻しかありませ

んが、古い形を残していて、万治２年の再刊本かそれに近いもので

はないかと思われます。

65．増補算法闕疑抄
５巻　５冊　刊　礒村喜兵衛尉吉徳誌　文化元年
（1804）再刻　22.6×15.7cm 外題：首書算法闕疑抄
〈京大附図：岡島　6－41/サ/72 367017〉

礒村吉徳は貞享元年（1684）には頭註をつ

けた「増補算法闕疑抄」を刊行しました。初

版の「算法闕疑抄」では円周率を3.162として

いますが増補版の頭註で、円に内接する正

13万10072角形の周の長さの計算によって、

円周率は3.14159・・となることを記し、円周

率を3.1416として計算することを提案して

います。これは「算俎」（［66］参照）に学んだ

ものと思われます。増補版は天元術が盛ん

になった時代に出版されたものですが、天元術は方程式をたてれば機械的に解答が得られるが、それでは

工夫をすることができないとの批判を礒村は記しています。
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66．算俎
５巻　５冊　刊　村松茂清撰　天和４年（1684） 22.3×15.8cm
外題：算法算俎　自序：寛文３年（1663）
〈京大理・数学　153561〉

村松茂清（むらまつ　しげきよ、1608－1695）は寛文

３年（1663）に算俎を出版しました。村松は浅野家に仕

えていましたが、江戸に数学塾を持っていたようです。

村松には娘しかなく、婿養子秀直を迎えましたが、秀

直と秀直の子高直は赤穂四十七士の討ち入りに参加し

ました。村松は「算俎」のなかで、遺題の問題を内容別

にレベル分けして配列し、学習しやすいように配慮し

ました。「算俎」では円に内接する正32768角形の周の長

さを計算して円周率を3.1415926まで正しく計算しまし

た。円周率を数学的に計算した我が国初の書物です。

「算俎」は天和４年（1684、同年貞享に改元）に「算法算俎」

と題して再版されました。本書はこの再版本ですが、

天和４年に出版されたものかどうかは不明です。裏表

紙の裏に「安政四丁巳九月八日浅草蔵前求之」と記され

ています。

67．算法至源記
５巻　５冊　刊　前田憲舒著　寛文13年（1673）跋　22.7×16.0cm
〈京大附図：岡島　6－41/サ/88 367033〉

本書はそれまでの遺題を解き新たに遺題150問を提出

したものです。「算法根源記」の遺題150問を巻之一、二、

三で示し、巻之四で「塵劫記」、「参両録」、「改算記」な

どの遺題に解答し、最後の巻之五で新たに遺題150問を

提出しています。この遺題はほとんどが平面と空間の

図形の問題です。「古今算法記」も「算法根源記」の遺題

を解いていますが、さらによい解法を著者の前田憲舒

（まえだ　けんじょ、生没年未詳）は与えていると本書

の序文で村田通信は記しています。しかし、天元術の

理解に関しては不完全であることが本書の記述を見る

と分かります。なお、「参両録」の難問「十字環」の正し

い答えは「口伝」として、正確ではない「改算記」の解法

を記しています。
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68．古今算法記
６巻　６冊　刊　沢口一之跋　寛文10年（1670）跋
18.8×13.2cm
〈京大附図：岡島　6－41/コ/3 366943〉

沢口一之（さわぐち　かずゆき、生没年未詳）

は寛文11年（1671）に「古今算法記」を著し、

「改算記」「算法根源記」の遺題の解答を与えま

した。さらに遺題15問を提出しました。

「古今算法記」は我が国で初めて天元術（宋・

元時代の方程式論。今日の用語を使えば、方

程式をたてるときに円の直径を未知数xとする

ことを「天元の一を立て円径と為す」と記した

ことから天元術と呼ばれる）を正しく理解した

書物です。「古今算法記」は沢口一之と沢口の数学の先生であった橋

本正数（はしもと　まさかず、？－1683年以前）との共著とも言われ

ています。橋本正数のグループが我が国で初めて天元術を正しく理

解しました。我が国へ将来された天元術の教科書は「算学啓蒙」です。

しかし「算学啓蒙」を読んだだけで天元術を理解するのは容易ではあ

りません。橋本正数のグループが独力で天元術を解読したのか、朝

鮮人から学んだのかは今のところ分かりません。なお最近、沢口一

之らによる古今算法記の遺題の解答を含めた数学書が発見されまし

た。この数学書の研究から橋本正数のグループの数学が解明される

ことが期待されます。橋本正数に始まる和算家のグループ（沢口一之、

田中由真（たなか　よしざね、1651－1719）等）は大阪、京都で活躍し

ました。関孝和のグループと競争もしくは協力関係にあったことは

残された数学書から予想されますが、その具体像の解明は今後の研

究を待たなければなりません。

3－3 和算の誕生

69．発微算法
〈和算研究所〉

延宝２年（1674）関孝和は「古今算法記」の遺題15問の解答を記し

た「発微算法」を出版しました。「古今算法記」の遺題は天元術だけ

を使って解くことは難しく、高次の連立多元方程式を解く必要が

ありました。高次の連立多元方程式を記すために関孝和は傍書法

と呼ばれる和算における文字式を考案し、また連立方程式から文

字を消去するために、行列式の理論を世界で初めて考案しました。

「発微算法」によって、中国数学の伝統を受け継ぎながらそれを乗

り越え、初めて真の意味で和算が成立しました。和算史上記念す

べき出版物ですが、出版元が火災にあったこともあって出版数が

少なかったようで、現在３冊しか残っていません。本書は和算研

究所のご好意により展示することができました。
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70．発微算法演段諺解
４巻　４冊　刊　建部賢弘序　貞享２年（1685）序　26.5×18.1cm
巻元巻頭：発微算法　原序：関孝和・延宝２年（1674），巻元末尾「右元巻ハ本書ナリ後亨利
貞三巻ハ此術ノ演段ヲ述ル也」
〈京大附図：岡島　6－41/ハ/4 367205〉

「発微算法」では解答のみが記され、傍書法も行列式の理論も秘密とし

て発表されていません。そのため「発微算法」を当時の数学者のほとんど

は理解できず、佐治一平（さじ　かずひら、生没年未詳）のように「発微算

法」は間違っていると主張する和算家も出てきました。そのため、関孝和

の弟子であった建部賢弘（たけべ　かたひろ、1664－1739）は貞享２年

（1685）に「発微算法演段諺解」（はつびさんぽうえんだんげんかい）を著し、

関孝和の「発微算法」の解法の解説を、傍書法を使って行いました。傍書

法の説明は有りませんが、解説を読んでいくことによって理解すること

はさほど難しくなかったと思われます。「諺解」とは和文による解説とい

う意味です。この本によって、関孝和の業績が広く知られるようになり、

和算が一大発展をすることになりました。各巻の第

１丁に思斉堂という署名と朱印が押され、署名の上

にある朱印は黒く塗りつぶされています。

なお、佐治一平は田中由真（たなか　よしざね、

1651－1719）の門人とされています。田中由真も「発

微算法」に少し遅れて、延宝６年（1678）「算法明解」を

著し、関孝和と似た方法で「古今算法記」の遺題の解

答を与えています。また、由真の著書「算学紛解」で

は高次連立方程式の変数の消去を行列式の考えを使

って行っていて、関孝和の業績ときわめて似ていま

す。佐治一平の「発微算法」への非難は関孝和と田

中由真との関係を暗示しているようにも思われます

が、傍書法の誕生も含めて、橋本、沢口、田中のグループと関孝和との関係を残された著作の精密な分析

を通して解明することは今後の重要な課題です。

71．和漢算法
９巻　７冊　刊　宮城清行集成　明和元年（1764） 22.5×16.3cm
自叙：元禄８年（1695）
〈京大附図　6－41/シ/54 960225〉

宮城清行（みやぎ　きよゆき、生没年未詳）が元禄

８年（1695年）に出版した「和漢算法」は全９巻よりな

り、後半の７巻から９巻では「古今算法記」の遺題を

解いています。８巻以降では傍書法を用いて解法を

詳しく解説しています。

建部賢弘の「発微算法演段諺解」（［70］参照）を勉強

して本書を著したと想像されていますが、正確なと

ころは分かりません。上述したように、これより前、

橋本正数の流れをくみ京都で活躍した田中由真は延



73．解隠題之法
１冊　写　関孝和編　寛保３年（1743）写　23.8×16.8cm

〈京大附図　6－41/カ/40 960183〉
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宝６年（1678）に「算法明解」を著し、「古今算法記」の遺題の解答を与えています。田中由真と宮城清行との

関係も分かっていません。宮城清行は京都で宮城流を興しました。「和漢算法」とは日本と中国の数学を意

味します。

72．解見題之法
１冊　写　関孝和編　23.8×16.8cm
〈京大附図　6－41/カ/38 960170〉

「解見題之法」、「解隠題之法」、「解伏題之法」は関孝和の三部抄と呼ばれるものです。これらは、もとも

と関孝和のノートであったと思われます。「解見題之法」では関孝和の数学の基本である傍書法を使った計

算が記され、「解隠題之法」では傍書法を使って方程式をたてそれを解く方法が述べられています。方程式

の解法は今日ホーナー法と呼ばれているものと実質的に同じです。展示する「解隠題之法」の写本の末尾に

は、「貞享乙丑八月戌申日 書　寛保癸亥四月丙午日再写連貝軒」と記されています。連貝軒は山路主住の

号ですので、本書は山路主住の自筆本の可能性があります。「解見題之法」の末尾には何も記されておらず、

「解隠題之法」とは書き手が違うようです。変数の消去法と行列式の理論を記した「解伏題之法」は、残念

ながら、この写本群にはありません。

74．算法発揮
３巻　２冊　刊　井関十兵衛尉知辰撰　元禄３年
（1690） 27.3×19.1cm
〈京大理・数学　103930〉

井関知辰（いぜき　ともとき、生没年未詳）

は元禄３年（1690）に世界初の行列式の刊本

「算法発揮」を出版しました。巻之上で行列

式の理論が展開されています。「解伏題之法」

で使われた行列式展開とは違い、今日の言

葉を使えば最終列に関するファンデルモン

デの展開式を示しています。関孝和の行列

式の理論を記した著作「解伏題之法」、田中

由真の行列式の著作「算学紛解」との関係は

現在のところ不明です。「算学紛解」は井関

の方法に似ています。また、「大成算経」で

龍�
共�
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は第一行に関する行列式展開を使っています。今日の行列式の理論では行で展開するか列で展開するかは

大きな違いではないのですが、関孝和の理論では行と列とは意味が違いますので、両者の関係が問題とな

ります。巻之中では図形の問題が取りあげられ、巻之下では消去法を使って問題が解かれています。関孝

和、田中由真、井関知辰は２変数の高次連立方程式の一つの変数を消去するために行列式を導入しました。

本書の上・中巻は完本ですが、下巻は一部しか残っていません。

75．大成算経
20巻　20冊　写　27.4×19.2cm
〈京大理・数学　219316〉

関孝和、建部賢明（たけべ　かたあきら、1661－1716、建部賢弘の兄、

賢弘の兄賢之（かたゆき、1654－1723）とともに関孝和に数学を学ぶ）、

建部賢弘によって書かれた、関孝和を中心にして発展した和算の集大

成です。関孝和の没後、宝永７年（1710）に主として賢明によって完成

されました。完成までに28年を要したといいます。「大成算経」は写本

としてのみ伝わっています。関流の和算家も「大成算経」を充分には消

化しきれなかったようで、その全貌は今後の研究を待っています。

76．括要算法
４巻　４冊　刊　関孝和遺編，荒木村英検閲，大高由昌校訂　正徳２年（1712） 26.2×18.7cm
〈京大附図：岡島　6－41/カ/25 366922〉

関孝和の遺稿を弟子の荒木村英（あらき　むらひで、1640－1718）が入手して荒木の弟子を使って出版し

たものです。全４巻からなり、第１巻である元巻ではベルヌーイ数が定義され、整数のべき和　１m＋２m ＋

３m＋・・・・＋nm の公式が与えられています。第３巻にあたる利巻では角法演段と言う名前で、円に内接

する正多角形の一辺に円の中心からおろした垂線の長さと円の直径との関係を求める方法（角術と後に呼ば

れる）が議論されています。第４巻にあたる貞巻はのちに円理とよばれて発展していった部分で、円周率や

円弧に関する議論が行われています。円周率の計算では、20世紀に本格的に研究されるようになった数列

の加速法「エイトケン加速」を使って、円周率計算の精度をあげています。また、弧背率解では円弧の長さ

を求める手続が述べられていますが不

十分な議論で、のちに建部賢弘によっ

て完全な答えが得られ、和算で三角関

数や逆三角関数の無限級数展開が登場

する契機となりました。本書は何度も

版を重ね、和算の進展に大きな影響を

与えました。本書の巻末には出版者・

水玉堂の広告があり、その中に「精要

算法」（天明元年（1781）刊）、「神壁算法」、

「続神壁算法」（享和元年（1801）刊）など

が記されていますので、本書は19世紀

前半の後刻であることがわかります。
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77．小学本注九数名義諺解
２冊　写　沼田敬忠著，奥埜就 写　文化11年（1814）写　23.5×16.3cm
外題：小学九数名義諺解　原序：享保５年（1720）
〈京大理・数学　179210〉

朱子による「小学本注」の「数」の部分にある九数、これは古代中国を代

表する「九章算術」の各章の名前になっていますが、それらの意味を詳し

く記したものです。今日私たちが使う方程式は「九章算術」の「方程」とい

う章の名前に由来します。本書では開平（平方根を求める計算）や開立（立

方根を求める計算）でソロバンを使った計算と算木を使った計算の両方を

記していて、初学者に分かる工夫がされています。また、方程の説明で

算木を使って方程式を解く宋・元時代の方程式論を「天元一術」という名前

で丁寧に説明しています。また、この章では関孝和（ただし考和と記して

います）が数学者として偉大であることが述べられ、また著者の先生であ

る荒木村英が関孝和から関の高度な数学を学んでいたことが記されてい

る珍しい著作です。この事実は京都大学大学院理学研究科数学教室所蔵の和算書を調査された吉田柳二氏

によってまとめられた「和算史料一覧」の中に簡潔に記されていますが、最近、佐藤賢一、小林龍彦両氏に

よって再発見されました。

本書の序文には享保５年（1720）の年紀が記され、著者は豫州新谷小史の沼田敬忠と記されています。ま

た本書第２巻の末尾に文化11年（1814）９月に書写した旨の後書きがついています。

78．徂徠先生学則
１冊　写　23.8×16.6cm 附：先生書五道
〈京大附図　1－69/ソ/2 20061〉

荻生徂徠は江戸時代を代表する儒学者です。徳川幕府公認の

朱子学にあきたらず、古文辞学を提唱し、たくさんの弟子を育

てました。また、徳川吉宗の相談役としても活躍しました。ま

た、「学則」の付録として収録された「西肥の水秀才が問いに答

ふ」では、和算家が技巧におぼれていること、また円周率の計

算で内接多角形の周の長さを計算しても真の円周率にならない

ことを批判しています。徂徠は吉宗に仕えていた中根元圭（な

かね　げんけい、1662－1733）と親しく、円周率の計算法に関してはさらに詳しい批判を中根元圭に行って

いたことが湯浅常山「常山楼筆与餘」巻３に記されています。

79．方円算経
３巻　５冊　写　松永良弼著，長沼安定写　嘉永６年（1853）写
24.9×17.9cm
巻信巻頭：方円算経捷術立表　巻仁：索引
〈京大附図：岡島　6－41/ホ/4 367214〉

本書は元文４年（1739）に著された松永良弼（まつな

が　よしすけ、1692頃－1744）の代表作です。本書で

は円周率や三角関数、逆三角関数の無限級数展開の結

果だけが記されています。ただ、無限級数展開が記さ

れているというのは、現代の解釈であって、実際は円

周率や弧の長さを計算する手続きを記したものと考え
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た方が、良弼の考えに近いのではと思われます。本書の著者松永良弼は関孝和の数学を荒木村英に学びま

した。建部賢弘にも学んだと考えられています。また、天才数学者久留島義太（くるしま　よしひろ、？－

1757）とも親交があり、久留島から多くを学んだようです。荻生徂徠の「学則」に載せられた和算批判を認め、

久留島に本質的な数学の研究を行うように勧めた、良弼最晩年の書簡（古人書簡と呼ばれています）の写し

が残っています。

3－4 和算の発展

80．拾 算法
５巻　５冊　刊　豊田文景著　明和６年（1769） 26.９×18.２cm
〈京大附図：岡島　６－41/シ/８　367114〉

久留米藩主有馬頼 （ありま　よりゆき、1714－1783）は

山路主住（やまじ　ぬしずみ、1704－1772）に関流の和算を

学びました。有馬は、豊田文景の名前で150問の問題に解

答をつけた「拾 算法」を明和６年（1769）に刊行しました。

本書は関流数学の主要な内容を載せ、傍書法の解説から始

まる関流の数学が流派を越えてはじめて公にされました。

その結果、その後の和算の進歩、普及に大きく寄与しまし

た。山路主住は数学を松永良弼に学びました。主住によっ

て流派としての関流が完成されました。五段階の免状制度

が作られ、関流初伝　荒木村英、二伝　松永良弼、三伝

山路主住という関流の系図は山路主住によると考えられま

す。有馬頼 は和算に興味を持っただけでなく、自らも和

算の研究を行い40冊近くの数学書を著しています。多くの

和算家と交わり、本書の刊行される一年前には藤田貞資を

数学師範として招いています。本書の各巻の冒頭には井信

蔵書、下の方には井村氏の朱印が押されています。

81．算法点竄指南録
15巻　５冊　刊　坂部勇左衛門広胖著　明治８年（1875） 22.8×15.5cm
巻頭：点竄指南録
〈京大附図：岡島　6－41/サ/140 367087〉

坂部広胖（さかべ　こうはん、1759－1824）が文化12年

（1815）に刊行した「算法点竄指南録」は和算の主要な数学を

網羅し、独学で学べるように初心者に分かりやすく解説さ

れています。巻12には対数や球面三角法が記されています。

坂部は初め本多利明に学び高弟として本多の塾を任された

こともありました。後に安島直円に弟子入りして関流の免

許を受けました。本田利明は数学者であるよりは経世家で

あり、開国・貿易や北方防備の緊急性を訴えたことで知ら

れています。その関係から、航海術の必要性を唱えて自ら

童�徃
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オランダの書物を研究しました。本多は坂部広胖の

助けを得て、「大測表」５巻を著しました。その中に、

対数表、三角関数表をのせ、使い方を説明していま

す。坂部広胖は対数を本多に学んだものと思われま

す。対数はオランダ名でロガリチムということが、

対数を扱った第12巻で述べられています。和算家は

対数を中国から輸入した「数理精蘊」から学びました

が、その他にオランダ語の書物から直接学んだこと

も分かります。坂部には「海路安心録」という航海術

の著作もあります。和算家の関心は一般的にきわめ

て広かったことがうかがわせる事実です。ところで、

「算法点竄指南録」の問題32は鶴亀算です。それまでは、雉と兎または鶏と兎をつかって問題が作られてい

ました。（［64］図参照）鶴亀算の最初ではないかといわれています。

本書は明治８年（1875）の再刊です。明治になっても和算を学ぶ人が多かったことが分かります。なお、

本書に三上義夫から岡島伊八にあてた書状（［109］参照）が挟まれていました。本書の問題99に関する岡島の

質問に答えたものです。

82．不朽算法
２巻　２冊　写　日下貞八郎誠嗣編　26.3×18.3cm
序：寛政11年（1799），「羽州新庄藩安島萬蔵直圓伯規甫遺稿」
〈京大附図：岡島　6－41/フ/2 367206〉

安島直円（あじま　なおのぶ、1732－1798）の遺稿を弟

子の日下誠（くさか　まこと、1764－1839）が整理し寛政

11年（1799）にまとめたものです。日下の序文に「それ算は

西洋より来たりし故に、敷算するに左行に陳するなり（数

式は左から書く）。その来たること遠しといえども、なお

藍の藍より青きが如し。我が朝、日々に算達の士出て、

あに愉快ならんや。」というふしぎな文章があります。本

書第２巻前半では対数が扱われています。真島は対数の

性質 log xy＝log x＋log y、log 10＝１をもとにして、逆

対数表を作成して、それを使って対数表を作ることがで

きることを示しています。この考えは、後にヨーロッパ

で対数表を作成する際に使われたもので、安島の独創性

を示しています。なお本書では、安島は対数を配数と呼

んでいます。和算家は対数を「数理精蘊」から学んだとい

われていますが、「数理精蘊」がいつ日本に伝来されたか

は不明のようです。安島は対数の考えを坂部に聞いた可

能性も考えられます。関流四伝の安島直円は、二重級数

の考え方を使って面積の計算を行うなど、多くの独創的

な考えを和算に導入し、和算中興の祖ともいわれていま

す。また、本書下巻の後半は久留島義太の平方零約術の解説にあてられています。さらに詳しい解説をし

た「平方零約解」は佐藤文庫に入っています。（［120］参照）本書は出版することを目的として編集されたよう

ですが、写本としてのみ伝わっています。本書は版心に福田家蔵書と印刷された用紙が使われています。
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83．精要算法
３巻　３冊　刊　藤田定資著，安島直円訂　天明元年（1781）
22.5×36.1cm
〈京大附図　6－41/セ/1 32418〉

藤田貞資（ふじた　さだすけ、1734－1807）が天明

元年（1781）に刊行しました。序文に「算数に用の用あ

り、無用の用あり、無用の無用あり」と記し、「無用

の用」としての数学を提唱したことでも有名です。和

算の分かりやすい解説書として一世を風靡しました。

本書が出版されたとき、藤田は久留米藩主有馬頼

の数学顧問であり、本書の題名は有馬頼 がつけた

といわれます。関流に対抗して最上流（さんじょうり

ゅう）をつくった会田安明（あいだ　やすあき、

1747－1817）は「精要算法」の間違いを正した「非精算法」を天明５年（1785）に出版し、藤田と会田の論争が始

まりました。この論争は揚げ足取りに近い泥仕合の様相を帯びていましたが、会田はこの論争を通して、

最上流を旗揚げし、また弟子の教育のために和算の概念を整理し、たくさんの教科書を書きました。本書

には数値の間違いを朱で訂正してあり、本書を丁寧に学んだ読者がいたことが分かります。

84．神壁算法巻之上解
１冊　写　28.3×19.4cm
〈京大附図　6－41/シ/29 367139〉

江戸時代を通して、数学上の問題とその解答を絵馬にして神社

や寺に奉納する習慣がありました。この絵馬を算額とよびます。

神社や寺は多くの人が集まるところであり、和算に興味を持つ人

たちが絵馬を見て新しい問題や新しい解法を考えるきっかけとな

りました。出版することが容易でなかった時代に、算額は一種の

学術雑誌の役割をしました。和算が盛んになるにつれて、算額に

記された問題を集めて書写することが行われました。こうした背

景のもとで、藤田貞資が日本各地の算額の問題を集めて寛政元年

（1789）に刊行しました。この出版は好評を博し、続編「続神壁算法」

は文化４年（1807）に出版されました。本書は「神壁算法」巻上の問

題に解答をつけた写本です。

85．算法天生法指南
５巻　５冊　刊　会田算左衛門安明編集　文化７年（1810） 26.8×18.9cm
〈京大附図：岡島　6－41/サ/136 367083〉

関孝和の傍書法では未知数を分母に含んだ、分数式は扱いませんでした。本書の著者会田安明はこうし

た分数式を用いた方程式論を展開し、それを天生法と呼びました。実質的には傍書法による方程式論とそ

れほど異なるものではありませんが、和算に新しい視点を導入したことも事実です。会田安明は最初、藤

田貞資に入門することを願いましたが果たさず、やがて藤田と敵対するようになり、関流に対抗して最上

流を起こしました。会田は教育者として優れていたようで、その著作で和算をわかりやすく述べることに

苦心しています。多くの著作を残し、門弟のための教科書として著された伝書約200点が残されています。

門弟は伝書を書写することによって数学を学びました。伝書をすべて写すことが最上流の免許皆伝のため

に必要でした。本書は文化７年（1810）に出版されました。会田の関心は広く、西洋数学にも、また当時の

童�徃

童�徃
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国際情勢にも多大の関心をはらい、これらに関連す

る著作が残されています。北方探検で有名な最上徳

内は会田の友人でした。

86．算学鉤致
３巻　３冊　刊　石黒藤右衛門信由著　文政２年（1819） 26.0×18.3cm
〈京大附図：岡島　6－41/サ/23 366968〉

「塵劫記」に始まる遺題は関孝和の「発微算法」、田中由

真の「算法明解」で終わりましたが、その後も遺題を出す

風習は続きました。元禄15年（1702）に中村政江（なかむら

せいえい、？－1721）は「算法天元樵談聚」を著し、遺題９

問を提出しました。この本に始まる遺題継承は100年以上

続き、文政2年（1819）に石黒信由（いしくろ　のぶよし、

1760－1836）が「算学鉤致」を刊行し、「算法天元樵談聚」に

始まる遺題の解答を与えて、遺題継承が完全に終了しま

した。石黒信由は富山の和算家で、加越能の地図を作製

したことでも有名です。伊能忠敬は主として海岸線の測量しか行いませんでしたが、石黒は内陸部まで測

量をして精密な地図を作りました。（［106］参照）

87．算法新書
５巻　５冊　刊　長谷川善左衛門寛閲，千葉雄七胤秀編　明治13

年（1880） 18.1×12.6cm 文政13年（1830）初版の三刻新鐫本
〈京大附図：岡島　6－41/サ/95 367040〉

校閲者の長谷川寛（ひろし）は日下誠に和算を学び

ましたが、なぜか除名され、自ら江戸に長谷川道場

を開き和算を教授しました。長谷川道場には多数の

生徒が集まり江戸の数学の中心となりました。千葉

胤秀（ちば　たねひで、1775－1849）編として「算法

新書」は文政13年（1830）に出版されました。「算法新

書」は初等数学から関流の高等数学、円理までを分

かり易く説明した本として多くの読者を獲得しまし

たが、一方では関流の秘伝を公開したとして非難を

受けました。本書は文政13年版をもとに三刻したも

ので明治13年（1880）に出版されたものです。明治13年になっても和算を勉強する人が多かったことを物語

っています。
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和算では様々な複雑な図形の面積や体積の計算を好みました。こうした問題をとくためには、いつも類

似の計算をする必要がありますが、そうした計算の表を組織的につくることを和田寧（わだ　やすし、

1787－1840）が行い、図形の体積や面積を求めることが大変明快にできるようになりました。和田がおこな

ったことは今日の言葉を使えば、x m（１－x）n、x m（１－x２）n の形の関数を０から１まで積分した表を作成した

ことです。和田は無限級数を積極的に取り扱いました。和田寧の円理（定積分）の計算理論を弟子の小出脩

喜が編纂したものです。本書は出版されず、写本としてのみ伝わっています。

90．乾坤表
１冊　写　28.7×20.0cm
〈京大附図　6－41/ケ/4 960185〉

本書は和田の円理に基づく定積分の表の一部です。定

積分の表を作るための用紙を特注して、表が作られてい

ます。用紙の版心には宇宙堂版と印刷されています。東

瞳軒宇宙堂は内田五観（うちだ　いつみ、1805－1882）の

号ですので、本書は内田五観の弟子が作ったことが分か

ります。内田は11才から日下誠に学び、18才で関流第六

伝という関流の最高位を受けた逸材です。かれは西洋の

学問を積極的に受け入れようとしましたが、一方では、

日下誠の弟子であった和田寧に円理を学ぶために入門し

ています。内田はオランダ語を高野長英に学び、広い関

心を持って天文、地理、測量、航海術などの西洋の新知

識を積極的に取り入れました。佐藤文庫（第５章参照）に

も内田関係の翻訳書があります。

88．円理算経
巻上・中　１冊　写　小出兼政編，北野光孝校，福田泉訂　23.1
×16.7cm 原序：天保13年（1842）
〈京大附図：岡島　6－41/エ/9 366876〉

89．円理算経
巻下　１冊　写　小出兼政編，北野光孝訂　25.5×18.6cm
〈京大附図：岡島　6－41/エ/10 366877〉



39

91．算法起源集
巻上，中，下，続　４冊　刊　佐久間 著　明
治10年（1877） 22.5×25.1cm
続編：佐久間網司撰
〈京大附図：岡島　6－41/サ/59 367004〉

佐久間纉（さくま　つづき、

1819－1896）は最上流に属し、江戸

時代から明治に入って最晩年にい

たるまで、和算関係の著書を出版

しました。明治22年（1889）には「算

法同矩術」を出版しています。本書

では和算の伝統的な問題が採り上

げられています。また、本書の続

巻の後半は佐久間の門人達の問題

が記されています。明治初期には

和算に関心を持つ人たちが多数い

たことがわかります。

92．円理算要
１冊　刊　萩原禎助著述，川北朝鄰校訂　明治11年（1878） 22.0×14.9cm
〈京大附図：岡島　6－41/エ/11 366878〉

著者の萩原信芳（はぎわら　のぶよし、1828－1909）、通称禎助は和算家として最後の世代に属します。

上毛勢多郡関根村の農民で、昼は農作業を、夜は数学を研鑽したことが伝わっています。本書は、和算史

の最後を飾る出版物の一つです。実に多種多様な立体図形の体積を問題にしていて、和算家が複雑な図形

に多大の興味を持ち続けたことが分かります。
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