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４．ひろがる和算の世界

４－１　和算を楽しむ

93．算題
１冊　写　22.9×16.0cm 書名は題簽より推定
〈京大附図　6－41/サ/167 960100〉

図形の問題を多数集めた書ですが、題簽が破損し

書名が判読できません。内題、目次もなく、書名や

著者が分からないのは残念です。複雑な図形を扱っ

た問題は多くの人たちに歓迎され、算額にも図形の

問題が多数取り上げられました。

94．算図一策
１冊　写　26.4×19.9cm
〈京大附図：岡島　6－41/サ/37 366982〉

図形の問題のみを扱った本書は、図に美しく彩色が施されています。和算家が好んだ図形の問題ですが、

楕円も登場し、問題として必ずしも簡単なわけではありません。序文の日付は文政７年（1824）になって

います。大変遺憾なことに著者名が記された部分だけがかみそりで切り取られています。
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95．算法
１冊　写　林百輔撰　22.4×25.7cm 外題：算法　団扇題一百个條
〈京大附図：岡島　6－41/サ/39 366984〉

本書は円形のうちわの中に種々の図形を

描いて円の直径や多角形の辺の長さを求め

る問題が答・解法と共に記されています。

版心の上部には司天宮御師範代、下部には

福田社中蔵書と印刷されていますので、福

田理軒の関係者が書写したものと思われま

す。本書の裏表紙うらには大阪府算学校貫

通書斎蔵版豫記として数学書の広告が印刷

されたものが貼られています。おそらく明

治初期に書写されたものと思われます。
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4－2 数学遊戯・児童書
和算の進展の中で、初等数学の面白い問題も多数考えられました。これも「塵劫記」にすでに見ることが

できますが、和算の発展期にはさらに本格的な書物が出版されました。

96．勘者御伽双紙
３巻　３冊　刊　中根保之丞法舳編集　寛保３年（1743） 22.5×16.0cm 外題横に「岡嶋寄贈」の印あり
〈京大附図　6－41/カ/29 916998，917001，917002〉

著者の中根法舳（1701－1761）は本名を中根彦循（げんじゅん）といい、中根元圭の息子です。この本は日

本に古くから伝わる数学遊技や中国数学、和算の面白い問題を集めたもので、今日読んでも大変興味深い

問題が多数含まれています。問題の表現は初等的ですが、高度な考え方を必要とする問題が含まれていま

す。足し算を使って平方根を求める女の子（めのこ）平方のように、20世紀になってタイガー計算機やカシ

オのリレー式計算機で平方根を求める際に使われたものもあります。また、本書にはてこの原理を正しく

理解していることを示す問題もあります。中根彦循の父・中根元圭（なかね　げんけい、1662－1733）は田

中由真に数学を学びました。田中由真には「雑集求笑算法」という数学遊戯の著作があります。「勘者御伽双

紙」は田中由真の流れをくむ本であると考えられます。

97．算法童子問
６巻　６冊　刊　天明４年（1784） 22.5×15.8cm
〈京大附図　6－41/サ/3 32421〉

本書は「勘者御伽双紙」の続編として記さ

れたもので天明４年（1784）に出版されまし

た。著者の村井中漸（むらい　ちゅうぜん、

1708－1797）は中根彦循の弟子でしたが、

晩年は儒医として京都に住んでいました。
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98．絵本工夫の錦
前編上・前編下　１冊　刊　船山輔之　寛政７年（1795）
23.0×17.0cm
別：絵本質問入工夫の錦
〈京大附図　6－41/エ/1 33398〉

99．絵本工夫の錦
前編下，後編　２冊　刊　船山輔之　後編：寛政10年
（1798） 22.7×15.8cm 後編の別書名：絵本答術工夫之
錦、附録答術
〈京大附図　6－41/エ/2 129777〉

船山輔之（ふなやま　すけゆき、1738－

1804）は山路主住の弟子で、寛政７年（1795）

に子供向けの本として本書を出版しました。

見開きに絵を載せ、上の方に問題を載せてい

ます。解答は別に出版するとしてのせられて

いません。今日でいえば算数の問題で、和算

家の間では大変不評でした。本書の批判を藤

田貞資、会田安明、坂部広胖らが書いていま

す。寛政10年（1798）に後編と解答集が出版

されました。きわめて初等的な本ですが、巻

末に付録として和算の問題が１問載せられて

います。江戸時代の数学の入門書の大半が、

難しい問題を付録として載せています。これ

は数学の拡がりを知らせ、勉強の励みにする

江戸時代の智恵の現れと考えられます。

4－3 測量術

100．規矩元法町間図法
５冊　写　22.8×16.5cm
２：表伝口義，３～５：別伝口義一～三
〈京大附図　6－41/キ/1 32414〉

本書は測量法を詳しく述べたものです。全

５冊からなっていますが、最初の１冊は「規

矩元法町見図法」、２冊目は「表伝口義」、残

りの３冊は「別伝口義、一、二、三」となって

います。「別伝口義三」に記されている測量の

ための道具は見盤、根発（コンパスのこと）、

分度之矩、規矩元器、小丸のみで、オランダ

渡来の器機は記されていませんので、享保時
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代以前の測量術の教科書ではないかと

推定されます。本書には序文やあとが

きはついていません。

101．規矩元法町見図解
１冊　写　享保９年（1724）写　27.0×20.4cm
〈京大附図　6－41/キ/3 191736〉

本書も「規矩元法町間図法」同様に、

初期の測量術を述べたものです。詳し

い説明はなく、口伝があると記してい

ます。本書は末尾に享保９年（1724）に

書写された旨の記述があります。

江戸時代の測量術の本は写本でも彩

色されていることが多いのが特徴で

す。
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102．規矩元抄
２巻　２冊　写　27.4×20.2cm
〈京大附図　6－41/キ/26 1816068〉

本書も古い測量術の教科書です。下巻

では円に内接する正多角形についての詳

しい説明がありますが、円周率として

3.162が使われています。また、別のとこ

ろでは円周率の古法として3.142、3.16、

3.162があげられさらに口伝が有ることが

記されています。この点からも本書の内

容は古いことが推測されます。

103．八線表用法
３巻　３冊　写　会田算左衛門安明述，高田九米次久冨写　文政６年（1823）写
26.1×18.9cm 外題：八線用法
〈京大附図：岡島　6－41/ハ/3 367204〉

本書は３巻からなり春・夏・秋と呼ばれています。本来は冬の巻

があって全４巻であったと思われます。春の巻は三角関数表の作成

方法が述べられ、その後三角関数の天文暦術への初等的な応用が述

べられています。夏の巻では三角関数を使って三角形の辺の長さや

角度を求める問題がたくさん論じられ、秋の巻では三角関数を使う

測量について述べられています。新しい測量術の入門書となってい

ます。八線表は割円八線表とも呼ばれ、今日の三角関数表にあたり

ます。和算家は三角関数表のことを「暦算全書」で知り、具体的な表

は享保12年（1727）に輸入された「崇禎暦書」にあるもので学んだとさ

れています。割円八線表は主として測量のために使われ、伊能忠敬

も測量結果を再確認するために割円八線表を使っています。伊能忠
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敬の使った「割円八線表」は数値の誤りが訂正されています。こ

れは和算家が、三角関数表の作成原理を知っていたことを物語

っています。なお、日本最初の三角関数表はその構成法も含め

て「算暦雑考」に記されています。「算暦雑考」は建部賢弘の著と

されています。本書の著者は会田安明で、末尾に「二本松家士

東嶽先生門人高田久留米久冨写之　文政六己已正月」と記されて

いて、文政６年（1823）に書写されたことが分かります。東嶽は

会田の弟子渡辺一（わたなべ　かず、1767－1893）の号で二本松

藩士でした。江戸で会田の門人となり、二本松藩へ帰国してか

らは会田に算書を送ってもらってそれを書写して数学を学びま

した。

104．伊能図：四国淡州
１枚　写　伊能忠敬　135×177cm
別：四国淡州六分下図，沿海地図
〈京大附図　5－84/イ/1別貴　109119〉

伊能忠敬は文化５年（1808）に淡路島や四

国の測量を行ないました。測定結果をもと

に幕府に提出する地図（正本）とその控とし

て副本が作られました。本伊能図は副本と

同じ方法で作られましたが、何らかの理由

で完成されなかったもので、稿本と呼ばれ

ています。

105．伊能図：肥前国平戸島
１枚　写　伊能忠敬　122×172cm
別：肥前国松浦郡平戸領附平戸嶋生属嶋其外小嶋并
黒嶋大嶋度嶋，沿海之図
〈京大附図　5－84/イ/1別貴　109119〉

伊能忠敬は文化６年（1809）に九州の一部

を測量し、文化９年から10年にかけて再度

九州の測量を行ないました。平戸は文化10

年に測量しています。この測量は文化11年

まで続き、伊能忠敬が自ら測量を指揮した

最後のものとなりました。本伊能図は稿本

です。
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106．加越能三州郡分図：富山御領
１枚　写　石黒信由　文政８年（1825） 51×38cm
〈京大総博〉

石黒信由は加賀藩の命を受けて、文政２年

（1819）から約３年半にわたって加越能の測量

を行ない、文政７年に地図を完成させました。

石黒信由は享和３年（1803）に測量に来た伊能

忠敬に会って測量器具を見てから、その改良

に取り組みました。伊能忠敬は海岸線の測量

が主でしたが、信由は内陸部まで精密な測量

をしました。

4－4 航海術

107．元和航海記
１冊　写　池田与右衛門入道好運編輯　元和
４年（1618）序　19.6×27.2cm 扉題：元和航
海書
〈京大附図　6－07/ケ/1貴　42586〉

「元和航海書」とも呼ばれる本書は

池田好運によって著されました。序

文の日付は元和４年（1618）になって

います。池田好運はマノエル・ゴン

サロに航海術を教えてもらいました

が、高度な質問をしたところ、その

質問は難しく、どのパイロットも答

えることができないだろうと言われ

ました。そこで工夫して翌年には測

定具を作ったので、この書を著し後

人に伝えることにしたと序文に記しています。西洋の航海術を学ぶだけでなく、さらに自らの工夫をこら

した点で、西洋の技術の単なる輸入に終わっていないことが分かります。池田好運は独創性に富んだ人だ

ったようで、寛永13年（1636）には京都の水学という人と協力して、カラクリを使って長崎港口の沈没船か

ら銀600貫を引き上げたという記録が残っています。和算が生まれる前夜に、日本の社会の知的旺盛さを示

す資料と考えられます。寛永12年に海外渡航の禁止が発せられ、鎖国体制へと移行するに従って航海術に

関する関心は薄くなり、本書も忘れ去られてしまいました。「元和航海記」は京都大学所蔵のこの写本しか

伝本はありませんが、この本に基づくと思われる類書として「蛮暦」、「船乗ぴらうと」、「異方船乗天文図」

などが知られています。再び航海術に人々の関心が呼び起こされるのは18世紀末から19世紀初頭にかけて

でした。そのときは、和算家も対数表や三角関数表を使う航海術に関心を示しました。
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108．蘭暦経
１冊　写　26.７×17.２cm
巻末：万国州県経緯度表
〈京大附図　６－05/ラ/１貴　109120〉

本書はオランダ語の本からの翻訳です。

２部に分かれていて、前半は四大陸や主な

島々の面積などを記した表です。後半は世

界の主要な都市の経緯度とアムステルダム

からの距離と時差が都市名をアルファベッ

ト順に並べて表にしてあります。ごく最初

の部分だけ都市名の読み方とどの国にある

かがカタカナで記されています。また、オ

ランダ語の術語とその訳が記された頁もあ

ります。

4－5 岡島伊八

109．三上義夫氏から岡島伊八氏宛ての書状
［81］「算法点竄指南録」にはさみこまれていたもの
〈京大附図：岡島〉

「算法点竄指南録」の問題99に関する岡島の質問に答

えたものです。東京の震災のことが記されていますの

で大正12年（1923）に書かれたものと推定されます。

110．日本算学年表
１冊　写　岡島［伊八］誌　大正６年（1917）初編，昭和３年（1928）修
正　23.7×26.2cm
〈京大附図　6－41/ニ/4 917011〉

岡島伊八の和算書に関するノートです。主要な和算

関係の年紀と自己の蒐集書が記してあります。岡島は

和算家の墓や碑をたくさん写真に撮っていましたが、

そのことも詳細に記されています。岡島伊八が体系的

に和算書をあつめていたことが分かります。



岡島伊八（明治２－昭和７年（1869－1932））は薬種

商でしたが、和算を学び、また社会事業家、慈善家

としても知られていました。岡島は和算書の収集を

行っており、昭和２年（1927）２月10日が会田安明の

生誕180年であるのを記念して、所蔵本の多くを京

都大学附属図書館に寄贈しました。岡島は和算史の

研究家であった三上義夫と親しく、三上の活動を支

援しました。そのことは昭和８年（1933）４月10日に

発行された「故岡島伊八翁記念誌」に「岡島君と和算」

帝国学士院嘱託三上義夫と書いた追悼文に述べられ

ています。「和算」第10号に引用された追悼文の一部

を再引用します。

「岡島伊八君は大阪の人で薬種商を業とするけれど

も、大阪の和算家福田金塘の跡を嗣いだ福田直之進

に就き和算を修めた人であった。

私が君と相識るに至ったのは和算史調査の為であ

り、君の援助を受けた事は尠なくない。

（中略）

福田金塘、理軒の兄弟の先師、武田無量斎は、一

時大阪の算学界に覇を称した事もあったが、其後は

弘前から来た武田謙蔵が数学上の後嗣になって居

り、明治前期の数学教育上には随分努力したもので

あった。謙蔵は明治39年（1906）に77才で没したが、

未亡人ツネ子は健在であり、遺蔵の算書も多数に存

在して居るという事で、岡島君から其事を知らされ、

私はツネ子並びに同家の世話をされて居た医師で旧

門人であった児玉熊太郎君にあって、之を調査し、

其多数の蔵書を悉く帝国学士院に寄贈されて武田派

のみならず、大阪の算学調査上に多大の便宜を得た

ものであった。而も君は武田君から学んだ事もなく、

又何等の関係もないということであった。

（中略）

岡島君は和算家の墓碑の写真を多く撮影し碑文を

写し取ったりしたものがたくさんあるが、私は之を

贈られて今に珍蔵している。和算家の伝記研究に如

何ばかり役に立つかも知れない。まことに感謝の至

りである。東京本所既現寺の会田安明の墓の如きは、

君の撮影に其名残を留めて居るが、大正12年（1923）

の大震災の後に同寺を訪うた時は墓石は無惨に焼け
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て剥落し見る影もないものになっていた。

関孝和の高弟建部賢明、同賢弘の墓は小石川服部

坂の菩提所に在ったが、寺は既に移転して、墓は失

われて居るけれども、君は其寺に就て調査せられ、

賢明の末孫建部賢徳氏が丹後宮津（京都府）に在住の

事を確かめ、同家に「建部氏伝記」が存在する事を聞

いて、私に報道されたのであった。私が建部君を訪

い、其書類を披閲して、之を学士院で写させて置い

たのも全く君の仲介に拠ったのである。

（中略）

私は大阪に遊んだ時、安治川、国津橋きわの岡島

邸をしばしば訪問した。君の家に泊められた事も幾

たびかあった。君に案内されて大阪の諸算家の墓に

詣でた。君が上京の際にはよく訪問されたものであ

った。君の親切懇篤にして飾り気のない性格は、私

の遂に忘れ得ない所である。

（中略）

君は晩年に至り蒐集の和算書の一部分を、京都帝

国大学に寄贈されたが、君亡き後にも尚、家に残さ

れた蔵書は其処置を遺族から私に託せられたので、

東京科学博物館に全部之を寄贈することに取運ん

だ。其数400冊ばかりにして、同館の図書室に和算

書の備えられたのは之を初めとする。岡島君の和算

に関する最後の記念としては適当であろう。

近くシカゴ開催の万国博覧会へ出陳の和算書関係

事項に関して、同館からの命に依り起稿に多忙を極

めつつ、茲に岡島君の思い出を記する。」

三上義夫（明治８－昭和25年（1875－1950））は和算

史の研究家として忘れることのできない存在です。

三上の英文による和算史・中国数学史、

・ Yoshio Mikami ： The Development of Mathematics

in China and Japan, Teubner, Leipzig, 1913, 復刻版

Chelsea, New York, 1974

・ David Eugene Smith and Yoshio Mikami ： A Hisotry

of Japanese Mathematics, Open Court, Chicago, 1914

はいまなお、欧文による唯一の和算史の通史です。

三上は菊池大麓の知遇を得て帝国学士院嘱託とし

て、上記の岡島伊八の追悼文にもあるように、和算

の資料を求めて東奔西走し、和算史研究に大きな功
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績を残しました。菊池没後の学士院で次第に疎遠に

され、大正12年（1923）に帝国学士院嘱託を解かれ、

学士院の和算史資料調査事業も実質的に終焉しまし

た。三上は晩年に「支那数学史」を完成させましたが、

原稿が膨大なため出版を引き受ける出版社がなく、

未だに出版されていません。ニーダムの「中国の科

学と文明」（日本語訳第４巻、原著第３巻第一部）で

「Yajimaの報告によれば三上の1,000頁以上にのぼる

中国数学史に関する未完の原稿が現存しているそう

である。この学問的業績を遅滞なく世界に発表する

ことは、日本学士院に課せられた大きな使命である」

（「中国の科学と文明（４）数学」、思索社、p.10脚注）

と記されています。三上の原稿、特に第一章の原稿

の存在が現在不明のままです。原稿を見つけ出し出

版することは日本の数学界、数学史界の緊急の責務

です。原稿を発見するために、皆様の協力をお願い

します。

上野　健爾

（京都大学理学研究科数学教室）




