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５．和算から洋算へ――佐藤文庫

幕末になると航海術や軍事との関係で西洋の数学

を学ぶ必要性が感じられるようになってきました。

また、内田五観に代表されるように積極的に西洋の

新知識を吸収しようとと努める和算家も出てきまし

た。その一方で和算は多くの愛好者に支えられて熱

心に学ばれていました。和算から洋算への移行は、

明治５年（1872）の学制で初等教育の数学は西洋数学

に決められたことで決定的になりました。和算から

洋算への移行は比較的スムーズに行われました。そ

れには和算の知識が役に立ったことにもよります。

そのことを示す恰好の資料が京都大学附属図書館の

佐藤文庫にあります。この章では佐藤文庫の和算書

を中心に和算から洋算への移行を示す資料を展示し

ます。

佐藤文庫は幕末から明治にかけて活躍した和算家

佐藤則義（さとう　のりよし、（文政３－明治29年

（1820－1896））の曾孫佐藤則之氏によって昭和27年

（1952）京都大学附属図書館に寄贈された佐藤則義の

蔵書約117冊からなっています。佐藤則義の蔵書は

寄贈の時点で180点ほどが残されていて、その内の

117点が附属図書館に寄贈されました。すべて写本

からなり、和算家のまとまった蔵書として和算家の

興味、関心が数学のみならず、測量学、暦学、砲術

など多彩であったことを知る上でも貴重な資料とな

っています。

佐藤則義は備後福山藩士で、幼少は辰太郎、後に和

介といい、晩年は保左衛門（やすざえもん）と称しま

した。初め数学を福山藩の伊達広助（寛政11年－嘉

永２年（1799－1849））に学び、さらに江戸に出て伊

達の師匠であった内藤豊由に学びました。内藤の先

生は神谷定令であり、神谷は藤田貞資の門下ですの

で、佐藤則義は関流の数学を学んだことが分かりま

す。佐藤則義が弟子に与えた免許状には関－荒木－

松永－山路－藤田－神谷－内藤－伊達－佐藤と名前

が書き連ねてあり、自らも関流の数学者であること

を自負していたことが伺われます。

佐藤則義は11才から25才まで数学の研鑽を深め、

弘化３年（1846）に算術肝煎、文久３年（1863）には算

術世話取となり、明治５年（1872）に廃校になるまで

福山藩の藩校誠之館（現在の誠之館高校の前身）で数

学を教授しました。嘉永２年（1849）には幕命に基づ

いて領海の深浅測量の用をつとめました。また、明

治維新後は私塾をひらき多くの人材を育てました。

則義の長男武太郎も和算を学びました。福山藩は老

中阿部正弘の藩であり、幕末には外国語教育に熱心

であったことも知られています。明治維新後、福山

藩は明治政府から疎まれ、佐藤則義は歴史の表舞台

で活躍することはなかったようですが、明治６年か

ら10年にかけて小学校教員のために「筆算指南速成」

の出版に尽力しています。

この展示では佐藤則義の蔵書の一部を主として分

野別に年代順に並べました。関流の和算家がどのよ

うな数学関係書を持っていたか、その多彩さに驚か

れるかもしれません。関孝和の著作の写しから始ま

り、松永良弼、山路主住らの著作だけでなく、建部

賢弘の兄・賢之の著作である「算法格式」の抜き書き

があるのは大変珍しいことです。また、安島直円の

著作が多く残されているのも目を引きます。こうし

た関流に属する人たちの著作以外に最上流をたてて

関流に対抗した会田安明の著作が含まれているのも

目を引きます。和算家はギルドをなして、閉じた世

111．（参考）佐藤則義肖像
パネル展示のみ
〈日本学士院〉
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界を作っていたと言われてきましたが、佐藤文庫を

見るだけでそれが正しくないことが分かります。和

算家は優れた数学書や興味を持った数学書を流派に

関係なく学んだことがわかります。それは数学とい

う学問の性格上当然のことです。数学上の真実は流

派に関係なく常に真実だからです。

さて、佐藤則義の蔵書で西洋数学と直接関係する

ものは球面三角法に関する書物群です。佐藤文庫に

は安島直円、会田安明の著作の他に内田五観の門弟

によるオランダからの翻訳も含まれています。また、

古い清水流の測量術の教科書に混じって、三角法を

使う新しい測量術の著作も含まれています。さらに、

洋算を佐藤則義が学んだことを示すノート類があり

ます。和算の式を洋算の式に直すのはさほど難しく

なかったことがこれらのノートを見ると分かりま

す。時代の移り変わりのなかで、和算家がどのよう

にして洋算を学んでいったのかを示す貴重な資料で

す。

5－1 関流の和算書

112．題術弁議之法
１冊　写　関孝和編　23.3×16.5cm
〈京大附図：佐藤　6－41/タ/14 1816046〉

本書は関流算法七部書の一つで、関孝和が著したもので、関

流で写本として伝わってきたものです。本書は問題の誤りや解

法の誤りを分析したものです。佐藤と則義の朱印が冒頭に押さ

れています。

113．算法増約術
３巻（天・地・人） ３冊　写　23.7×16.6cm
〈京大附図：佐藤　6－41/サ/212 1816093〉

天の巻は「括要算法」巻２・諸約之法

のなかの増約術の部分の詳しい解説書で

す。地と人の巻は「算法古今通覧」「拾

算法」「精要算法」から増約術に関する問

題を集めて解説したものです。増約術は

初稿がa、公比が r の無限級数 a＋ar＋ar2

＋ar３＋・・・の和を求める問題です。

幾�珱
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114．算法格式
１冊　写　24.0×17.0cm
〈京大附図：佐藤　6－41/サ/210 1816086〉

建部賢弘の兄・建部賢之（たけべ　かたゆき、

1654－1723）の著書からの抜き書きだと最初に記して

あります。「明治前日本数学史」第２巻p.41にある戸

坂保佑の「関算前伝46」と同じか類似の写本ではない

かと思われます。主要な数学書の問題とその解法を

与えたものと思われます。

115．解伏題交式斜乗之諺解
１冊　写　27.4×19.7cm
〈京大附図：佐藤　6－41/カ/44 1816100〉

関孝和の著した「解伏題之法」は高次の連立方程式

をたて、変数を消去して１変数の方程式に直す方法

を論じたもので、今日の言葉を使えば終結式や行列

式の理論が登場します。関孝和の「解伏題之法」は説

明が簡明すぎて理解しがたいこともあり、高次の行

列式の定義に誤りがあるとされてきました。本書は

その誤りの一部を訂正したものです。

116．補遺解伏題生尅篇
１冊　写　22.9×16.8cm
〈京大附図：佐藤　6－41/ホ/13 1816051〉

関孝和の「解伏題之法」の誤りを正したとされる「解

伏題交式斜乗生剋補義」が寛政10年（1798）に石黒信由

によって著されています。また同年菅野元健は「補遺

解伏題生尅篇」を著し同様に誤りを正しました。本書

には30葉以降がありませんが「明治前日本数学史」第

４巻p.439－440の記述から見て、菅野の著書の前半

部と思われます。

117．剰一括法
１冊　写　山路平主住編撰　27.2×19.0cm
〈京大附図：佐藤　6－41/シ/63 1816108〉

「塵劫記」で百五減と呼ばれた問題を一般にした問

題、たとえば５で割れば３余り、７で割れば１余る

数を求める問題を集めて解説したものです。これの

問題は最初古代中国の数学書「孫子算経」に登場し、

その後も、中国の数学書にたくさん登場しているの

で今日では中国の剰余定理あるいは孫子の剰余定理

と呼ばれています。
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118．新撰綴術
巻上　１冊　写　五瀬田誠敬祖撰，岡義矩子方訂　23.7×
16.6cm
〈京大附図：佐藤　6－41/シ/64 1816102〉

「明治前日本数学史」第４巻p.30では「新撰綴術」

は坂部広胖の著書としています。綴術は和算で無

限級数と関連する数学を意味するものとして使わ

れています。

119．変商
２巻　１冊　写　21.8×16.6cm
巻上「南山安嶋先生原稿　理軒福田先生定正」，巻下「関流神谷
定治知由述之　折衷学福田泉士銭定正」
〈京大附図：佐藤　6－41/へ/11 1816105〉

版心の上部に福田派算凾、版心の下部に順天堂

塾記と記された原稿用紙に筆写されています。こ

の書はしばしば「安氏変商稿」と呼ばれます。図形

の問題を解くために方程式をたてると、求める答

えの他に負の数が出てくることがあります。藤田

貞資は負の数の意味を考えましたが分からずに、

安島に質問しました。その回答が本書です。外接

円を求める問題であれば、負の数値は内接円を求

める類似の問題の解であるというのが安島の答え

です。数式と幾何とを結びつけた安島の答えは数学的な考え方が洋の東西を問わず普遍的なものであるこ

と示しています。また、安島の天才を見事に示しているともいえます。

120．平方零約解
１冊　写　安島直円編　23.7×16.7cm
跋「天明二年壬寅初冬安島直円書」
〈京大附図：佐藤　6－41/ヘ/9 1816107〉

天才和算家であった久留島義太（くるしま　よしひ

ろ、？－1757）は数学上の発見をすることに夢中で、発

見したことを書き残さず、弟子が結果を書いていたと伝

えられています。久留島の業績の一つである「平方零約

術」は平方根の近似値を分数として求める方法です。久

留島の書き残したものは簡潔すぎるので、安島が詳しい

解説をつけたものが本書です。久留島は独学の数学者で、

あるとき「塵劫記」を手に入れ、たちまち理解し、江戸で

数学塾を開いていたところ、中根元圭が塾の前を通りか

かって久留島に面会を求め、話してみると、中根は久留島の数学の才能に驚き、久留島は自分の数学の貧

弱さに恥じ入ったという話が伝わっています。久留島は松永良弼と親しく、松永の数学上の良い相談相手

だったようです。



55

121．弧背術解
１冊　写　24.0×17.0cm
〈京大附図：佐藤　6－41/コ/26 1816057〉

本書に著された結果は安島の最大の業績の一つとさ

れるものです。弧背とは円弧のことで、円弧の長さを

弦や円の直径を使って表す方法を弧背術と呼びます。

今日の言葉を使えば逆三角関数の無限級数展開を求め

る問題に相当します。安島は定積分の考えを使ってこ

の問題をとき、それまでの建部、松永の手法とは別の

新しいアイディアを和算に導入しました。

122．錯綜窮変法
１冊　写　23.9×16.9cm
〈京大附図：佐藤　6－41/サ/204 1816098〉

「佐藤則義蔵書目録」では藤田貞資著となっています

が、本書には著者名は記されていません。「明治前日本

数学史」第３巻p.235では有馬頼 の著書として記され

ています。藤田は有馬の数学顧問でしたので藤田の手

が加わっていても不思議ではありません。組み合わせ

の問題や数論の問題が扱われています。

5－2 その他の和算書

123．鈎股玄理談
１冊　写　23.0×17.8cm
〈京大附図：佐藤　6－41/コ/29 1816110〉

和算特有の三平方の定理の応用問題

がたくさん記されています。編者名や

筆写名は記されていません。［134］と

同じ人が筆写したように見えます。本

書の裏表紙に筆算による割り算の計算

が記されています。

童�徃
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124．勾股容円秘曲好凡二十五條
１冊　写　28.0×19.5cm
外題：鈎股容円秘曲好
〈京大附図：佐藤　6－41/コ/32 1816115〉

三角形や多角形に内接する円に関する和

算でよく取り扱われる問題を三平方の定理

を使って解いたものです。「明和九年壬辰

八月甲子　多田尚伯述之」と巻末に記され

ています。明和９年は1772年で、その年に

改元して年号は安永になりました。

125．算額題集
１冊　写　24.3×17.0cm
〈京大附図：佐藤　6－41/サ/218 1816148〉

本書には題名がありません。関流の人たちによ

る算額の問題を集め、最後に最上流会田安明の門

人の算額の問題が記されています。和算家の流派

を越えた交流があったことを物語る資料です。編

者名も筆写された年代も記されていません。

126．数理神篇
２巻　１冊　写　齋藤宜義算象閲，安原喜八郎千方編　23.3×
16.0cm 表紙：額問雑題　序：万延元年（1860）
〈京大附図：佐藤　6－41/ス/11 1816060〉

表紙にペンで「額問雑題」と記しクエスチョンマ

ークがその上に記してあります。本書には題名が

なく、序から始まっています。序、凡例のあとは

「数理神篇」首額、「数理神篇」巻上、「数理神篇」巻

下と続いていますので、題名は「数理神篇」とすべ

きだと思います。齋藤宜義（さいとう　ぎぎ、

1816－1899）の著書「数理神篇」に首額の部分を付け

加えたもののようで、序の年紀は万延元庚申（1860）

齋藤宜義の門人　船津正武識となっています。つ

け加えられた「数理神篇」首額では齋藤の門人達が問題を出し自ら答えています。また、「数理神篇」は齋藤

や中曽根宗 （なかそね　むねよし、1824－1906）の弟子達が掲げた算額の問題を解説したものです。荻原

禎助の問題も含まれています。

防防
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127．円類五十問答術
１冊　写 ［戸］田広胖子顕撰，佐藤則義写　天保６年（1835）写　24.4×17.2cm
〈京大附図：佐藤　6－41/エ/40 1816137〉

本書は戸田広胖（坂部広胖は寛政頃には戸田姓を名乗っていました）の著作「円類五十問答術」を佐藤則義

自身が書写したもので、末尾に「天保六乙未年九月中旬写之　佐藤則義」と記されています。天保６年は

1835年で則義15歳のときにあたります。則義の自筆と断定できる貴重な資料です。「円類五十問答術」には

広胖の先生であった本多利明が問題を持ってきて広胖に解くように命じ、辞退することがかなわなかった

ので解いた旨のあと書きがついています。本書には年紀は記してありませんが、「円類五十問答術」は寛政

８年（1796）２月に完成したことが分かっています。

128．階梯算法
１冊　写　24.0×17.2cm
〈京大附図：佐藤　6－41/カ/41 1816080A〉

武田真元の著書「階梯算法」（文政元年（1818）刊）の一部を筆写した

ものと思われます。表紙に「階梯算法」と書かれ、最後に鈴木直虎の

書名があります。福田理軒は最初武田真元に和算を学びましたので、

福田との関係で本書が佐藤則義の蔵書になったのではと思われます。

5－3 球面三角法

129．暦算全書環中忝尺加減捷方解
１冊　写　安島直円述　23.7×16.6cm
〈京大附図：佐藤　6－41/カ/53 1816139〉

徳川吉宗は、建部賢弘や中根元圭を登用して改暦を企てました。800年以上使われた暦は中国元の授時暦

を手本にして作られた貞享暦に席を譲ったばかりでしたが、必ずしも満足できるものではありませんでし

た。中国ではイエズス会の宣教師達によって西洋の天体論に基づく暦法が使われるようになりました。宣

教師が関係しているのでこうした暦法関係の書物の輸入を幕府は許可していませんでしたが、中根元圭が
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吉宗に禁書をゆるめるように進言し、キリスト教と直接関係しない書物の輸入ができるようになりました。

享保11年（1726）に清の梅文鼎が著した「暦算全書」（雍正元年（1723）刊）が輸入されました。「暦算全書」は中

根元圭が訓点をつけ、建部賢弘が序文を書いて享

保15年に吉宗に奉呈しました。和算家は「暦算全

書」から三角法を学びました。また享保12年には

割円八線表（三角関数表のこと）が輸入されました。

「暦算全書」の環中黍尺の章では平面及び球面三角

法の公式が論じられていますが、安島は球面三角

法の余弦定理について解説を加えています。

130．弧三角法
１冊　写　23.8×16.5cm
〈京大附図：佐藤　6－41/コ/31 1816094〉

球面三角法の教科書です。本書には著者が記されていま

せんが、内容から会田安明の著作を筆写したものと思われ

ます。丁寧に写されており、また三つ異なる蔵書印が押さ

れています。この本を勉強したと思われるノートが「弧三角

之術」と題して佐藤文庫に残されています。そこでは

「弧三角之術

最上流　　　会田算左衛門安明述」

と記して、本書の抜き書きも収められています。

131．新訳弧三角術
１冊　写　ヤコブ・フロリーン撰，高橋義泰訳　23.4×16.5cm
序：安政２年（1855）
〈京大附図：佐藤　6－41/シ/57 1816052〉

内田五観の序文によると本書はビーポロ・ステエンストラ著ヤコブ・フローリン補訂のオランダ語の航

海術書第６版からの訳に門人高橋義泰が解説をつけたものです。「明治前日本数学史」第５巻p.466によれば、

原書はPybo Strenstra, Grondbeginsels der stuurmanskunst, 6ed, 1820とのことです。序文の最後に「安政乙

卯夏日　　東海内田五観僊人識」と記されていますので安政２年（1855）夏までには完成したものと思われま

す。また序文では弧三角法は西洋のテリゴノメテリアスパリカ（Trigonometrica spherica）のことであると

記しています。内田五観は西洋の数学を学ぶことに熱心だったことが本書からも分かります。幕末になる
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と航海、測量のために三角法が必要とされ、た

くさんの著作があったことが「明治前日本数学

史」第５巻p.461－463に記されています。本書は、

幕末に和算家が西洋数学を学んだことを示す資

料です。

5－4 洋算と関係する書物

132．算法演段品彙
１冊　写　22.8×15.9cm
はさみこみ紙片あり
〈京大附図：佐藤　6－41/サ/208 1816112〉

本書は円や三角形に内接する円に関する和算の典型的

な問題の解法を記したものです。題簽はなくなっていま

すが丁寧に仕立ててあります。本書の編者名は記して有

りません。佐藤と則義の印が最初のページに押してあり

ます。佐藤則義自身の著作かもしれませんが、佐藤則義

の署名が入った「円類五十問答術」（［127］参照）とは筆跡が

微妙に違うようです。この本には、「算学水平別題」と題

する一枚の紙が挟まれて、洋算の方法で解かれています。

さらに角度はラジアンが使われ、円周率として文字πが使われています。このノートが記された年代が分

からないのが残念です。
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133．提要算法
巻１，巻５・６　２冊　写　25.0×16.3cm
巻１「測量史理軒福田泉総理　男治軒福田半編輯　坂府林榮校　東京大野
彌訂」，巻５「坂府治軒福田守中撰」，巻６「坂府治軒福田守中著」
〈京大附図：佐藤　6－41/テ/13 1816082〉

福田理軒と息子の福田治軒が編纂した洋算の教科書で

す。巻之一と五・六が佐藤文庫に収められています。巻之

一では問題や説明のほとんどは縦書きで、文字式は横書き

になっています。巻之五では問題を文字式を使って解いて

います。問題文中には牛乳や味噌が登場します。身近なも

のに題材をとる伝統が江戸時代から受け継がれていること

が分かります。

134．点竄法問題
１冊　写　23.5×16.6cm
〈京大附図：佐藤　6－41/テ/12 1816059〉

問題と答えが本書前半部に記され、後半部で洋算の方程式を使って解法が記されています。単位もフー

ト、ストイフルなどの単位が使われています。記された年代が分からないのが残念です。
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135．算法浅問抄解
１冊　写　23.6×17.5cm
〈京大附図：佐藤　6－41/サ/222 1816134〉

本書は佐藤則義のノートと思われます。数

学の問題を和算と洋算の両方で解いた部分が

ある、きわめて珍しいものです。傍書法によ

る和算の方程式と洋算の方程式とは記法は全

く違いますが、実はほとんど変わらないこと

が分かります。方程式をたてて解くという点

では和算と洋算とではそれほど違いは有りま

せんでした。順天堂の用紙が使われています。

表紙には「算法浅問抄解」と墨で書かれていま

すが、「算法浅問抄」の問題の他に「提要算法」

の問題も一問記してあります。和算家が洋算

を学ぶ過程を記した貴重な資料です。

5－5 測量術

136．規矩元法
１冊　写　23.9×16.8cm
〈京大附図：佐藤　6－41/キ/28 1816073〉

本書は題名が記されておらず、規矩元法序から始まっています。

「規矩元法」が本来の題名であったと思われます。この序文の中で、

規矩元法は樋口権右衛門がオランダの測量術を学んだことから始ま

ったこと、測量術を外国では規矩元法というが耳慣れないので通常

は町間というようになったと記されています。また、目次は記され

ていませんが、本文の章立てをみますと、清水貞徳（しみず　さだ

のり、1645－1717）の著作「規矩元法町見一術」（寛永３年（1626））と

各章の名前がわずかに違うだけですので、本書は清水流規矩術を記

したものであることが分かります。内容的には三角法を使わない古

い測量法ですが、幕末まで使われたことは本書を佐藤則義が所持し
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ていたことからも分かります。佐藤および則義の蔵

書印が押されています。なお、本書は免許皆伝のと

きに渡されたものと思われる書き付けが最後のペー

ジに記されていますが、名前は記されていません。

次の「規矩元法別伝」（［137］参照）と一体のものとして

免許が渡されたのではと思われます。

137．規矩元法別伝
１冊　写　23.8×16.8cm
〈京大附図：佐藤　6－41/キ/29 1816074〉

本書は前書と同じ人による筆写のようです。本書の最後に免

許が記されていて、樋口権右衛門、金澤刑部左衛門から始まる

系譜が記され俗名清水太右衛門　来應元皈で終わっています。

日付は宝永６年霜月（1709年11月）になっています。本文の最後

のところで、別伝二十二状と記され、さらに「以上五十条規矩

源一術終」と記されています。前の本と、この本は一体として考

えることができるように思われます。本文の最後は来應元皈清

水豊吉と記されています。「明治前日本数学史」第５巻p.471によ

れば「規矩元法別伝」は来應元皈清水豊吉によって宝永６年（1709）

11月に記されたとなっていますが、この本の免許の日付と同じ

であり、いささか気になるところです。免許には免許を受けた

人の名前は記されておらず、また免許のあとに、規矩元法

誓約前書が記されていますので、本書は免許状を出すとき

の見本のようなものを筆写したものではないかと思われま

す。

138．図法三部集
１冊　写　24.0×16.7cm 奥書：貞享３年（1686）
〈京大附図：佐藤　6－41/ス/14 1816076〉

表紙がなくなっていますが、「図法三部集」と名付けると

最初のページに記されています。測量術を述べたものです。

貞享３年（1686）の奥付が記されています。「明治前日本数学

史」第５巻p.471によれば清水貞徳の著作です。測量に関す

る初歩的なことが図入りで丁寧に述べられています。
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139．測量三角惑問
巻上　１冊　写　 政　25.0×16.0cm
巻頭：三角惑問
〈京大附図：佐藤　6－41/サ/203 1816070〉

本書の冒頭で、和算の記号と洋算の

記号の対照表が与えられ、それぞれ和

算符と洋算符という用語が使われてい

ます。序文の最後は「丙辰中秋望　於

高田幽窓下　簫谿 政識」と記されて

おり、内容から考えて安政３年（1856

年）に記されたものと思われます。本

書の冒頭の洋算符のところにab：cd＝

ef：ghと文字を使って比例を記した部

分があります。また、本文最後のペー

ジ（次ページより図が始まります）の本

文の上に180°－（Δabd＋bad）＝Δadb

と文字式が記されています。この部分は一部墨の色が濃い部分があり、あとから書き加えられたようにも

見えますが、冒頭の洋算符の記号を見ると、最初から書かれていたとしてもおかしくはありません。いず

れにしても、洋算の文字式を使う数学者が既に安政３年（1856）にはいたことになり、和算から洋算への移

行を調べる上で、本書は貴重な資料です。なお、目次には書名は「測量三角惑問」とあり上・下２巻よりな

っていますが、本書は上巻だけです。上巻では三角法の基本と三角法を使う測量に関して簡単な記述があ

ります。この本に関しては今後、詳しく調べる必要があります。

5－6 砲術

140．熕学要本
１冊　写　池部春常著　22.9×14.8cm
〈京大附図：佐藤　6－41/コ/28 1816072〉

弾道を考察した著書です。著者池部常春は熊本の人で

「暦象新書」を著した志筑忠雄の孫弟子です。本書では位

置を表すのにa、bが使われている箇所があります。本書

は砲術書で、弾道に関して論じてあります。著作年代や

筆写された年代は記されていません。

草田�田�田�

草田�田�田�
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141．砲術新篇答古知幾
１冊　写　21.8×15.4cm
〈京大附図：佐藤　6－41/タ/16 1816075〉

本書はオランダ語の砲術書からの翻訳と

思われますが、原著は本書からは不明です。

題名、目次がなく、

「砲術新編　荅古知幾　

第一篇　射法及ヒ擲放ニ就テ

以　　　弾道一般ノ考察」

と始まります。最初の部分では、タルタ

ーリア（本書ではタルタグリアと記されて

います）からはじまるヨーロッパの弾道学

の歴史が記され、ガリレイ（本書ではガリ

テイ）とトリチェリ（本書ではツルリセツリ）

によって真の弾道学が確立されたことが述

べられています。その後、弾道の運動学が式を使って展開されています。本書では式の部分ではアルファ

ベットは使われずに、漢字とカタカナを使って記されています。和算の式と洋算の式の折衷形式と見るこ

とができます。訳者の注解が「訳者云」としてたくさん記されています。ヨーロッパの力学と数学の受容と

いう点から注目すべき本ですが、本書が作られた年代を知る手がかりがほとんどないのが残念です。書物

に仕立てるための専用の用紙を使っていますが、版心に名前等は記されていません。

5－7 佐藤文庫以外の洋算関係書

142．西算速知
２巻　２冊　刊 ［福田理軒］口授，順天堂塾蔵　安政
４年（1857） 25.2×17.4cm
〈京大理・数学　103953〉

本書はそろばんを使わない筆算を解説し

たものですが、アラビア数字ではなく○と

一から九までの漢数字を使って筆算を行っ

ています。今日の私たちから見ればきわめ

て奇妙に見えます。この本は、西洋の初等

数学書を参考にして書かれたのではなく、

清の梅文鼎の著作「暦算全書」中の「筆算」の

章に基づいて記されたものと思われます。

本書の著者福田理軒（1815－1889）は大阪で

生まれ、はじめ武田真元に学び、後に小出

兼政に入門しました。測量術に優れ、安政

３年（1856）に著した「測量集成」は幕末まで

の測量術の集成書として有名です。この本では古来からの測量術に加えて三角関数表、対数表を使う新し

い測量術が記されています。大阪南本町に私塾順天堂を開き和算を教えました。明治維新後は東京に移り、

私塾順天求合社を開いて数学を教えました。
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143．洋算用法
初編　１冊　刊　柳河春三著　安政４年（1857） 18.1×
12.2cm
〈京大附図　6－41/ヨ/3 960059〉

本書はアラビア数字を使って筆算を説明した

教科書です。また小数点（．ではなく，を使って

います、これは今日でもドイツ、フランス、オ

ランダなどで使われています）を使って小数を表

していることも新しい所です。この本ではわり

算の記号として÷を使っていますが、今日私た

ちが６÷２＝３と記すところを２÷６＝３と記

しているのが大変奇妙に見えます。数学用語に

はオランダ語がカタカナで記してあります。九

九も、たとえば「テー　マール　テー、イス、ヒール」とカタカナで書いて横に「二倍ノ二ハ是四」と訳がつ

けられています。そろばんの計算しか知らなかった当時の人たちには奇妙な本に映ったかもしれません。

柳河春三（1832－1870）は名古屋に生まれ尾張藩の砲術家上田帯刀、同藩医伊藤圭介に蘭学を学びました。

後に幕府の開成所教授となり、また多くの著訳書で西洋の諸学問を紹介しました。magazineを初めて「雑誌」

と訳し、慶応３年（1867）日本最初の月刊誌「西洋雑誌」を創刊し、翌明治元年（1868）「中外新聞」も創刊しま

した。また同年明治政府の開成所職員となり、翌年には学校制度取調事務にあたり、明治５年の学制の基

礎を作りましが、明治３年になくなりました。本書は本格的な和算家によらない最初の洋算の書ですが、

内容的にはきわめて初等的なものです。

144．筆算提要
１冊　刊　天真堂蔵，伊藤慎蔵訳述　慶応３年（1867） 22.7×
15.7cm
〈京大附図　6－41/ヒ/3 960197〉

漢数字を使って縦書きで筆算を行っています。その

ため、分かり難い記法になっています。なお、割り算

は÷ではなく、：を使っています。加減乗除の次に比

例、さらに対数（本書では応率と呼んでいます）の説明

が入っているところが新しいと言えます。

145．幾何学原礎
６，首巻　７冊　刊　山本正至，川北朝隣訳　明治８年（1875）
22.3×14.7cm 巻６：明治11年（1878）
〈京大附図　6－41/キ/22 960221〉

静岡学校におけるクラークの講義ノートを山本正至

と川北朝隣が訳して出版したものです。定義と公理か

ら始まるユークリッド幾何学を、ユークリッドになら

って体系的に述べたものです。難解で知られるユーク

リッドの比例論も収められています。訳語が決まって

いなかった時代だけに翻訳には大変な苦労があったも

のと思われます。当時の和算家は、定義と公理から始
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まるユークリッド幾何学の意義を理解することがで

きず、簡単な図形の考察に説明が過剰であると考え

ていたようです。しかしながら、初学者には本書の

幾何学的な内容は分かりやすかったと思われます。

この本の学習者がユークリッド幾何学のもつ論証の

意味をどれほど理解したかは興味のあるところです。

大半の学習者にとっては幾何学的事実のみが重要と

思われたかもしれません。

146．明治小学塵劫記
巻５，６　２冊　刊　福田理軒著　明治12年（1879）23.2×15.7cm
〈京大附図：岡島　6－41/メ/2 367222〉

字義通り「塵劫記」の明治版をめざしたものです。

数学の入門書として、新しい時代に合うように編纂

されています。そろばんでは足し算、引き算の説明

が入っています。また、数学の用語も一部新しいも

のに変わっています。傍書法を使った方程式による

数学、点竄術が西洋数学の代数にあたることの説明

もあります。指数の説明で、和算では甲の３乗は甲

４を意味していたが、西洋式に甲の３乗は甲３と表

すことにしている点は特に注目されます。徐々に西

洋数学を受容していく過程が見られます。和算家福

田理軒の西洋数学の学習の成果ということができる

かもしれませんが、基本的には和算の伝統に沿った

初等数学の教科書と見ることが妥当と思われます。




