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【論文】 

瑞成書局版『指明算法』 

－日本統治時代の台湾における漢籍数学書の出版 

国立高雄第一科技大学 城地茂 

 

 

 Ⅰ 緒論 

 

 明代の代表的数学書の一つである『指明算法』が台湾に数多く残っており、筆者も台湾

で２種の『指明算法』を入手した。しかも、その１冊は、昭和13年初版（昭和16年再版）

というものであり、従来、辛亥革命により淘汰されたと考えられていたこれらの算書が20

世紀中葉まで残っていたという事実が判明した。 

 そこで、台湾という中国文化と日本文化の交差点とも言うべき地で、どのような数学書

が残っていたかを報告したい。 

 中国数学といっても、時間（時代）と空間（場所）によって、大きな差が見られる。そ

こで、まず、『指明算法』の中国数学史上での位置づけを見て行こう。 

 時間的には、中国数学史では、漢の頃に完成した『九章算術』（著者不詳、1世紀頃）を

パラダイムとして宋まで続いた算木時代と明代の珠算時代、そして清代の筆算時代と時代

区分されている(1)。 

 空間的には、淮河・秦嶺山脈の線より北の地方では、北中国の畑作を主とする文化圏で

あり、その農業文化を支える官製の暦算に関わる数学が発達した。日本の和算（江戸期）

には、『算学啓蒙』（朱世傑、1299年）により伝わった。天体の位置を方程式で導くような

数学で、算木のように多くの係数を布算できる数学が適している。 

 これに対して、その南では水稲農業であり、その豊かな経済力により発達した商業に関

わる数学が発達した。当然、官が主体ではなく、民が主体の数学である。日本へは、『算法

統宗』（程大位、1592年）によってもたらされている。素早い四則演算が求められ、珠算の

ような数学が適している。 

 『指明算法』の初版は、明の夏源沢によるもので、正統己未（1439）年(2)であるが、こ

れは現存しない。現存する版本の中では、福建省福州の集新堂版本、集成堂本が広く流布

(3)するが、福建省は、位置的には南中国数学に属する。時間的には明代であり、時間的に

も空間的にも算木数学ではなく、珠算数学書と言える。事実、述べられている内容は珠算

であり、珠算書としては、時間的にも空間的にも最良のものの一つといえる。したがって、

20世紀までその文化的生命を保っていたのである。 

 しかし、中国大陸では、『指明算法』は発見されておらず、日本と台湾に残っているだけ
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である。しかも、日本のものは、台湾で購入されたものが殆どであり、つまり、台湾が明

代の数理文化を保存していたのである。 

 明代数学書の問題の解析は、武田楠雄（1909.12.5-1967.6.4）教授によって詳しくなさ

れたため、本稿では、日本統治時代に中国文化を保存しようとした瑞成書局本を中心に、

台湾にどのような形で中国数理文化が残されたかを探りたい。具体的には、近年まで台湾

で使われていた「蘇州碼」と『指明算法』の関係も報告したい。武田教授の時代（1950年

代では文献の字句研究が主体である）では難しかった、図版の研究も試みるつもりである。 

 

 Ⅱ 先行研究 

 

 南中国数学、その代表である珠算の研究となると、あまりなされていない。これには、

二つの原因が考えられる。 

 一つめは、史料の不足である。量的には、『指明算法』『算法統宗』に代表される「万暦

（調）算書群」(4)を始め、数多くの算書が残されているが、ほとんど全てが坊刻本で、こ

れらは後世の改竄が著しく、その成立当時の状態が復元できないような状態である。これ

は、和算後期に夥しい写本群が存在し、多すぎてかえって研究が停滞している状況にも似

ている。 

 二つめは、研究者の歴史観の問題である。天元術やそれから発展した点竄術は現代の代

数学にも通じるものがあり、現在の視点からの研究に適している。これは、すでに清代の、

ある意味では最初の数学史家ともいえる、阮元（1764-1849）が、清代という当時の現在か

ら見て、明代の数学を批判していることからも始まっている(5)ことであり、現代数学史研

究者の責任ばかりではない。 

 いずれにせよ、明代の数学の研究が低調であることは事実である。1950年代に武田楠雄

教授が嘆き、自ら明代の数学史研究を行った(6)が、その後も研究はあまり多くないのが現

状である。これは、宋代に興った天元術が、代数学と似ているため、非常に注目されたの

と正反対である。明代の数学は、後退したとまで言われている(7)。これは、現在の数学の

観点からのみの明代数学の評価であり、正しいものと言うことができない。珠算は、電卓

導入以前は、経理実務を支える道具として盛んであり、言わば東アジアの数学を代表すべ

きものであり、正当に評価されるべきである。 

 このように、明代の数学は、珠算の連盟・協会内部で研究が続けられていた。これらの

研究は、玉石混交の状態であるが、重要なものも少なくない。鈴木久男（1964）(8)などは、

まとまった研究と言える。 

 また、珠算書である『算法統宗』は、和算(江戸時代の和算)(9)の源流であるため、和算

の研究からも珠算を研究している。 

 このように、珠算や明代数学の研究自体も多くなく、その中でも『指明算法』に関する

研究は、きわめて少ない。和算に直接関係していないと考えるのが自然だろう。 
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 『指明算法』の存在を最初に報告したのは、小倉金之助(1885-1962)である。1934年に大

阪で集新堂本を購入した(10)。当時、中国大陸では現存しないと考えられていた(11)ので、

この写本は、李儼に送られ日中双方で研究が始まった。 

 こうした中で、明代の数学史を文化史的に取り上げたのが、武田楠雄教授が1950年代に

発表した論文群である。現存する算書の全ての問題に通し番号をふり、その系譜を研究し

た(12)。 

 これによれば、明代に、『算法全能集』（賈通（享）、14ｃ）-『詳明算法』（安止斎、1373

年）という「『永楽大典』算書群」に分類される数学書によって、歌訣による数学公式の暗

記という方法が確定した。以後、『算法統宗』（程大位、1592年）系、『指明算法』（夏源沢？、

1439年？）系、『盤珠算法』(徐心魯・訂、1573年)系と３つの系列の数学書が出現した。し

かし、民間数学であったためにその淘汰は激しく、『算法統宗』系、『指明算法』系のみが

残り、その中でも『算法統宗』の普及は絶対的で、現存する『指明算法』系算書もその影

響を免れなかった。このような明代の数学史の概況が明らかにした。(13) 

 しかし、この研究では、『指明算法』の現存する姿は解明できても、初版の姿が分からな

いため、現存する『指明算法』は、「すぐれた万暦調中級数学書」であるとした武田の結論

には、異論も出ている。たとえば、明代の珠算書を体系的に記述した児玉明人（1970）も

異論を提起している一人である。児玉は明記していないが、『指明算法』は『算法統宗』の

影響下で成立したものであるという結論と推定できる(14)。武田と児玉の意見の相違には、

結論を下すことが出来ない。それは、紙面の関係で、武田は5000題にも及ぶ全明代数学書

の問題群対照表を明記しなかったため、後世の数学史研究者は、武田と同じ努力をしても、

その結論を追認するだけにかもしれないという恐れに立ち向かえないからである。 

 珠算の立場から内容的に分析した先行研究として、戸谷（1960）があげられる。「混帰法」

の名称から、現存する『指明算法』が古い時代の『指明算法』を引き継いでいるとした(15)。

これは、数学的内容から『指明算法』を分析したものであり、第4節で詳述したい。 

 李儼（1958）(16)では、『銅（桐）陵算法』が、『指明算法』と極めて近いものと報告さ

れている。関孝和の『括要算法』(17)の円周率で3.15という数値が「桐陵法」となってい

るが、これも失われた『指明算法』もしくは『銅陵算法』に記述されていた数値であれば、

和算に対する影響として重要である。しかし、残念ながら現存する『指明算法』・『銅陵算

法』には円周率の記述はない。 

 また、李儼は、現存する『指明算法』『銅陵算法』に深く関わった俞嘉会と王相(18)につ

いて調査した。これによれば、王相は、琅琊（安徽省滁�州市琅琊区）か臨川(19)（江西省

撫州市臨川区）人とある(20)。銅陵は、現在の安徽省銅陵市であり、安徽省という珠算の

中心地(21)である。 
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 Ⅲ 『指明算法』の内容 

 

 現存する『指明算法』は、集新堂本（早稲田大学小倉文庫）、同重刻本（東北大学未整理？、

城地茂蔵書）、集成堂本（台湾大学、早稲田大学小倉文庫）、書蘭亭本（国会図書館(22)）

が報告されていたが、筆者の調査により、台湾大学に『指明算法精要』（1887年？）が所蔵

されていることが分かり、また、瑞成書局の『指明算法』（城地茂蔵書）の存在が明らかに

なった。また、和算研究所には、多文斎本（1883年？）のコピーが所蔵されていた。 

 原本は、明・正統２（1439）年に、夏源沢によって出版されたと『算法統宗』に記述が

ある(23)が、この版本は発見されていない。しかし、これが、『算法統宗』の頃まで伝わっ

ていたのは確実で、明代の蔵書家の目録にも記述されていたことが判明した。明の蔵書家、

高儒の『百川書志』(24)（高儒、1540年）巻11子部には、「指明算法二巻 不知作者二十四

則」と明記されていたのである。これによると、『算法統宗』の出版された1592年の50年以

上前の段階で、すでに著者が不明になってしまっている。程大位が、なぜ、夏源沢が著者

としたのか不明である。 

 現存するもっとも善本と考えられる集新堂本と比べて、巻数は同じだが、項目は半分程

度になっていることが分かる(25)。 

 瑞成書局本は、縦16cmというポケットサイズであり、集新堂本も小型本であるが、さら

にその半分程度の書籍である。これは、瑞成書局が初めて小さくしたのではなく、多文斎

本や『指明算法精要』などでも、すでにこの大きさになっていた。 

 このように内容は、『指明算法』では中級、『指明算法精要』では初級の数学書である。

この分類は、明代まで残っていた『九章算術』による分類を援用したい。明代後期、万暦

期の数学書の特徴は、『九章算術』のような大部のものではなく、２巻程度で速習できる実

用数学書である。また、『九章算術』と同名でも、明代民間数学では全く異なった内容もあ

る。しかし、少なくとも当時の数学者が考えていた分類では、どこに位置するのかによっ

て、その「数学的」程度が推定できる。 

 初級と考えられるのは、１～３章である。すなわち、方田、粟米（明代以降では粟布）、

衰分（明代以降では差分）である。面積や比率計算で、明代になっても珠算が活きる分野

で、計算主体の部分である。 

 中級は、少広、商功、均輸である。これらの部分は、宋代までの官僚数学の部分であり、

明代では重視されなかった部分である。名称は同じでも、実際は異なるような問題も少な

くない。少広では、開平方や開立方といった高次方程式へと繋がる分野があるが、『指明算

法』では取り上げられていない。これは、明代の数学書の典型であって、むしろ、これら

を取り上げた『算法統宗』の方が異例である。珠算でも、開平方や開立方ができる（算木

が不要である）というのが新機軸で、これによって、明代の数学書生き残り競争に勝利し

たのではないだろうか。もちろん、九章を全て整えた版と、簡略版である『算法纂要』（程

大位、1598年）を揃えたという出版戦略が奏功したのが、占有率を高めた最大の理由であ 
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 表１：『指明算法』の目録 

指明算法 

集新堂・早

稲田小倉

本 

集新堂・重

刊城地本 

集成堂・台大

本 

書蘭亭・国

会本 

集成堂・早稲

田小倉本 

多文斎・和

算研究所

コピー本 

指明算法

精要（台大

本） 

指明算法

（瑞成書

局） 

出版年・備考 四穴綴じ 
1898？ 

（戊戌） 
1910年代?  糊付綴じ 

1883？ 

（癸未） 

1887（光諸

13）？ 

1938;1941

年 

扉 

 
      赤紙断片 

児童独 学

図 

扉（黄紙） 

汪訒菴 先

生訂・指明

*1 算 法 

集新堂 梓

行 

 

王訒菴(26)

訂 指明算

法 集成堂

梓行 

王訒菴 先

生訂 

指明算 法 

書蘭亭 梓

行 

王訒菴(27)

訂 指明算

法 集成堂

梓行 

欠 - 

指明算法 

 

瑞成書 局

発行 

王相重刊序 1AB 欠 1AB 1AB 1AB  欠 欠 

目録 - 欠 2AB - 2AB  - - 

師生問難図 2A 1A 3A 2A 3A 欠 欠 - 

賛（呉宗儒） 2B 1B 3B 2B 3B 欠 欠 欠 

龍馬負図 3A 2A 4A 3A 4A 欠 欠 欠 

河図 3B 2B 4B 3B 4B 欠 欠 欠 

洛書 4A 3A 欠 4A 欠 欠 欠 欠 

伏羲則図作易図 4B 3B 欠 4B 欠 欠 欠 欠 

洛書羅数 5A 4A 欠 5A 欠 欠 欠 欠 

洛書易換数 5B 4B 欠 5B 欠 欠 欠 欠 

九官八卦図 6A 5A 欠 6A 欠 欠 欠 欠 

黄鍾万事根本図 6B 5B 欠 6B 欠 欠 欠 欠 

目録 7AB 欠 - 7AB - 1AB   

    巻上       49丁     

算盤定式 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 2 

九九上法 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1A 2 

九九退法 2A 2A 2A 2A 2A 2B 2A 4 

九因合数（掛け算

九九） 
3A 3A 3A 3A 3A 4A 3A 6 

九帰歌 3B 3B 3B 3B 3B 4B 3B 7 
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乗除加減倍折総

訣 
4B 4A 4B 4B 4B 4B 4B 9 

算至極数法（大

数、小数、度量衡） 
5A 5A 5A 5A 5A 7A 5A 10 

変算口訣 6B 6A 6B 6B 6B 6B 6A 12 

（算学節要） 7A 6A 7A 7A 7A 8B 6A 12 

分 別 法 実 左 右

図、初学盤式 
7A 6B 7A 7A 7A 9A 6A 13 

九帰算法九因還

原法 
7B 7A 7B 7B 7B 7B 7A 14 

（暗馬式） 16A-B 15A 16A-B 16A-B 16A-B 19A 15A 30 

帰除法 16B 16B 16B 16B 16B 21A 16B 33 

撞帰法 17B 16B 17B 17B 17B 21B 16B 33 

便蒙法寔総訣 24A 22A 24A 24A 24A 29B 23B 47 

混帰法歌訣 24B 22B 24B 24B 24B 30A 24A 48 

分別物価乗除法

実歌訣 
29A 27A 29A 29A 29A 36B 29B 59 

斤両法歌訣 32B 29B 32B 32B 32B 41B 32A 64 

截両為斤歌 33A 29B 33A 33A 33A 42A 32B 65 

傾煎論色 37A 33A 37A 37A 37A 48B 35A 70 

巻下                

丈 量 田 地 総 歌

(28) 
1A 1A 1A 1A 1A 1A   

田畝科糧帯耗法 7B 6B 7B 7B 7B 10A   

田中算稲法 8B 7B 8B 8B 8B 11B   

盤宴倉窖歌(29) 9A 7B 9A 9A 9A 11A   

論塩散堆量 11B 9A 11B 11B 11B 15A   

算土方法 11B 9A 11B 11B 11B 15A   

算量船載米法 12B 10B 12B 12B 12B 16B   

垛物法 13A 11A 13A 13A 13A 17B   

度影量木法 13B 11A 13B 13B 13B 18B   

方円三稜束法総

歌図説 
14B 11B 14B 14B 14B 19A   
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堆垛法総歌 15A 12A 15A 15A 15A 20A   

半堆法総歌 16A 13A 16A 16A 16A 21B   

差分法総歌 16B 13B 16B 16B 16B 22B   

異乗同除法 22B 18B 22B 22B 22B 31B   

同乗異除法 23A 18B 23A 23A 23A 32A   

異乗同乗法 23B 19A 23B 23B 23B 32B   

同乗同除法 23B 19A 23B 23B 23B 33A   

貴賤差分法 24A 19B 24A 24A 24A 33B   

盈朒法 25B 20B 25B 25B 25B 35B   

雑法歌 27A 22A 27A 27A 27A 37A   

定身減法加法歌 33B 26B 33B 33B 33B 46B   

金蝉脱穀法 36A 28B 36A 36A 36A 50A   

舗地錦法歌 37A 29B 37A 37A 37A 51B   

掌中定位法 38A 30B 38A 38A 38A 53A   

一掌金法 39A 31B 39A 39A 39A 54B   

出所）原史料より作成。表中のA、Bは、各丁の「表」「裏」を示す。日本史では「オ」「ウ」、中国

史では、「表」「裏」とするのが一般的であるが、紙面の関係上、欧米学術界の用法である「A」

「B」を用いた。 

 

ろうが。 

 明代の数学書全てが扱っている「雑法」と言われる、単に四則計算だけでは解けない問

題がある。ここでは、和算の「鶴亀算」に相当する「雉（鶏）兎同籠」題も取り上げられ

ている。この問題は、仮定を使って計算するので、10歳児程度に適する問題である。算術

的に中級の問題といえよう。これを明代数学の特色である歌訣で教えている。 

 

（雑法歌） 

鶏兎同籠不識数 三十六頭籠中露 看来脚有一百隻 幾倡(30)鶏児幾個兎(31) 

答曰 鶏二十二隻 兎一十四隻 

法曰、置総頭、倶以四足因之、得一百四十四足。内除原脚一百余四十四足、折半得鶏

二十二隻。置総頭、内減去二十二隻余是兎一十四隻合問。 

鶏と兎が同じ籠にいるが数が分からない。36の頭がでて、足が100足である。鶏がい

くつで、兎がいくつ？ 

（法にいう。頭の総数を置いて、４足をかけて144足になる。それから、問題の足の

数100をひいて、あまり44足になる。半分にして」、鶏22羽がえられる。頭の総数を置

いて、22羽をひいて、あまり兎14羽となり、問題に合う。） 
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 このように、まず全てを兎と仮定すると足は144足にならなければならない。しかし、実

際の足は100足なので、44足多くなる。兎1羽が鶏1羽に変わると足が2足減るので、44足の

半分の22羽が鶏になる。総数は36頭で22をひいた14羽が兎になるというものである。 

 なお、『指明算法』にはないが、初歩的な代数ともいえる、盈不足（明代以降は盈朒）、

方程、句股が上級ということになる。蛇足であるが、天元術や大衍総数術といったものが

上級超えたもの、強いて言うなら超級ということになるだろう。 

 瑞成書局本では、初級数学書という意味合いで、この「鶴亀算」は収録されていない。 

 『指明算法』には、「混帰法」という名称が見える。この名称は、『数学通軌』（1578年）

は「帰除法」の中に「混除法」を含んだ形であるが、『指明算法』では、独立している(32)。 

 

 表２：明代の割り算の名称(34) 

 詳明算法（1373）(33) 指明算法 算法統宗（1592） 

法一位 九帰法 九帰法 九帰法 

法二位（法首１） 身外減法 混帰法 帰除法 

法二位（法首２～９） 帰除法 帰除法 帰除法 

 

 「混帰法」とは、11～19までの割り算で、それぞれ例題を出している。戸谷（1960）で

は、72÷18＝4を例に説明している。（下図は帰除法による演算） 

 

 図１：帰除法 

除数（法） 商 被除数（実） 

１８      ７２ 

１８    ７  ２  逢七進七十 

１８    ６ １２  帰一倍一 

１８    ５ ２２  帰一倍一 

１８    ４ ３２  帰一倍一 

         ０  四八 三十二 

 

 まず72を10で割ると7になる。さらに7×8＝56を引かなければならないが、２なので引け

ないので、１を帰すと12になる。6×8＝48も引けないので、もう１を帰し22にする。5×8

＝40でも引けないので、もう１を帰し32にすると引けるので、答えが4になるというのが「帰

除法」である。このとき、法首が１だと、すぐ最初の商７が分かるというのが通常の「帰

除法」との差異である。 

 図１では、商と「実」を一桁空けたが、実際には空けないで計算をする。逢七進七十で

あるので、702になるのである。そのため、数を帰したときに数値が10を超えてしまうと計

算が難しくなる。そこで、梁上二珠・梁下五珠の珠算の方が使いやすいのである。 
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 台湾で近年まで梁上二珠・梁下五珠が残っていたのは、１斤16両の度量衡ばかりではな

く、このような計算が残っていたこともその原因と考えられる。 

 

 Ⅳ 瑞成書局版『指明算法』 

 

 瑞成書局は、台湾で現存する書店としては最古とされている(35)。しかも、総督府の置

かれていた台北ではなく、台中に置かれていたというのは興味深い。これは、創業者の許

克綏(1890-1983) 氏が、台湾で古くから経済の発展した彰化の出身であったからである。

奇しくも、許氏の生年・1890年は、劉銘伝（1836-1896）が、台湾省の省都候補地として台

中建設を始めた年であった(36)。 

 開業は大正元（1912）年、台中第一市場の中で開いた屋台の本屋が起源である。その後、

台中市緑川町（現、台中市東区双十路）に店舗を構え、昭和７（1932）年から、出版も始

めている。日本統治下にあって、漢籍の販売を続けた書店であった。台湾に現存する書店

としては、最古のものとされている。中国文化を維持するために漢籍を上海や廈門で買い

付け、それを販売したり、復刻したりするという文化活動を行った(37)。 

 昭和13（1938）年に『指明算法』を出版、昭和16（1941年）に再版している(38)が、こ

れは、台湾大学に所蔵されている『指明算法精要』と同じ内容である。つまり、上巻だけ

である。 

 しかも、袋とじになっておらず、両面に印刷されており、したがってページ数は従来の

『指明算法』の丁数の２倍になっている。これは、物資の欠乏で再版版からこのような形

式になったのか、初版が発見されていないので、断定できない。瑞成書局でも1978年の火

災により、当時の書籍など記録が全焼(39)したため、初版は、現在まで発見されていない。 

 しかし、鉛活字印刷で出版しているため、袋綴じ形式が難しかったとも考えられる。な

お、線装（五穴綴じ）になっている。 

 扉の部分からでは、一見、従来の『指明算法』とは異なったデザインになっている。つ

まり、昭和初期の最新科学とも言うべき電灯の元で珠算を学ぶ少年が描かれている。『指明

算法精要』にこの図があったかどうかは不明であるが、同書には赤表紙の断片が残されて

おり、何らかの扉頁があったと思われるが、詳細は不明である。 

 しかし、この図２のような、珠算をする構図は、図４と同種の構図であり、『指明算法』

の伝統的な図なのである。 

 左から陽光が降りそそぎ、師匠と弟子が難題を珠算で解くという構図であり、明らかに

図３は図５をもとに作図されたものである。 

 構図的には、難問を師匠が教えるというものから、小学生が独習するという風に変わり、

初級数学書という事を一目で分かるようにしていると言っていいだろう。 

 なお、集新堂・重刊版（城地茂蔵書）の表紙の裏には、樹杞林街(40)（現、新竹県竹東 

 図２：瑞成書局本、扉           図３：瑞成書局本、奥付 
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 図４：「師生問難」図        図５：「師生問難」図 

 集新堂・重刊版（城地茂蔵書）   『算法統宗』（1716年版）巻13 

  

 

鎮）の陳成財氏の署名がみられる。ここは、客家の集落として有名で、1800年ごろより開

墾された地域である(41)。 

 また、この図の原図は『算法統宗』からのものである。本来、この丁には、程大位の像

（「賓渠程君小像」）があるべきところである。なぜなら、その次の丁に呉宗儒の「賓渠程

君像賛」が来ているので、落丁などの間違いではない。そして、『指明算法』では、「賓渠

程君小像」の代わりに『算法統宗』（1716年版）巻13の冒頭にある「師生問難」図が描かれ

ているのである。 

 内容は、台湾にも流布していた『指明算法精要』と同じものであるが、版を改めて印刷

している。江戸時代の日本のように木版で「被せ彫り」で安価に復刻したのではなく、新

版（活版印刷カ）を用いている。これは、２ページにある「算盤定式」の図からも分かる。

『指明算法精要』では、動かない珠は黒で描き、置いた数（珠）は白くなっているが、瑞

成書局本では、全てが黒くなっているからである。 

 また、線装本（袋とじ）ではなく、1枚の紙両面に印刷し、ページ数で表記している。し
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たがって、35丁が70ページの本となっている。ただし、それを線装で五穴綴じにしている。

(42) 

 台湾の伝統的な教育機関である書房・義塾では、あまり理数系教育は行われていなかっ

た(43)のであり、むしろ、台湾の伝統算術は、数学（算術）を重視するという日本式教育

で広まったとも言えるかもしれない。 

 

 Ⅴ 購入者 

 

 巻末の裏表紙に「２年９組周艶月」と読める署名が見える。国民学校（公学校）の２年

生だと考えられるが、名前から見ても、９組という後半組に所属していたことから考えて

も、所有者は、女子児童と考えられる。父兄が算数の学習に買い与えたものと考えるべき

だろう。 

 珠算は、台湾では、国民学校の3年生から学習するようになっているので、その予習とい

う意味合いで買い与えたとも考えられる。あるいは、近年まで台湾では、梁上二珠梁下五

珠の中国算盤が使われており、その算盤による除法を習得させようとしたのかもしれない。 

 いずれにせよ、学習者は、「混帰法」といった15世紀の除法を学んだことになり、国民学

校で教える「亀井算」除法（掛け算と反対の演算で行う通常の方法）と異なるため、とま

どったのではないだろうか。 

 ２年生であれば、国民学校の教科書は「カズノホン」(44)であって、その定価は、14銭

か16銭である。『指明算法』は20銭であるから、その大きさから見ても、少し高価なものに

なる。もっとも、許炎墩（瑞成書局３代目社長）氏によれば、定価販売ではなく、値引き

販売が多かったという事である(45)から、実際は、教科書と同じぐらいの価格になったと

考えられる。 

 

 Ⅵ 台湾の「蘇州碼」と『指明算法』 

 

 中国大陸では、1930年代には、『算法統宗』しか生き残っていなかったようである。これ

は、現存する算書からの推定であるが、瑞成書局が買い付けに行った上海では、もう、残

っていなかったのではないだろうか。 

 台湾では、『指明算法』の出版元が福建省であったことも関係するのであろうか、同年代

まで『指明算法』と『算法統宗』の２種がその生命を保っていたのである。瑞成書局本の

種本は、廈門で購入されたものと考えるのが自然である。台湾でもそれ以外の算術書は淘

汰されてしまっていたのである。 

 そして、『算法統宗』も『指明算法』も、両者とも「蘇州碼」を記述している。『指明算

法』では「暗馬」と言っているが、これは、香港式とは異なっている。 

 これは、大正末年に発行された『台湾風俗誌』にも存在が記されている。図７のように 



『現代台湾研究』 

  105 

 図６：香港式「蘇州碼」の字体（Unicodeによる） 

 

 

 

 

 図７ 台湾式「蘇州碼」（暗碼） 

 

出所）片岡厳『台湾風俗誌』（台北: 台湾日日新報社、1924年）p.263。 

 

算木の縦式を基本としている（1～3ぐらいまでがよく使われる）が、４と５は本数が混乱

しないように４は×に、５は上に５珠と下に○を組み合わせた形式になっている。 

 ６から８は横式の算木布算に似ており、十位になっても縦式を使っている。しかし、香

港式では、10が漢数字のようになっているのに対し、台湾式では二桁になっている。 

 なお、「蘇州碼」の起源は、『古今算学宝鑑』（1513年）であるとされている(47)が、そう

だとすると、『指明算法』の初版は、1439年ではないことになる。書籍全体の感覚からも、

現存する『指明算法』は、『算法統宗』の影響を受けたもので、『算法統宗』以後に編纂さ

れたものと考えるのが自然である。 

 なお、沖縄にも語源としては「蘇州碼」から来た「すうちうま」という独自の記数法が

あるが、名称だけで、異なるものである。 

 台湾では、高雄県美濃鎮では、1970年まで、使われていたという記録がある(48)が現在

では見ることができない。香港では、さらに生き続け、現在でも伝統的市場などで見るこ

とができる。 

 

 図８：沖縄の「すちうま」 

 

 出所）城間栄輝氏運営「ECCO」http://ecco.m78.com/download/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 十 
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 図９：香港で現用されている「蘇州碼」 

 

 出所）2005年5月12日 香港九龍半島・（尖沙咀-油麻地）源記食堂の壁掛けメニュー 

    http://blog.livedoor.jp/riehk/archives/21763240.html 

 

 Ⅶ まとめ 

 

 このように、中国大陸や日本では、稀覯本となっている『指明算法』が台湾では生き残

っていた事が明らかになった。中国伝統文化を維持するために漢籍を上海や廈門で買い付

け、それを販売したり、復刻したりするという文化活動が日本統治下の台湾で行われてい

たのである。 

 本稿では、この事実の指摘だけに止めるが、当時の本島人の精神的なアイデンティティ

がどうなっていたのか、解明すべきであるという事を指摘し、今後の研究を待ちたい。本

島人エリートたちが理系（特に医学系）に多く進学した事を考えれば、台湾科学技術史の

研究が、中国と日本の狭間で揺れ動いた本島人の実態解明に必要である、ということを提

起しておきたい。 

 日本統治時代の台湾では、日本の和算書は用いられなかった。言語の問題もあるので、

奇異なこととは思えない。初級の部分は、やはり中国語の方が良かったという事なのだろ

うか。 

 また、台湾で「蘇州碼」や梁上二珠・梁下五珠の珠算が残っていた原因の一つは、『指明

算法』などの中国数学書が20世紀までその文化的生命を保ってきたことと考えられる。 

 台湾式の「蘇州碼」は、『算法統宗』の表記方法によるもので、香港式が『指明算法』に

よるものである。『算法統宗』では、1から15まで記述(49)しているが、『指明算法』では、

1から9までしか記述がないからである。現在、『指明算法』が唯一残されている台湾でも『算

法統宗』式「蘇州碼」が使われているということは、『算法統宗』と『指明算法』がほとん

ど同じものとして取り扱われていたことの傍証になるのではないだろうか。想像を逞しく

するならば、『算法統宗』を求めて書店にやって来た顧客が、品切れの場合、『指明算法』

を代わりに購入したのではないだろうか。『算法統宗』と『指明算法』の購買層は殆ど同じ

で、差別化を図るより、『指明算法』がどれだけ『算法統宗』に似せられるのかという方向

に進んだように考えられる。つまり、現存する『指明算法』は、夏源沢の原著とは、異な

ったもの(50)で、『算法統宗』に類似したものとなっている。 

 本稿では、『指明算法』の文献研究だけではなく、挿絵といった図形史料の分析により、
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現存する『指明算法』解明の一助とした。武田楠雄教授の研究した1950年代では図形の複

写は困難であったが、デジタル技術の進歩した21世紀においては可能になり、こうした分

析が実現した。その結果、現存する『指明算法』は、従来、言われていたように『算法統

宗』以前のものではなく、それ以後のものであることが明らかになったのである。 

 

 Ⅷ 『指明算法』の版本 

 

指明算法（明 夏源沢、正統己未（1439）年(51) 散逸 

高儒蔵本（1540）散逸 

福州集新堂(52)本（早稲田大学小倉文庫） 

以文居本(53)（東北大学岡本文庫） 

書蘭亭本(54)（国会図書館） 

集成堂本(55)（台湾大学楊雲萍文庫(56)、早稲田大学小倉文庫(57)） 

福州集新堂重刻本(58)、戊戌（1898年）（東北大学未整理(59)、城地茂(60)） 

多文斎本（名倉蔵書、和算研究所影印本(61)） 

指明算法精要(62)（台湾大学日本善本） 

瑞成書局本(63)（1938;1941年）（城地茂） 

 

【註】 

(1)梅文鼎（1761）『方程』方程論発凡、方程残欠之故、『筆算』自序（『梅氏叢書輯要』（梅

穀成、1761年）。 

(2)『算法統宗』（程大位、1592年）「算経源流」。 

(3)後述する小倉金之助が最初に発見した早稲田本以外にも、東北大学に重刻本がある。Ⅷ

『指明算法』の版本の項を参照されたい。 

(4)武田楠雄教授による分類。武田楠雄「中国の民衆数学」（『自然』1953年9号pp.57-63、

1953年9月）、武田楠雄「明代における算書形式の変遷」（『科学史研究』26号pp.13-19、1954

年）参照。 

(5)『疇人傳』（阮元、1795-1799年）参照。また、城地茂（1996）「清代抄本《諸家算法》

初探 著録者阮元與藏書家莫與儔・莫友芝」（『第４届科学史研討会彙刊』台北: 中央研究院

科学史委員会、pp.33-46、1996年）には、阮元についての論考がある。 

(6)武田楠雄「明代数学の特質Ⅰ 算法統宗成立の過程」（『科学史研究』28号、1954年）

pp.1-12、武田楠雄「明代数学の特質Ⅱ 算法統宗成立の過程」（『科学史研究』29号、1954

年）pp.8-18、武田楠雄「天元術喪失の諸相 明代数学の特質Ⅲ」（『科学史研究』34号、1955

年）pp.12-22。 

(7)¦梅栄照「明清数学概論」（梅栄照（主編）『明清数学史論文集』（南京:江蘇教育出版社、

1990年）pp.1-7。 
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(8)鈴木久男『珠算の歴史』（東京:富士短期大学出版部、1964年）参照。 

(9)日本数学史の時代区分における近世の数学。具体的には、1674年の『発微算法』(関孝

和、1674年)の刊行から明治10（1877）年、東京数学会社の設立までとするのが最も一般的

である。また、この和算期も前期と後期（『精要算法』（藤田貞資、1781年）刊行前後）に

分けて考えると、江戸時代の和算の理解が容易である（城地茂『日本数理文化交流史』（台

北:致良出版社、2005年）p.12）。 

(10)小倉金之助『数学史研究』（東京:岩波書店、1935年）第1輯、p.2。 

(11)筆者の調査により中国国家図書館にも『銅陵算法』があることが判明した。東北大学

のものは、小倉金之助らによって知られていた。 

(12)武田楠雄「明代数学の特質Ⅱ 算法統宗成立の過程」（『科学史研究』29号pp.8-18、1954

年）p.9。 

(13)武田楠雄、前掲書「中国の民衆数学」p.60。 

(14)児玉明人『十六世紀末明刊の珠算書』（東京:富士短期大学出版部、1970年）p.48。 

(15)戸谷清一「混帰法と指明算法」（『和算研究』7号pp.40-44、1960年）。 

(16) 李儼「《銅陵算法》的介紹」（李儼・銭宝琮『李儼・銭宝琮科学史全集』巻2pp.362-373、

瀋陽:遼寧教育出版社、1958年初出、1998年収録） 

(17)『括要算法』巻4（平山諦（他編）『関孝和全集』（大阪:大阪教育出版、1974年）p.349）。 

(18)王相、字・晋升、号・訊菴。東北大目録、児玉明人『十六世紀末明刊の珠算書』（東京:

富士短期大学出版部、1970年）p.47では王相晋となっているが、これは、王相の誤りだろ

う。 

(19)臧励和『中国人名大辞典』（上海:商務印書館、上海書店、1921;1980年）p.109では、

臨川人となっている。 

(20)『絵意云箋』（蒋守誠、1677年）を参訂した際に、題には臨川とあり、巻4には琅琊と

ある。なお、蒋守誠（安徽省義興（現、合肥市義興鎮）人）は、『算法全書』（1675年）撰

とある。（李儼、前掲書pp.364-365） 

(21)近年まで珠算の生産地であった。この特徴は生漆の珠にある。筆者の管見によれば、

広東省では黒漆、浙江省では白木が多いようである。 

(22)旧、上野帝国図書館蔵書。 

(23)『算法統宗』「算経源流」に「指明算法 正統巳未 江寧・夏源沢・作、而九章不全」

とある。 

(24)「百川書志データ」（二階堂善弘教授運営） 

http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/̃nikaido/baichuan.html 

(25)推測が許されるなら、『銅陵算法』に近いものが『指明算法』と改名したと考えられる。 

(26)「先生」欠。 

(27)「先生」欠。 

(28)方円三角互相求円、方田図式、長田図式、円田図式、圭田図式（二等辺三角形）、斜圭
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田図式、梭形田之図式（菱形）、勾（句）股田之図式、半梭形田之図式、覆月田図（式）（半

円）、弧矢形田図式（半円上部）、梯田図式（台形）、二不等田、斜田図式、環田図式、火炉

図式（正方形に円形）、銭田図式（円形に正方形）、三広田式、鼓田図式、箭袋田之図、牛

角湾円図式、眉田図式、四不等形田図式、方減勾股田図式、均尺形田図式、二圭相份田式、

五不等田図式。 

(29)方倉、円倉、尖堆、倚壁、内角、外角、方窖、円窖。 

(30)書蘭亭本は「個」としている。29丁裏。 

(31)多文斎本、41丁裏。 

(32)戸谷清一、前掲書、pp.42-43。 

(33)『算法全能集』も同じ。 

(34)戸谷清一、前掲書、参照。 

(35)台湾版ウィキペディア（維基百科）「瑞成書店」 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E6%88%90%E6%9B%B8%E5%B1%80 

(36)台湾版ウィキペディア（維基百科）「台中市」 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82&variant=zh

-tw 

(37)陳兆南『台中瑞成書局及其歌仔冊研究』（逢甲大学中国文学系碩士論文、2005年）p.11。 

(38)城地茂所蔵、『精校無訛 指明算法』奥付（図３）より。 

(39)陳兆南、前掲書p.9。 

(40)1920年、竹東に改称。台湾・交通部の「台湾発展史」（尹章義、陳宗仁） 

http://61.60.100.220/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%8F%B2/chop07-1.htm 

によれば、1899年の人口は、1252人（1995年8万0644人）であった。 

(41)台湾・交通部「台湾発展史」（尹章義、陳宗仁） 

http://61.60.100.220/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%8F%B2/chop07-1.htm 

(42)これは、初版もこのような装丁になっていたのか、それとも、1941年という時節柄、

用紙の節約のためにこのような再版にしたのか、不明である。 

(43)明治31（1898）年に、日本語と算術を教育するように、通達「書房義塾ニ関スル規程」

が出ている。 

(44)「国民学校ニ於テ使用スヘキ敎科用図書指定」（昭和16年4月13日台湾総督府告示第267

号） 

(45)2006年9月12日の聞き取り調査による。 

(46)『算法統宗』や『指明算法』では、「暗馬（ママ）」とされている。 

(47)藤原松三郎「宋元明数学の史料」（『帝国学士院記事』3巻1号、pp.167-193、1944年）。 

(48)張二文「美濃土地伯公的祭祀與聚落的互動」（2002年） 

http://www.ntl.edu.tw/publish/publish.asp?pid=3&mkey=39。また、『王敬祥関係文書目

録』「軍資金捐款清單」(0028)(1912年2月20日)には「其得資金三千七百十五圓十毛。作者
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不明,似爲王敬祥筆迹。用蘇州碼字記帳。」とある 

（http://www.lib.kobe-u.ac.jp/products/okeisho/mokuroku.html）ので、昭和初年にも

当然ながら使われていたことが分かる。 

(49)『増刪算法統宗』（上海広益書局）巻１、2丁表。 

(50) 藤原松三郎「宋元明数学の史料（支那数学史の研究、其五）」（藤原松三郎先生数学史

論文刊行会『東洋数学史への招待』、仙台:東北大学出版会、1942;2006年）pp.231-257。 

(51)『算法統宗』（程大位、1592年）「算経源流」。 

(52)呉文俊（編）『中国数学大系』（北京:北京師範大学出版社、1999年）vol.6,pp.485-486。 

(53)２巻２冊。請求記号A.081、登録番号ws010185、東北大 岡 18074、淸・鄭元美訂。児

玉明人『十六世紀末明刊の珠算書』（東京:富士短期大学出版部、1970年）p.47によれば、

集新堂本と同じ内容。 

(54)『新鐫校正指明算法』２巻１冊。国会 東京 180-62。 

(55)２巻１冊。 

(56)２巻１冊。18cm、1910年代カ？ 

(57)同版。台北で購入したもの。 

(58)『新鐫校正指明算法』2巻1冊。請求記号40942、登録番号ws010470。 

(59)小倉金之助贈書？。詳細不明。 

(60)２巻１冊、16×12cm、戊戌（光緒24、1898？）年瓜（7）月。今回、新報告。 

(61)和算研究所・下平文庫680。今回、新版発見。 

(62) (5F日善)17873 、(B) 312.8  1004。1887?（光緒13丁亥歳、1巻1冊、16cm。印記:

「臺北帝國大學圖書印」(方印小)、銅版、表紙無し、線裝。今回、新版発見。 

(63)１巻１冊。今回、新版発見。 
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【附記】 

 本稿は、城地茂「南中国数学の日本伝播」（『数理解析研究所講究録』1546号、2007年）

pp.1-20の報告に台湾・香港での調査をふまえ、加筆訂正したものである。香港では、香港

大学元教授・原武道先生のご協力を頂いた。また、インタビューに応じて下さった、瑞成

書局・許炎墩社長には末筆ながら感謝の意を表したい。 


