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Abstract: Wasan was widely spread and enjoyed by many people during the Edo and Meiji periods. Wasan-mathematicians 

wrote their own problems on boards called sangaku and dedicated sangaku to shrines and temples. Seki Takakazu, who was the 

most famous wasan-mathematician, considered determinants, equation theory and limits. So wasan was at a world-class level. 

In fact, the sangaku of Rakuman-ji temple in Chiba Prefecture show the solution of a quartic equation, which is obtained by 

using computers today. In that period, the calculation was done by using “sangi”. 

 

１． 和算の発展と算額の始まり 

江戸時代，寺子屋では「読み・書き・算盤（そろば

ん）」の勉強が主であった．そのうちの「読み・書

き」で習う文字が日本に大陸から伝わってきたのは飛

鳥時代より前の５世紀頃だが，「算盤」の伝来は室町

時代の終わり頃，大陸（明）に留学していた日本人

（毛利重能）が持ち帰ったといわれている．それ以前

にも掛け算・九九はあったが，算盤伝来以後の江戸時

代に和算が始まったとされている．実際に算盤を教え

ていた寺子屋は，３割程度で，商人の間などの寺子屋

以外の場所でも算盤は教えられていた． 

 「往来物」と呼ばれる寺子屋の初等教科書として吉

田光由による『塵劫記』が広く使われていた．これは

本来，算盤による計算「珠算」の教科書だが，米・絹

などの売買，銭や銀・小判の両替，船の運賃など日常

生活に必要な具体的な題目に関しての計算法を学べる

ように書かれていた．  

 その後，中国の数学を取り入れながら和算は発展

し，関孝和が日本固有の数学を確立したとされてい

る．関の和算は，現代数学の行列式，方程式論，極限

の考えなどがあり，世界的に見ても当時としては先進

的であった． 

 和算家は幕府の天文方で暦を作成するために働く一

方，塾を開いて算学や算盤を多くの人々に教えてい

た．そういった塾で和算を学んだ和算家が日本各地に

居て，自分が考えた問題を絵馬にして神社，寺などに

奉納したのが「算額」である． 

 

２． 千葉県成田市楽満寺の算額 

千葉県に現存する算額で船橋からそう遠くないとこ

ろで見られるものは, 楽満寺（成田市，明治１９年

（１８８６年）奉納）, 金乗院（野田市，安政６年

（１８５９年）奉納）, 延命寺（千葉市，嘉永５年

（１８５２年）奉納）などがある．楽満寺と金乗院の

算額はそれぞれ市の文化財に指定されている．いずれ

の算額もその地域に在住の和算家によって奉納された

もので, 金乗院の算額には,最上流の和算を学んだ, 後

貝塚村（現船橋市）出身の高橋佐内の名前が記載され

ている． 

楽満寺の算額は,  近隣の中里村, 名木村, 冬父村, 

七沢村（全て現成田市）在住の７人（鴉沢良助，鴉澤〇

左門，椿桂助，堀越蔵，仲野安太郎，野平勝太郎他１

名）がそれぞれ１題ずつ作成した幾何の問題を１枚の

絵馬に書いて奉納したものである. この算額の各問題

は現代語に訳されていて, 楽満寺で見ることができる．

訳された文章そのままでは題意が掴みにくく、解き方

が分からない問題もあるが，そのうち２題の解き方を

以下に述べる． 

 

 

楽満寺の算額 

 

３．楽満寺の算額の問題 

【第 4 問】図のように直角を挟む２辺の長さが 3 寸と

4 寸の直角三角形に楕円が内接している．楕円の短径

が 1寸であるとき楕円の長径を求めよ．（答：３寸２分） 

１：日大理工・学部・数学 ２：日大理工・院（前）・数学 ３：日大理工・教員・数学 
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（解）直角三角形の横の辺と縦の辺をそれぞれ 𝑥𝑦 平
面の 𝑥 軸と 𝑦 軸となるように置く．このとき直角の頂

点は原点Oになる．楕円の長径を 2𝑎 とおくと, 楕円

の中心は (−𝑎,
1

2
 ) で，楕円の方程式は， 

(𝑥+𝑎)2

𝑎2  + 
(𝑦 − 

1

2
)2

(
1

2
)2

 = 1 

と書ける．また，斜辺を表す直線の方程式は， 

𝑦 =
3

4
𝑥 + 3  

である．これらの楕円と直線が接するときの 𝑎 の値は，

𝑎 = 1.6 である． 

求める楕円の長径は 2𝑎 = 3.2 である．（終） 

（第４問は高校で習う数学を使って解ける問題である．

上の解法では２次方程式の判別式を用いる．） 

 

【第７問】図のように直角三角形内に接するように大

円・中円・小円を描く．中円の直径が４６３５寸，小円

の直径が２０６０寸である時，大円の直径を求めよ．

（答：７０３１寸） 

      

 

（解）ここでは解き方の詳細は述べずに方針を示す． 

まず図形全体を 
2

515
  倍しておくと，小円の半径が４，

中円の半径が９となる．求める大円の半径を 𝑡2  とお

くと，直角三角形の三平方の定理を何度か使うことに

より，𝑡 が 4 次方程式 

𝑡4  + 10 𝑡3  −  37 𝑡2  − 60 𝑡 + 36 = 0 

を満たすことがわかる．この方程式の解のうち条件を

満たすのは，3.694919261 … であり，求める大円の

直径は，2𝑡2 ×
515

2
= (3.694919261)2 × 515 = 

7,031.000597834025 である.（終） 

現代では，４次方程式の解を，コンピュータを用い

て数値計算によって近似的に求めることができるが、

当時は最後に述べる「算木」を用いてこの数値計算を

行った．  

 

３． 算木 

「算木」は，6 世紀から７世紀初めにかけて中国から

伝来した計算の道具で，加減乗除の計算にも用いられ

た．算木は長さ約４センチ，約 0.5 センチ角の木製の棒

で，赤はプラス，黒はマイナスを表し，1 から 5 までは

算木を縦に並べ，6 以上は横に１本置いて 5 とし，そ

の下に算木を並べた．また，1 の位は縦に並べ，10 の

位は横，100 の位は縦と，位が変わるごとに縦横を逆に

して位取りを明らかにした．（0 は何も置かないか，小

石や円形に切り取った紙などを置いた．）この算木を使

って方程式の計算を行っていた．中国では宋の時代に

算盤の上に算木を並べて方程式を解くようになった．

これを天元術（てんげんじゅつ）という．原理的には，

天元術によって，どんな次数の方程式についてもその

近似解を求めることができる． 

  

一関市博物館に保管されている算木と算盤 
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