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近世の農業水利土木と『分量集』（V)

一一補 遺一一

辻唯之

XXXVII.本項は 「空搾形」の計算に関する項である。

37 堤好次第ニ切リ下ノレ算法

左之図之ことく堤有。上s土:Pl'五百五十坪切リ下／レ時ハ各切口の問何程ヅツに成

と問。

答日 上幅十六問

下幅二十二間

上厚五間

下厚十七間半

高弐間半

土五百五十坪

勾配術日

下厚四十五間之内，上厚五問ヲ減，残四十問と成を堤高八問を以割，厚之勾配

五個を得／レ。

一 下！｜恒三十五間二分之内，上幅十六問ヲ減，残十九間二分ニ成ヲ堤之高八問ヲ以

除キ，幅之勾配二個四分を得jレ。

空搾形求／レ加法之事

一 上幅五問と置，是ヲ厚之勾配五個ヲ以除，空高壱聞を得／レ。

一 空高壱聞と置，幅之勾配二個四分を乗て二間四分ヲ得ル。是ヲ以上幅十六問之

内ヲ減， 十三間六分と成。空搾形之上歯之問也。

搾形坪積之事

術臼，下幅十六間ヲ倍シ三十二問と成。上歯十三間六分ヲ加入して四十五間六分

を得ノレ。下厚五問ヲ乗，二百廿八坪と成。高壱間ヲ乗，二百二十八坪を得lレ。厚幅
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第211図

， ， ， 
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台之定法六個ヲ以除，三十八坪と成。是則，搾形之坪也。

堤切下／レ術日

一 切坪五百五拾坪ニ1窄形之坪三十八坪ヲ加へ五百八拾八坪と成。定法六個ヲ来て

三千五百廿八坪を得ル。厚之勾配五個ヲ以除，七百O玉坪六分と成。為口実， }jljニ

上歯十三間六分ヲ三倍シ，四十間O八分ト成。為正康ト別に幅ノ勾配二個四分ヲ

倍シ，為隅ト立方ニ開也。商ニ三間《半》ヲ得／レ。内，空高一間を減し，余り二

間半と成。切下／レ高也。開立〔此所紙破レ〕間半と幅ノ勾配二個四〔此所ナシ）

と成。是ニ上歯十三間六分を加へ，切口幅二十ニ問と成。 Jlljニ開立之商三間半ニ

厚ノ勾配五個ヲ乗て切口厚十七間半を得也。

〔解〕

本項は，横断面の形状のわかっている堤から一定坪数の土を第21-1図の斜線部分の

ように切り抜くとき，その斜線部分の形状を求める問題である。ただし，同図におけ

るcとe，すなわち，「上均」への切り込みの幅と切り込みを延長して「根置」に至

ったときの幅はあらかじめわかっている。したがって，同図の斜線部分の形状は， f,

g （第21-2図参照）がわかれば，求まることになる。

ところで，切り込みが下に向って末広がりとなるような堤切り抜きは3 実際の土木

工事としては考えにくい。本項は，たとえば第IV項中の二三の小項と同じく，和算に

熟練の『分量集』の作者が，土木工事になぞらえて興味本位に解いてみせた，純粋に

和算本来の問題を記述した項かと恩われる。以下本項を『分量集』における和算の水

準を示す一事例として紹介 ・解説する。

(I) 最初に掲載図について説明する。

刊第21-2図の6面体 CDLK-FEMNは第21-1図の斜線部分にあたる。第21-3図は

21-2図の断面図である。



辻：近世の農業水利土木と『分量制（V) Ill 

第21-2図

第21-3図
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（ロ） 第2ト2図の 5面体 ADC-BEFは同図の6面体 CDLK-FEMNの各斜面を上方

に延長してできる立体である。右の 5面体および6面体の体積をそれぞれ v,,
v.とする。 v，はもちろん未知数であるが， v.はあらかじめわかっており ，550

坪である。ちなみに， 上の5面体およびその稜線 ABが，それぞれ， 本文にい う

「空搾形」または「格形」，「上歯」にあたる。

付 各図に示す記号のうち，既知数は， b,c, d, e，んである。すなわち，b=5問，

c=l6間， d=45間， e=35. 2問，h2=8聞である。また，未知数は a,f, g, It,, 

It, x, {Jである。

(2）既述のとおり，本項の問題は，堤切り抜き部分の形状の決定であり， その形状

はf,gの値が決まれば求まる。以下，本文の叙述にしたがって， f,gを求める。

μ）切り抜く堤の横断面，縦断面の双勾配（第 I項参照）を，それぞれa,Pとす

ると，第2ト2図を参照にして，

d-b 45-5 " 
a ＝ －~＝a←－ ~ 

p ~c 35.2ー16＝ーァー＝ーーで一一一＝ 2.4 

となる （以下は本文の 2段目「勾配術日」の記述内容にあたる）。

（ロ）次に，「空搾形」の高さ んの値は， bI It，＝出であるから，

一一
5
一5一一

b

一α一一
’H
 

である。また， 「上歯Jaの値は，

c=a十h1P

であるから，

a= c-h1p = 16ー lx24= 13.6 

となる （以上は本文3段目「空搾形求Jレ加法之事」の記述内容にあたる）。

川 5面体 ACD-BEFの体積九 は，

ト叫と!!i＝ 山勺3.6)2_三上＝ 38 

である（以上は本書の 4段目「搾形坪積之事」の記述内容にあたる）。

(=-l 5面体 AKL-BMNの体積を Vとすれば， 川と同様にして，

V＝血乎と

である。 上式に，g=a十{Jx, f= axを代入すれば，

V=  (3a＋ア）ax



を得る。これを変前して，

x2(2Px+3a) = 6V／α 

辻．近世の農業水利土木と 『分量集』（V) 113 

上式に， α＝5, (3ニ 2.4,a=l3.6, V=V1+V2=38+550=588を代入すれば，

ぷ（4.8x+40.8)= 705.6 

となる。上の 3次方程式の有意味の根を求めれば，

x =3. 5 

である （以上は本文5段目「堤切下ル術臼」前半の記述内容，ただし，本文にお

ける 3次方程式解法の展開については筆者には不明）。

したがって，切下げる堤の高さ hは，

h = x-h, = 3.5ー I=2.5 

となり，また， f,gは， それぞれ，

f＝α・X = 5×3.5 = 17.5 

g = a+px = 13.6+2.4×3.5 = 22 

である（以上は本文5段目「堤切下ル術日」の後半の記述内容にあたる）。

（注ーI) 以上の説明が正しければ，本文中「比所紙破れ」， 「此所ナシ」は，それ

ぞれ，「開立之商三間半」，「二個四ヲ乗て八間四分と成」の傍点に該当す

． る。

（注－2) 第2トl～3図は，前後の傾斜，左右の傾斜がそれぞれ等しく描かれてい

るが，どちらかの傾斜を，あるいは，どちらの傾斜も，等しくなく描いた

図でも，計算上の結果は同じである。

XXXVIII.本項は足場用の板に関する項である。

38 歩板之事

一歩板壱枚 幅壱尺ぷ壱尺弐三寸迄

厚弐寸五分挽立

長弐間,5三間迄

但，日向松，栂木，縦

右之類也。地山之松は重ク御座侠ニ付，取なやミ難成故，不宜候。

右ρ ）II普請又ノ、掘凌之節入用ニ御座候。殊之外調法成。御為宣物ニ侠間， f存用可

然候。右之寸法,5板厚，間数長ク御座候てノ、，重ク御座候問，持還難致候。

〔解〕

本文の内容から推察して，表題にいう 「歩板」は，アユミイタ，と読み，普請の際

に足場確保のために使用されたものであろう。なお， 「歩板」に使ってはならないと

されている「地山之松」は，字義どおり，土地 （讃岐）の山の松の意味かと恩われる

が，「歩板」に用いて可とされている「日向松jについては不明。
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XXXIX.本項は埋樋に関する項である。 第22ー1図 埋樋（1)

39 伏水樋之事

用水又は水吐ニて川中を横ニ掘明，水

ヲ通し申所御座候時＇ JI！ハ砂川ニて曽太

ニ埋，井手筋深 （浅）ク成，是ヲ掘明候

ても，少々出水ニも埋，用水指支申ニ

付，右之通川底へ揺を伏せ，用水取申

候。尤，砂川ニて川之底ほれ不申場所ニ

おいて取扱申候。立川等ニて水崎強ク川

底へ掘入申候ノ、難用御座候。とくとく其

場所を見合，其所之者ニモ能間合，巳上二て取

扱可被致候。

〔解〕

河川水の取入れ方法には，堰による方法と埋樋

による方法の 2つがある。本文にいう「伏水樋」

日；：；：；：織ぷ
第22-2図 埋樋（2)

は埋樋のことである。堰による河川水取入れの難 ・a

点、は承水路が土砂で埋没するおそれがあることで ‘十二＼γ.・・.：；.ク＝もJ
ある。土砂流出の激しい河川においては，したが ' .:: －・.~ ....... ¥ ¥ Ji:’J・い

って，第22-1~ 2図のように， 川底に樋を伏せ， ．． ・＼・7・． パこ／＇ ，

樋に浸透する伏流水を取水する方法がとられる。

ところで，同図にみられるように3 埋樋は川底数尺下に設置されている。これは，川

底近くの，水流のために撹乱が生じやすい上層を避けるためである。

上の解説と本文の叙述との関連について3 以下， 3点注記する。

(1）樋といえば木製が連想されるけれども3 本項にいう埋樋は第22I図のような3

石を使った簡単な構造のものか，あるいは第222図のような，水浸透の容易な素焼の

土管が用いられる。

(2）本文第 l行自に，埋樋の使用目的として取水以外に 「水吐J，すなわち排水の河

川への放流が指摘されている。しかし，埋樋による排水が実際にあったかどうかは，

疑問である。埋樋の大きさにあわせて用水路の断面を決めてやりさえすれば，埋樋に

浸透する水は，全量がスムーズに用水路に流れ込む取水の場合と違って，不定量の排

水を支障なく大きさの一定な埋樋でもって河川へ放出することはむずかしいからであ

る。

(3) 本文中「川之底ほれ不申場所」に「伏水樋」を埋設すべしとの指摘がある。そ

の「川之底ほれ不申場所」は，解説の とおり，水流に撹乱されない川底数尺下の土層

と解釈すべく，川l底を平面でみて3 そのうち水流が安定した場所と解釈すべきではな
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い。当時の水制御技術からみて，常時安定した川底などありえないからである。

XL. 本項は堰の築営に関する項であるロ

40 用水横井之事

横井立候事，毎年仕来之場所，川底ぷ用水井手迄之高ヲ量て石ニて仕立候ノ、パ，

根石をう かぬ様ニ掘居，夫ぷ根石を居波し築上ケ，内手ノ、五割増位之法り合ニ裏く

り石にて仕立，尤，大石之間々を小石ニて詰，出入無之様ニ能均シ，大横井之時

ノ、，右均申以上ニ高むろ鰍山しだ等を厚ク入，其上ニ古慈，菰，古俵など入，又其

上ニねばり有ル土厚く持込申侠。小横井之時は，高むろ，山しだ，古蓬等を略シ，

芝を厚敷申候。芝不自由ニ候へば，見合，古遊ニても用イ可申候。惣テ，ケ様之場

所モ手ヲ抜，当時ヲ済置候ても，早ク損し，度々取繕致申時は，還て物入増，御為

不宜候問，気ヲ付可申候。

〔解〕

本文に関し，以下の 2点注記する。

(1) 「内手ノ、五割増位之法合ニ」 中の「内手」は堰の上流斜面であり，その勾配（傾斜

角に対する cot）の値は， I.5である。ちなみに，下流斜面について本文に指摘はない

が，これは，水圧を直接受けない下流斜面の傾斜は井堰築立てが可能でありさえすれ

ば適当なものでよいからであろう。なお，下流斜面に使用する「くり石」はいわゆる

栗石のことである。

(2) 漏水防止のために上流斜面に敷く資材に，古むしろ，まこも等とともに，芝，

山しだ，高むろなどの植物が列記されている。芝， 山しだの使用は水に強い性質を考

えてのことであろう。高むろも，山しだに類似の植物と考えられるが，詳細は不明。

XLI.本項は蛇繕につめる石の坪数を計算する項である。

41 蛇かご坪積之事

一 長 七間半

一廻り 壱丈四尺三寸

比内へくり石何程入ぞ。

二坪八合七勺ー才八入ノレ也

術，廻りを六五ニわれハ間ンに成。夫を両ニ置，かけ合，又，長サをかけて三六三

ト成。是ニ七九一四をかくれノ、坪数知lレ也。又，廻りを三一六ニ割ノ、指わたしと

成。夫を両ニ置，かけ合，七九ヲかけ，六五ニ二度割，夫ニ長をかけても坪と成ノレ

也。，

〔解〕

蛇能を円筒形にみたてて，その長さを a，半径を 7とすれば，蛇能につめる石の坪
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数，すなわち蛇縫の体積は， V＝πr2• aである。この公式が，本文では2つに変形さ

れて次のように示されている。

蛇績の円周を lで示せば， 第 1は，

V = nr2・a ＝よ4n2内
守アZ

＝会（2nr)'・a= 4~ － ／2.a 

= 0.7914-/2.a 

であり，第 2は，

a
 

t
一
耳

元

一

4一一a
 

v
’
 

q
J

－
 

E
4
 

a
 

，，
 

n
 

一一
V
 

= 0.79 ／~＼ ＇ . 
¥ 3.16 I 

である。本文の例示にしたがい， a=7. 5問， l=2. 2問 （14尺3寸）を，上の 2つの式

に代入すれば，第 lの場合は，

v =0. 7914×（2. 2問）2x 7. 5問

=2. 872782坪

となり，第 2の場合は，

／ワワ日向＼ 2 ••. 
V = 0.79 x ／..＇.ー」~ ＼ x7.5 .~ 

¥ 3.16 I 凹』

= 2.871835436坪

となる。

（完）

後記

本稿を終えるにあたり，『分量集』を差益業土木舎として扱う上での留意点について

注記しておきたい。

私は，『分量集』の性格を専門的実務審と規定した。全体的にみれば3 叙述の基調

は間違いなくそのとお りである。しかし，項目が違えば‘同一事実の説明に飽餅ある場

合が少なからずある。もちろん，『分量集』がそのつどの普請の経験をそのつど書き

とどめてできあがった書物のように恩われるから，説明に精粗や食い違いがあっても

おかしくはない。けれども，この点を考慮しでもなお実務審と してはそれでは済ませ

られない記述があるのである。この点、に加えて，『分量集』の諸項目の中に，農業土

木の実際とは似て非なると ころの，単なる和算の事例でしかない項目やそのどちらと
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も判別しにくい項目が混っていて，『分量集』の実務書としての性格が一層あいまい

になっている。

以上が『分量集』を土木技術書として読む上での留意点である。この指摘に間違い

がなければ，上の留意点にかかわる諸項目についてはその客観的妥当性が吟味される

必要がある。それはまた私の今後の課題でもある。

（呑川大学商業短期大学部助教授）

。 「近世の農業水利土木と 『分量集』 (I）～（V）」において次表のような誤りが

ありましたので訂正させていただきます。

回「古川 ｜ 正 誤

(I) 72 13 掛をて（是）ニ上均三間六歩
加え 三十三間

掛て三十三間

74 此 比

75 10 土 上

75 27 d’ a' 

h h 

76 26 此 比

77 17 此 比

78 6 此根置八問 比根置八百間

83 22 掘 堀

( Il) 100 16 掘埋 堀埋

102 8 掘埋 堀埋

103 2 XII項 xm項
103 33 字「大ず工ら四す拾工」 を右へ4文

106 2 土悪敷，砂勝 土悪敷砂，勝

107 6 《間》，口伝を開 《閑》口伝を開

(ill) 127 23 (65寸）. (65寸）3

130 30 松ノ木なと可然候 松ノ木な可然候

132 第20図 図が斜に描かれている

(N) 76 16 此 比

80 12 此 比

80 14 此 比

80 25 右ニ置 右二置
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