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東北大学所蔵和算・自然科学関係
和漢古典書目録データベースについて

小田 忠雄

東北大学附属図書館本館には, 和算・天文・暦書が多数所蔵されている. 理学部数学教室に保管
されていたものが 1968年に文学部附属日本文化研究施設に移管され, 更に 1979年に附属図書館本
館に収蔵されるに至ったものである. それらは主として, 10万 8千冊にも上る狩野文庫の一部, 林
文庫, 林集書, 岡本文庫, 藤原文庫, 藤原集書, 羽賀集書の形でまとめて書架に配列されている. 一
方, それらに関する目録は,『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』(1975年 3月発行の漢籍子部・集
部・叢書部・朝鮮書, 及び 1979年 3月発行の和書下) に収録されているが, 独特の分類の下に配列
されているため, 予備知識のない筆者には使いこなすのは至難である.
初代の林鶴一館長 (正式には, 明治 44年 6月から大正 5年 6月の間は主幹, 以後大正 13年 7月
まで館長)に次いで初めての数学者として 1997年 12月 1日に附属図書館長に就任して以来, 折角
の機会に和算関係図書の全貌を知りたいと考えていたが, 殆ど予備知識のない状態で勉強を始める
には, 自在の並べ替えや検索が可能なデータベース作成が先決であった. 1998年 4月頃から, 激動
の時代に東北大学として対処すべく全学的な会議がしばしば開かれ, 代理出席をして頂くことがほ
ぼ不可能な立場にあって殆ど全ての会議に参加することになったが, これらの全学的会議や図書館
関係の仕事の合間の息抜も兼ねて, 国立大学図書館協議会の仙台での総会の準備が完了した直後で
任期半ばの 1999年 6月 20日からデータベース入力を開始し, 2000年 3月 26日に和算・天文・暦
書のみならず, 物理・化学・生物学・地学等の理学関係も含めた約 10,500件の入力を一応完了し
た. 数学研究に没頭するには中途半端な細切れ状態の時間を有効に利用して, 具体的に目に見える
形での成果を挙げそれなりの達成感が得られることは精神衛生上も好ましいものであった.
しかし, 書庫で現物を通覧すると, 明らかに上記入力ではカバーできていないが藤原文庫・藤原
集書に収録すべきものが存在する. そこで, 2000年 7月・8月の夏休み期間に,『東北大学所蔵古典
分類目録』のその他の部分をチェックして約 900件を追加入力し, 2000年 8月 27日に合計 11,383
件の入力を完了した.
更に 2000年 9月中旬には, 漢籍 39件及び準漢籍 32件をデータベースに追加入力した. これら
は, 東北大学附属図書館調査研究室の委嘱研究員でもある石田義光東北学院大学文学部教授を中
心とする漢籍研究会の諸氏が, 2000年 3月以来の週末を活用して本館 2号館の準貴重書庫にある
「未整理」(未分類とすべきか)和漢書の書誌調査をして頂いた結果である. 他にも「未整理」の和
書が存在する由で, 書誌調査を続け, 上記漢籍・準漢籍と合せて, いずれは林集書や藤原集書に含
めるべきものと考える.
東北大学所蔵和漢書古典分類目録の理科系図書には, 上記の他に和書の西洋学・医学・工学・兵
学, 漢籍子部兵家類・農家類・医家類, 準漢籍子部, 漢籍補遺子部, 準漢籍補遺子部に記載されてい
る約 6,000件があり, 折角の機会なので 2000年 9月からこれらの入力を開始した. 完了までには暫
くの時間が必要であり, 本稿には間に合わなかった. 2003年 7月に入力完了.
附属図書館で新規に購入する図書は全てオンライン目録に収録されているが, 古くから所蔵する
図書を, カード目録からオンライン目録に全て切替えるいわゆる遡及入力は本学のように歴史の
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ある大規模大学の附属図書館に残された大問題の一つである. 特に古典の和書・漢籍の場合, 漢字
コードのない漢字が書名・著者名に使用されているため, この問題の解決は容易ではない. このよ
うな課題に取り組むべき立場上, 古典の和書・漢籍の目録のデータベース化によって遡及入力の実
際を体験してみるのも, 今回の試みの目的の一つであったが, 漢字コード以外にもいろいろと対処
すべき課題があり, それ程単純ではないことが判明した. 例えば, 和書・漢籍の場合, 印刷された
刊本以外に写本の存在がある. 「写本」という概念が単なる「筆写コピー」ではなく, 自筆の稿本
も含むことすら迂闊にしてこれまで知らなかった素人であるが, 写本では, 題簽と本文冒頭の標題
の異同により書名すら確定できないことや, 筆写本で異体字が自在に使われていることも実体験し
た. オリジナルかコピーかの区別, 著者名, 発行年等の書誌事項が判然としないことも多く, 古典和
書・漢籍が現在のオンライン目録 OPAC (Online Public Access Catalog)には必ずしも馴染まな
いことを実感した.
漢字の入力に際し, 当初は JISコード付の漢和辞典と首っ引きで苦労したが, 『Super日本語大
辞典 CD-ROM』(学研, 1999年)をハードディスクにインストールしたお蔭で, 漢字の編や旁のみ
ならず「部品」の組合せで自由に検索できるようになって, 能率が格段に向上した. この検索の結
果, 「補助漢字」(5801文字)の使用によって目録に使用されている大部分の漢字が入力可能と判
明したが, データベースを使用する際の汎用性を考慮して JIS第 1水準・第 2水準 (6355文字)の
みの使用に限定した. そこで, 補助漢字を表示するためには, 例えば [火良]のように編と旁等の組
合せを [ ]で囲む等の工夫をして, 後日の修正に備えた.
邪道ではあろうが, 自然科学関係書が対象ということで, 標題・著者名等に関する厳密性を多少
の犠牲にしても検索の容易性を優先させる方が適当と考え, 異体字はなるべく本体字に, 旧字体は
新字体に統一した. また, 多少の例外もある (例えば, 註・注, 隣・鄰の区別)が, JIS第 1水準・第
2水準の漢字であっても, なるべく簡単な当用漢字に読替えることも行った. それらの例は次の通
りである.

竜←龍, 篭←籠, 滝←瀧, 円←圓, 尽←盡, 献←獻, 礼←禮,
万←萬, 鑑←鑒, 処←處, 拠←據, 挙←擧, 珍←珎, 楕←橢,
点←點, 伝←傳, 畳←疊, 帰←皈歸, 草←艸, 並←并竝, 真←眞,
画←畫, 双←雙, 弯←彎, 島←嶋, 当←當, 広←廣, 条←條,
巌←嵒巖, 峰←峯, 変←變, 対←對, 宝←寶, 欠←缺闕, 実←實,
踏←蹈, 会←會, 湾←灣, 考←攷, 与←與, 予←豫, 育←毓, 煙←烟.

2003年 7月追記: 書名の「闕」, 「攷」は変更しないこととした.

『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』にはミスプリントも散見されたが, 気の遠くなるような作
業の末にこのような目録を完成された先輩諸氏の永年にわたる偉業に改めて感服させられた. ま
た, 先人の調査で自筆稿本と判明している沢山の貴重資料の存在を知り, 受け継いでいる遺産の偉
大さの認識も新たにした.
以上のデータベース入力は, 現物と殆ど照合せずに既存の目録をそのまま入力したものである.
種々の事情から, 文庫・集書等の分類番号が目録記載のものから変更になっているものもあり, ま
た重複入力の可能性も高いので, 現物との組織的な照合が不可欠である. 書架には各文庫・集書が
番号順に配列されているので, データベースでそのようにソートしたリストを出力すれば, 点検作
業が容易になるであろう.
データベースに収録済みまたは今後収録予定のものは以下の通りである. 重複しているものは
判る限り統合した. ただし, 『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』では, 叢書等の書物群の場合に,
全体と個別の巻等が別々に収録されている場合もかなりあり, データベースでもそれを踏襲した.
従って, 同一の分類番号のものが重複している場合がある.
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(1)『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』に収録されているもの.
本目録データ作成当時は片平キャンパスにあった附属図書館本館が, 現在は川内キャンパスに
あり, 書庫内の分類方法にも変更があるので, 本目録分類の「本館」, 「教養」, 「事務」はそ
れぞれ「旧片平」(本館書庫の「旧片平分類古典」部分に配架),「旧教養」(本館書庫の「旧教
養部分館分類古典」部分に配架), 「旧事務」と変更した.
2003年 7月追記: 「旧事務」は「旧片平」とし, 番号の後に「事務」を付した.
更に, 本目録分類の「数科」は「藤原集書」に含めた. また「理学」, 「理数」に分類したも
の, 及び, とりあえず「未整理」に分類したものは, いずれ登録番号以外の番号を付与して整
理すべきであろう. 中には「林集書」や「藤原集書」に含めるべきものもあると思われる. 平
山諦博士による林集書目録の序文によれば,

昭和初年に寄贈または購入した和算測量天文関係書は, 本部の書庫に所蔵してある.
これらは追って整理して追加することにする.

とある. 本目録の内で次の部分を, データベースに収録済みまたは収録中である.

• 和書下 (1979年 3月発行)

・数学 (pp.1895–2124),
・西洋数学 (p.2216),
・測量航海術・天文暦学・理学・西洋天文学・西洋理学 (pp.2125–2220),
・和書数学・理学補遺 (p.2415)

• 漢籍 子部・集部・叢書部・朝鮮書 (1975年 3月発行)

・子部天文算法類・術数類 (pp.242–272)
・漢籍補遺子部 (和書下 pp.2378–2381)の一部
・準漢籍補遺子部 (和書下 pp.2387–2389)の一部
・朝鮮書子部 (p.947)の一部

• その他入力済みのもの
書庫で現物を通覧すると, 明らかに上記入力ではカバーできていないものが藤原文庫・藤
原集書に存在するので, その他のページをチェックして約 900件を入力した.

• 追加入力中の理科系和漢書 2003年 7月に入力完了.
『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』の理科系図書には,上記の他に西洋学 (和書上pp.605–
608), 医学 (和書下 pp.2221–2279), 工学・兵学 (和書下 pp.2281–2374), 漢籍子部兵家類・
法家類・農家類・医家類 (pp.217–242), 準漢籍子部 (pp.945–948), 漢籍補遺子部 (和書下
pp.2378–2381), 準漢籍補遺子部 (和書下 pp.2387–2389)に記載された約 6,000件があり,
2000年 9月からこれらの入力を開始した.

(2)『東北大学林文庫目録』(平山諦編, 謄写版, 1972年)に収録されているもの.
林鶴一教授 (1873–1935)が収集し, 没後に東北大学に移管された「林文庫」の目録である.

(3)『東北大学林集書』(平山諦編, 謄写版, 1964年)に収録されているもの.
林鶴一教授が在職中 (明治 44年から昭和 10年まで)に各方面から寄贈されたものや校費で買
い求めた「林集書」の目録である.

(4)『岡本則録』(松岡元久・平山諦編集, 岡本則録 50回忌, 1980年)に収録されているもの.
長谷川寛・弘の旧蔵書を主とする岡本則録収蔵の和算天文暦書からなる「岡本文庫」の目録
である. 平山諦博士による本書の序文には次のように書かれている.

岡本文庫は岡本則録 (のりふみ, 1847–1931)の集めた和算天文暦書である. 昭和
6年 2月 17日に則録が没せられるや, この文庫は東北大学に寄贈されることになっ
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て, 暫く仙台の林鶴一の自宅に搬ばれてあった.
写本の部は昭和 9年 5月 7日に, 刊本の部は翌 10年 6月 15日に林家より私が

東北大学の書庫に運んで整理した. 正式に東北大学に寄贈の手続が完了したのは林
鶴一の没後, 昭和 11年 3月 20日であった. 昭和 4年 4月 4日に林鶴一 (1873–1935)
は 56歳で東北帝国大学教授の職を辞して和算の研究に専念する決心を固めた. こ
の文庫を自宅に留めて置いた理由である. 昭和 6年夏は病と詐って 3ヶ月も面会を
避け自宅で和算の研究に取り組んでいたこともあった. そして岡本文庫はそれに拍
車をかけた. 昭和 14年に帝国学士院が明治前日本数学史の編纂を始めるやこの文
庫は貴重な資料であった.

(5)『東北大学附属図書館所蔵狩野文庫目録和書之部数学・理学』(丸善, 1994年) に収録されて
いるもの.

附属図書館のホームページ http://www.library.tohoku.ac.jp/

2003年 7月追記: または
東北大学学術情報ポータル http://www2.library.tohoku.ac.jp/

から, 数学・理学以外も含めた和書線装書約 25,000点 (約 55,000冊)の「狩野文庫和書目録検
索」が可能である.
狩野亨吉 (1865–1942)の旧蔵書からなる「狩野文庫」は, 親友で東北帝国大学初代総長であっ
た沢柳政太郎の尽力により東北大学にもたらされたもので, 1943年 3月までに計 4次にわた
り追加購入あるいは寄贈によって受けいれられ, 現在では約 108,000冊からなる大コレクショ
ンになっている. 和漢書古典を主体とする幅広い領域の資料を含み, 「古典の百科全書」ある
いは「江戸学の宝庫」とも称せられる. 和書の線装本約 55,000冊がマイクロフィルム化され
ている.

(6)羽賀集書カードに収録されているもの.
「羽賀集書」は羽賀與七郎旧蔵書 124点 (259冊)からなる. 羽賀與七郎は 1908年青森県生れ,
私立東奥義塾, 弘前高等学校を経て, 1932年 3月に東北帝国大学理学部数学科卒業. 弘前高等
学校教授, 弘前大学文理学部助教授・教授を経て, 弘前大学教養部数学科教授を 1974年に退
官, 1983年逝去. 羽賀桂一氏から弘前大学図書館の中島通昌図書館整理課長を通じて塚本哲
人東北大学附属図書館長に申し出があり, 1987年に東北大学で購入.

(7)図書館の登録原簿の一部.
(8)関流和算免許状 (川北朝鄰授・林鶴一宛).

1999年に理学研究科数学教室研究資料室から附属図書館に移管された.

作成したデータベースのフィールド構造は次の通りである.

書名 (文字型, 半角 100文字),

著者・編者名 (文字型, 100半角文字),

刊本・写本・自筆本等の区別 (文字型, 50半角文字),

巻 (文字型, 5半角文字),

冊 (文字型, 5半角文字),

作成年・刊行年等 (文字型, 20半角文字),

出版者 (文字型, 100半角文字),
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目録注記等 (文字型, 200半角文字),

文庫・集書名等 (文字型, 40半角文字),

分類記号・番号 (文字型, 20半角文字),

その他注 (文字型, 200半角文字). 2003年 7月追記: 最終的に 254半角文字に変更

2000年 11月 6日現在の収録レコード件数は総数 11,753件で, 叢書等の場合の重複収録以外の削
除すべき重複もあるはずであるが, 内訳は以下の通りである.

林文庫 (3,300件), 林集書 (1,756件), 藤原文庫 (836件), 藤原集書 (519件), 岡本文庫刊
本 (547件), 岡本文庫写本 (1,198件), 未整理 (95件), 理学 (77件), 理数 (5件)

狩野文庫 (2,700件: 内第 7門数学 2,016件, 第 8門理学 372件, 第 9門医学 68件, 第 10
門工学兵学 40件),

羽賀集書 (124件), 旧片平 (469件), 旧教養 (69件), 旧事務 (2件), 別置 (14件), 阿部文
庫 (1件), 医学 (37件), 農学 (1件)

(2002年 8月追記)
その後, 漢籍研究会の更なる御尽力により, 「新宮文庫」148件の書誌調査が完了し, データ
ベースに入力した.
平山諦氏の記述 (月刊「珠算界」No.140, 1964年 3月号, pp.11–16):

新宮文庫は広島大学の新宮教授の集めたものである. 特に子孫から望まれて東北
大学に移された. この中には姫路地方の特殊の文献が多い.

(2003年 7月追記)

• 上述のデータ全ての入力を 2003年 7月に完了した. レコード数は最終的に16,846件と
なった.

• 収録データの性格を考慮して

東北大学附属図書館所蔵 和算・理工医古典和漢書目録 データベース

とした.

東北大学学術情報ポータル http://www2.library.tohoku.ac.jp/

に本稿と併せて公開されている.

• 「その他注」を 254半角文字に変更し, 関連情報を入力.

• 1978年 11月に日本文化研究施設から附属図書館本館に返却された際に調査中であっ
た和算資料は「その他注」にその旨記載.

• 「医学」は「本草」関係の興味深い資料も含む.

• 「工学」は「兵学」関係の興味深い絵図・地図等を多数含む.

• 和算文庫中の兵学関連資料は, 林文庫・林集書・岡本文庫目録により入力済みであり,
工学関係入力の際に重複入力となったが, データの細部が必ずしも一致しないので重
複のままとした.

• ミスプリントが明らかなものには「?」を付す等したが, 誤入力とも併せていずれ現物
と照合するが必要がある.
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