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RIMS Kôkyûroku Bessatsu
B69 (2018), 87‐98

Steiner chain と和算の環円問題再考

A review of Steiner chain in Wasan

小曽根淳

Jun Ozone
*

Abstract

In Wasan which is old mathematics in Japan, Steiner chain was studied by Ajima
Naonobu (1732‐1798) earlier than Jakob Steiner (1796‐1863). Geometry was the major
areas of Wasan. Now in practice, it takes a lot of time to solve beautiful geometry
problems in the time of the method, but it is difficult to explain them using sophisticated
way.

If we can show the relevance among the problems clearly in a simple way, we can
show more charm of Wasan.

This paper will be such an experimental approach.
The second purpose of this paper is related to the fact that one of the invariant

holds on Steiner chain problems in Japan. This fact is known among people who are
interested to solve Wasan geometry problems.

Probably for the first time, it was submitted collectively in Tatsuhiko Kobayashi’s
paper. Although it has passed more than 30 years from that pointing out, the elucidation
of it has not been made.

We already made another simple proof to Ikeda’s theorem and Kenmochi’s
theorem, using the inversion method.

Now, the idea ofproof and the other one have been found to be effective to clarify
that. This paper will be an effort to answer the problem.

§1. はじめに
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「和算といえばすぐに幾何図形を連想するほど、和算家は幾何図形を研究し
た。」 1と指摘されるように、和算や算額に占める幾何の割合は大きく、今日で
も算額関係書籍のほとんどは幾何の問題である。難しい幾何の問題を当時の解
法に従い後を追えば多くの紙幅が割かれ、簡潔を目指して反転法等を用いると
その方法が障害となり、いずれの場合も関心を抱く人々を遠ざけている状況が
ある。

従って和算の意義が更に認められるためには、平易で簡明な解法や証明法の
工夫だけでなく、問題間の関連性を踏まえ、テーマ別 ・横断的に編集 ・再構成
による学習資料の提案が必要であろう。そうなれば、教育現場や生涯学習の題
材としても使用され、和算の魅力がもっと多くの人々に伝わるのではないであ
ろうか。

Jakob Steiner (1796‐1863)が取り上げた環円図形は一般にSteiner chain(図1) と呼
ばれるが、我が国では安島直円(1732‐1798)がSteinerに先んじて研究し、関連す
る多くの問題が算額に残された。

本稿ではまず、平易化の観点から環円問題の最
も美しい定理といわれる池田の定理に関連する定
理に着目し、反転法を用いない高校生レベルでの
証明を与える。そう して得られた結果や証明法を

用いて環円問題を見直すとこれまでと違う関連性
が見えてくる。今までと比べ和算に関心を持つ人
たちに分かりやすく紹介できるのではないかと考
える。

本稿の二番目の目的は、和算の幾何とりわけ環
円問題において、ある一つの不変式が共通して成
立する図形群を統一的 ・理論的に把握することに
関連している。これは和算の算額題に関心もっている人々には知られている事
柄である。

既に30年前小林龍彦論文2は、そう した特定の不変式が成立する問題を網羅し

初めて問題提起した。しかし、その指摘から時は過ぎたが問題は解決されてい
ない。

我々は既に、それらの中心的存在である池田の定理と剣持の定理について反
転法を用いた簡明な証明を与えた。しかし最近、その証明法と対となるもう一
つの証明法を併せた捉え方が、その解明に有効であることが判明してきた。本
稿は、それに取り組むための試論である。

1平山諦 : 『学術を中心とした和算史上の人々』 , 筑摩書房,2008, p.104.

2道脇義正編著 : 『和算家の生涯と業績』 , 多賀出版,1985. pp.213‐228, 小林龍彦 「 『探賾算法』 の曲
率問題について‐和算にあらわれた曲率問題小史‐」 . 和算の幾何に現れた曲率問題について図形を分

類し、その歴史的経緯など論じられている.

§2. Steiner chainを巡る状況
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和算の環円問題の端緒は、松永良弼(1690?‐1744)の無有奇草3や、有馬頼徸
(1714‐1783)の 『拾璣算法』 4で、Descartes(1596‐1650) の円定理(cf. §3)が扱われた
ことである。有馬は更に、Steiner chainやPappus chain(cf. § 6) も扱っている。 こ

うした中で安島直円の一般的な研究が生まれ、江戸時代後半には一般庶民にま
で広がった。

まず、Jakob Steiner と安島直円について簡単に触れておく。

Steiner chainは、スイス生まれの数学者Steinerが彼の著書Einege Geometrische
Betrachtungen5 (1826, Leipzig)の中で取り上げた環円図形である。彼はその中
で、Mongeの定理やDescartesの円定理、Malfatiの問題などに関連してSteiner
chainやPappus chainの不変的な性質を研究した。

我が国では、安島直円が 「円内容累円術」 6や 「環円無有奇術」 7の中で、

Steiner chainやPappus chain の環円図形を研究した。我が国では、環円図形の直
径間の関係に関心が集まったが、閉形的図形にも研究対象は広がった。

以上を踏まえ本稿では、初めに、安島がとらえることができなかった、環円
問題の最も美しい定理とされる8池田の定理に触れ、更にそれと関する剣持の
定理を取り上げる。道脇義正たちは剣持の定理に関する剣持自身の解義を検討
し改良を加え、その過程で不変式を得た。その段階では、池田の定理における
一組の共通外接線の存在が簾術変換―反転法―の使用を妨げ、統一的な証明は
できない、と指摘していた9。

しかしその後、我々は反転法による統一的な方法で両者に簡潔な証明を与え
た10。今回は、池田の定理に関連する諸問題を反転法によらずに証明すること
を試みる。そのため、より根本的と思われる問題を次に定理として取り上げ
る。その証明には楕円の基本的な性質を用いれば、高校生にも理解可能であ

り、その方法によって、その他の幾つかの問題やPappus chainに関連した定理も
容易に理解することができる。

一方西洋では、古くはArchimedes(B.C.287? ‐B.C.212) やPappus(A.D.290?‐
A.D.350)がアルべロス(靴屋のナイフの問題) を取り上げ、またPappusはPappus
chainと呼ばれるSteiner chainに関連する環円図形を扱っている。更に、Descartes

の円定理やMonge(1746‐1818)の定理などSteiner chainに結びついたと思われる図
3 平山諦内藤淳編集: 『松永良弼』 , 東京法令出版,1987.

4 藤井康生米光丁著: 有馬頼徸 『拾璣算法』 (現代解と解説), 私家版,1999.

5 Reprint service で提供されていて,ハーバード大学図書館蔵の印影があるコピー本であった.

Steiner全集はGoogle booksから手に入るが,記述部分が膨大で関連図が最後にある.

6, 7 平山諦、松岡元久編 : 『安島直円全集』 , 富士短期大学出版部,1983.

8 1のp110

9  2 の p.192.

10 Jun Ozone & Yoshimasa Michiwaki : 「Symmetry Properties on tangent circles」 ,Symmetry: Culture

and Science, Vol.8, No.1, pp.58‐67. 1997. Hungary.

形が研究された。
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§3. Steiner chainに関連する研究概観

ここでは、そうした図形を関連性の立場から取り上げて検討する。

(1) Mongeの定理11
Mongeは今日の微分幾何学を開発したこと

で知られるが、Mongeの定理は前掲のSteiner
の著書でも取り上げられている。図2のよう
に、半径の異なる三つの円で、その二つずつ
の共通外接線の交点が共線であるという内容
である。

(2) Mongeの定理における共通外接線の交
点を通る直線について

Mongeの定理(図2)で興味深いのは、共通
外接線の交点が共線となる直線はどのよう
なものかということである。

まず、Mongeの定理における三円には、内
接する円 C_{0} と外接する円 C とが存在する12。

その一組の共通外接線の交点P を反転中心

に、点Pから円 Cへの接線の長さを反転半径と
する反転を施せば、点Pが通る直線は円 C とC0

の根軸となる(同様の議論は次章参照)。
(3) Descartesの円定理13
Descartesの円定理は、図3のように互いに接

する三円Ci,  C_{2},  C_{3} に接する円 C と  C_{0} が存在す
るという主張である。図3はMongeの定理の三
円が相接するようになったものとみなせる。

この円定理は、1643年Descartesが公女エリーザベトへの手紙に詳細な研究を
記したことで知られる。そして、円 c_{i},  C_{2},  C_{3} の個数を増やしていったものが

Steiner chainであると考えられる。
西洋でも日本でもSteiner chainが研究され、西洋では図の成立条件や円 C と  C_{0}

の間の円の個数の不変性について関心をもたれたが、我が国では円 C と  C_{0} の間
に入る円の直径を求める方程式を帰納的に求めることや直径間で成立する不変
式について関心がもたれた。更に我が国では幕末から明治初頭にかけ、円の内
部に円を挿入するだけでなく円を多角形や楕円に変えて一般化した図形など閉
形的な問題が考えられ、算額の中に多数残されている。
11 岩田至康編 : 『幾何学大辞典1』 , 槇書店,1971. P.269のNo.337である.

12 11のp.353, No.599, ギリシア以来の懸案問題をApolloniusが解いたとされる.

13 11のpp.384‐385, No.681. 和算の幾何関係の書物では触れられることが多い.

§4. 池田の定理と剣持の定理
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池田貞一(生没年不詳) は文政9年(1826)、東都牛島長命寺に奉納した算額題の
中でSteiner chainの不変式を取り上げた。同じく1826年に、同題は池田の師であ

る白石長忠(1795‐1862) が出版した 『社盟算譜』 に収録され今日に伝わったが、
それを我々は池田の定理と呼ぶ。前述のように、池田の定理は環円問題の中で
最も美しいものであるとされるが、この不変式は西洋では論じられなかった。
これまで池田の定理の証明は、見通し良く簡便
に済ますために反転法で証明されることが多か
った。

一方、剣持章行(1790‐1871)は群馬県吾妻の人
で、 「郷里で小野栄重に学び、江戸に出て日下
誠、内田五観に学んだ後は、一生関東地方東部
を遊歴教授し」 14た。我々は、その著の 『円内両

線挟容五円解』 という写本中にある性質を剣持
の定理と呼ぶ。

これは池田の定理の特別な場合とみなされ、
二本の接線が加えられることにより池田の定理の不変式の文字に根号がつく と
考えられてきた。

剣持の定理自体 『和算史上の人々』 において平山が 「私はまだこの問題の真
偽は検討していない。」 と指摘していたが、1975

年に道脇義正たちがCaseyの定理を用いてその成
立を示した15。それは、反転法によらない剣持自
身の証明に改良を加えたものであったが、長い計
算を必要とした。

その後1997年に、筆者たちは反転法を用いて、
池田の定理と剣持の定理を統一的に証明する簡潔
な方法を明らかにした16。

始めに、筆者たちが既に示した池田の定理と剣 図5剣持の定理の環円図形16

持の定理の別証に触れるが、それは後掲のもう一

つの定理との方法的な関連性を明らかにしたいためである。
池田の定理と剣持の定理で同心の場合は明らかに成立するので、以下におい

て外円と内円は同心でないとする。
また、Steiner chainや安島の環円図形では、図6のように平面上にある外円 C の

14 1のp.228.

15 Yoshimasa Michiwaki, Makoto Oyama and Toshio Hamada : 「An Invariant Relation in Chains of

Tangent Circles」 , Mathematics Magazine, Vol. 48, No. 2. Mar., 1975, pp. 80‐87.

16 10によっているが、図4, 5, 6, 7, 14も論文中のものである.
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中に内円 C_{0}があり、その隙間に二円に接する円群がある。それらは隣どうしが

次々に接する  m=2n(n\geqq 2)個の累円で(図6)、最初と最後の円が一周して接する場
合が仮定されている。そして、外円 C の半径を
 r、円 C_{i} の半径を  r_{i}(i=0,1,2,\cdots,2n) とする。

以下の証明に必要な反転は、図6の左側の累円

 C_{i},  C_{i+1} の共通外接線の交点P を反転中心に、  Pか
ら外円 C に引いた接線の長さを反転半径 R とす
る。この反転で外円 C は不変となり、  C_{i} と  C_{i+1} は
お互いにこの反転で入れ わり不変であり、内
円 C_{0} も不変となる。

また、  C_{i+n} と  C_{i+n+1} もお互いに入れ わり、反

転前後の図は図6のまま不変となる。
 < 池田の定理の証明  >

図6に対して上記の反転を施す。  P から累円 C_{i} ,
 C_{i+1} に引いた共通外接線 \ell との接点を  Q_{i},  Q_{i+1} とすると、反転による点の対応関係
から  PQ_{i}\cdot  PQ_{i+1}=R^{2} となるので、

 r_{i}r_{i+1}  \cot^{2}\theta_{i}=  r_{i+n}r_{i+n+1}  \cot^{2}\theta_{i+n} ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・①

また、  \theta_{i},  \theta_{i+n} のcotangentに注目すると、

 \cot\theta_{i}  =  2\sqrt{r_{i}r_{i+1}}/r_{i}-r_{i+1},

 \cot\theta_{i+n}  =  2\sqrt{r_{i+n}r_{i+n+1}}/r_{i+n+1}-r_{i+n} . . . . . . . . . . ②
①と②から、

 1/r_{i}+1/r_{i+n}=1/r_{i+1}+1/r_{i+n+1} . . . . ③
この式でi  (1\leqq i\leqq n-1) の値を次々と変えて得られる式から、一般の場合の

不変式が得られる。

 < 剣持の定理の証明  >

剣持の定理の証明は、池田の定理と共通部分が

多く、①と同様の④が成り立つ(図7)。

 r_{1}r_{2n}\cot^{2}\theta_{1}=r_{n}r_{n+1}\cot^{2}\theta_{n} . . . . . ④

三円 C_{n},  C_{0},  C_{n+1} が直線 \ell に接することから、
cotangentの表し方が次のようになる。

 \cot\theta_{1}=2\sqrt{r_{1}r_{0}}+2\sqrt{r_{0}r_{2n}} /  r_{1}-r_{2n},

 \cot\theta_{n}  =  2\sqrt{r_{n}r_{0}}+2\sqrt{r_{0}r_{n+1}} /  r_{n}-r_{n+1} . . . . . . . . ⑤
④と⑤から、
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 1/\sqrt{r_{1}}  +  1/\sqrt{r_{n+1}}  =1/\sqrt{r_{n}}+1/\sqrt{r_{2n}} ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・⑥
これらの証明のポイントは、図が不変となる反転によって累円間の対応関係

から反転定義式を適用し、共通外接線のなす半分の角度のcotangentを求め、両
者を組合せれば済むことにある。池田の定理と剣持の定理の違いは、cotangent
の表し方だけである。反転の理解があれば、証明は二式を結びつけるだけで、
簡単である。また、これには池田と剣持の二つの定理が統一的に証明できる魅
力がある。しかし、採用した反転を前提にすれば証明は極めて短いが、反転が
充分理解されないとむしろ説明は長くなる。そこで、池田の定理関連の定理に
注目する。こちらは高校生にも理解でき応用が広い。

§5. 池田の定理に関連する定理

池田や剣持の定理を反転法によらず、簡単に理解できる方法を見つけること
は簡単ではない。しかし、調べていく と池田の定理に関連する次の算額題が基
本的であることが分かる。

それは 『容術新題』 (1878) を著した鈴木円(生没年不詳)が1880年に静岡県湖西
市新居町諏訪神社に掲げた算額題であり、 『日本の幾何 何題解けます
か?』 17に収録されている。本稿では、これを鈴木の定理と呼ぶ。その書中に
証明はないが、高校レベルで証明でき応用は広い。

(鈴木の定理)

円 C とその内部の円 C_{0} との間にある円 C_{i}(r_{i})

 (i=1,2,3,4) は、図8の様に外円 C と内円 C_{0} に接して
いる。

今、円Ci,  C_{3} の共通内接線の交点と円 C_{2},  C_{4} の共
通内接線の交点が一致するならば、

 1/r_{1}+1/r_{3}=1/r_{2}+1/r_{4} が成立する。
(証明)
円 C と  C_{0} の中心を結ぶ線分の中点を  O とする。す

ると円Ciの中心は、二点 C,  C_{0} を焦点とし  O を中心と
する楕円上にあることは、次式より明らかである。

 CC_{i}+C_{0}C_{i}=(r-r_{i})+(r_{0}+r_{i})=r+r_{0}=2a
 e を離心率、  C_{i} のx座標を  x_{i} とすると、

 CC_{i}=r-r_{i}=a-ex_{i}  C_{0}C_{i}=  r_{0}+r_{i}=a+ex_{i} より
 x_{i}  =r_{0}-r+2r_{i}/2e ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・⑦
円 c_{i} 、  C_{3} の共通内接線の交点 A_{13} と、円 C_{2} 、  C_{4} の

 A_{24} とが一致するので、
17 深川英俊著で森北出版から1991に発行された.p.33にある.興
味深い問題が多数収録されている.
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 r_{0}-r/2e+2r_{1}r_{3}/e(r_{1}+r_{3})  =r_{0}-r/2e+2r_{2}r_{4}/e(r_{2}+r_{4}) . . . . . . ⑧
これを整理して、  1/r_{1}  +1/r_{3}  =1/r_{2}  +1/r_{4} ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・⑨

が得られる。

また、共通内接線の交点が一致する事と⑨が成立する事が同値であることも
分かる。更に、この定理が成立するならば、池田の定理において反転で対応す
る任意の二つの円の共通内接線の交点が同一点となることを示している。

この定理は、 「同人(鈴木) によって 『東京数学会社雑誌』 第1号(明治10年) に
投稿し発表された。これに答えたのが内田(五観)の論文となっている。また、
鈴木は本問の解を同誌第22号に、自身の手で発表している。」 18

§6. 鈴木の定理の応用

ここでは、鈴木の定理の応用について論じる。

(1) 関流 ・最上流論争の問題

右で、  1/r_{1}  +1/r_{3}  =1/r_{2}  +1/r_{4} が成立する。
証明は、鈴木の定理で二組の共通内接線が一致

している特別の場合であるので明らかである。

この問題は、和算における曲率の不変式を伴う
環円問題の先駆け的で記念碑的な問題であり最上

流が関流に先んじて取り上げ解義をもったとの会

田安明(1747‐1817)の言明のように、関流 ・最上流
論争の一端を担っている、と指摘されている19。

和算家の解義は、三平方の定理を駆使した証明
がなされている。

(2) 円に内接する四円の同一点共有問題

右図において、  1/r_{1}  +1/r_{3}  =1/r_{2}  +1/r_{4}
が成立する。

この場合は、(1)で内円が点に退化した場合であ
る。一見分かり にくいが、これも鈴木の定理の特
別の場合である。

18 2 (pp.213‐228) の小林龍彦論文.図8, 10, 11, 12もそこから使わせて頂いた.

19 2 (pp.213−228) のpp.220−221
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(3) 内田五観の問題

図12において、

 1/r_{1}  +1/r_{3}  =1/r_{2}  +1/r_{4} が成立する。

(証明)

右図で、点 O を反転中心、  R=\sqrt{OP_{1} \cdot OP_{2}} を反転
半径とする反転を考える。すると、その反転で外円

 C は不変であり、  C_{1}arrow西、  C_{2}arrow南、  C_{3}arrow東、  C_{4}arrow北に

変換される。そして、内円 C_{0} の像として円 ・東、西、南、北の外接円 C_{5} が存在
する。すると、鈴木の定理から件の不変式が成立する。

こちらは、鈴木の定理における最初の外円を新たな内円として外側に同様の
図形が描かれ、鈴木の定理から件の関係式が得られる。

先述と関連するが、これは鈴木の定理に答える形で、内田五観 (1805‐1882)

が 『東京数学会社雑誌』 第4号 (明治11年) へ投稿した論文中にある。内田た
ちはこの種の問題に強い関心を寄せ研究した。

Steiner chainで、内円が外円に内接する場合がPappus chainである。Steinerは
Steiner chainだけでなくPappus chainについても研究している。

Pappus chainにおいても、内円と外円との間の累円の中心は楕円上にあるの
で、上記の方法を適用することができる。Steiner はPappus chainにおいても別
の定理を示したが、Gabaの示した定理の特別の場合なので、ここではGabaの定
理20を取り上げる。Gabaは20世紀前半のアロべロスの研究者である。Gabaの定
理は 「20世紀のアルべロス研究の第一人者であるレオン ・バンコフは、このガ
バの定理を驚くべきものであると言っている。確かに大変興味深いものである
が、この定理はパップスの定理のように鮮やかに証明することができないため
か、あまり取り上げられることはないようで

ある。」 21
(4) Gabaの定理

図のようなPappus chain  \omega_{0},  \omega_{1},  \omega_{2},
 \cdots

を考える。  |OB|/|OA|=kが整数であると
20 M.G.Gaba: 「 On a Generalization of the

Arbelos」 , Am Math Monthly, Vol.47, No.1 (Jan., 1940),

19‐24. Steinerは、  |OB|/|OA|=1 の場合を考えたが、Gabaは1を  k として一般化した.

21 奥村博 ・渡邉雅之 : 『アルべロス 3つの半円がつくる幾何宇宙』 , 岩波書店,2010.pp.5‐6.

22 21のp.5の図を使わせて頂いた.
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き、  nm=k(k+1) ならば2円  \omega_{n} と  \omega_{m} の中心を結ぶ直線はAB に平行で、4円

 \gamma,  \omega_{n},  \omega_{m},  \beta  (n<m )の中心は等脚台形の頂点をなす。とくに  \gamma,  \omega_{k},  \omega_{k+1},

 \beta の中心は長方形の頂点をなす。

Gabaの定理ではPappus chainが想定されているが、累円の中心はPappus chainで
もSteiner chainでも楕円上にあるので、ここでは限定しないで考える。

まず、円  \omega_{n} の半径を  r_{n} , x座標を  \chi_{n} とする。2円  \omega_{n} と  \omega_{m} の中心を結ぶ直線

はAB に平行であるから、2円  \omega_{n} と  \omega_{m} の中心のy座標は等しい。2円  \omega_{n} と  \omega_{m}

の中心は楕円上にあるので、中心のy座標が等しいためには、二つの中心のx座
標がy軸対称であれば良い。

従って、  x_{n}+  x_{m}=  0 となる。
ここで、  x_{i}  =r_{0}-r+2r_{i}/2e を用いると、

 ( r_{0}-r+2?n/2e) + (r_{0}-r+2?m/2e) = 0

整理して、  r_{n}  +  r_{m}
 =  r

 -

 r_{0} . . . . . . . . . . . . . . . . . (☆)

(☆) を  r  -r_{n}
 =

 r_{0}  +  r_{m} と変形すれば、長方形と等脚台形の場合を表し

ていることが分かる (図13参照) 。

つまり、  r_{n}  +  r_{m}
 =  r

 -

 r_{0} が求める条件である。

§7. Steiner chain、池田の定理と鈴木の定理の関連について

§4で述べた池田の定理や剣持の定理の別
証は、反転で対応する二円の共通外接線の

交点が同一点となるSteiner chainの特徴を際
立たせているだけでなく、その点がSteiner

chainの円群の外相似の中心P となっているこ
とを示している。

そこで、二つの累円 C_{i},  C_{j} の共通外接線の
交点  B_{ij} のx座標を鈴木の定理の証明のように求めてみる。二つの累円を  C_{i}(r_{i)} 、

 C_{j}(r_{j)} とし,それぞれのx座標を  x_{i} 、  x_{j} とすると、交点  B_{ij} は線分 C_{j}C_{i} を  r_{j}:r_{i}に外分
するので、
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 x=(-r_{i}\cross x_{j}+r_{j}\cross x_{i})/r_{j}-r_{i}

 =\{-r_{i}\cross (r_{0}-r +2r_{j}/2e)+r_{j}\cross(r_{0}-r+2r_{i}/2e)\}/r_{j}-
r_{i}

 =r_{0}-r/2e

となり、  i と  j によらない定数となる。これは、任意の一組の累円の共通外接線
の交点が共線であることを示している。それぞれの交点が別々の反転の中心と
なる点であり、それらの点が全て直線 \ell上にある。なお、直線 \ell は円 C と  C_{0} の根
軸である。

また、鈴木の定理における共通内接線が共点となり、その点がSteiner chainの

円群の内相似の中心 Q となっている。この点は、池田の定理の不変式の導出と
深い関係があった。

従って、Steiner chainは外相似の中心と内相似の中心のある二重構造をもつ図
形であると言える。

我々は、それら二点を中心とした反転をす
ることによって、反転前後の図を不変とし証
明を容易にしたのである。実は、これが関連
する他の環円図形の証明簡略化につながる場

合が多いのである。これについては、改めて
論じる予定である。

以上、本稿では池田の定理 ・剣持の定理と
鈴木の定理を軸に平易な証明法とその他の問

題との関連性について論じた。ここでは、環
円問題をテーマに取り上げたが、テーマを例

えば相似、多角形、円、面積、体積、測量、

文様、江戸の暮らしなど小中高の教育課程に関連する小冊子にまとめていけ
れば、学校教育だけでなく生涯教育でも利用されるのではないだろうか。 こ

う して和算を題材とした書籍を手始めに和算を嗜む人々が増えていけば、和
算が国民の知的財産となっていくのではないかと考える。
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