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橋本伝兵衛正数とその伝書
HASHIMOTO Denbee Masakazu

and

his Mathematical note books

鈴木武雄*

Takeo Suzuki

Abstract

HASHIMOTO Denbee Masakazu is the first mathematician who understood and taught the
“Tengen‐jutsu” (“Tianyuan‐shu” method) . He has been recognized an originator ofthe advanced
mathematics in Kyoto and Osaka area. His son HASHIMOTO Yoshitaka and SAWAGUCHI
Kazuyuki are known as his pupils. It is said that SAWAGUCHI Kazuyuki’s book ofKokon Sampo‐
ki was also written by HASHIMOTO. Many questions in the Kokon Sampo‐ki weren’t solved by
the “Tengen‐jutsu” method. The first mathematician who solved these questions was SEKI
Takakazu, at his book ofHatsubi Sampo.

Neither the year of his birth nor the year of his death are known. According to historical

materials he was living from Kan’ei era(1624‐1644) to Meireki era(1655‐1658). He wasn’t awarrior
but the merchant class, conversely the Samurai warrior mathematicians, HISADA Gentetsu,
HOSHINO Sanenobu, and TAKEBE Katahiro who tried to understand the Suanxue Qimeng.

HASHIMOTO was respected as the firstpersonwho understood the Suanxue Qimengand spread
the Tengen‐jutsu”. Until now HASHIMOTO’s mathematics was almost unknown.

By this study whole ofHASHIMOTO and his works became clear.
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§ 1. 先行研究

戦前( * 1932‐1934)三上義夫が 『東洋学報』に 「関孝和の業績と京坂の算家並に支那の算
法との関係及び比較」 という長大な論文の一部に橋本伝兵正数のことを書いています。

1957年藤原松三郎は『明治前日本数学史 』第3巻,pp.375‐377)で『岡崎家文書集』と 『数
学紀聞』 にもとづいて 「京阪における数学」 として橋本正数について言及しています。
1963年平山諦は淡路の広田家に伝わった 『数学紀聞』 と広島高等師範学校教授新宮権次
郎が所蔵し、後に東北大学が収蔵した『中西流町見』『橋本流町見』に解説を附して孔版
復刻をしました。この二書は淡路の穂積伊助末葉播磨屋五兵衛に伝来したものです。ま

た平山諦著『増補訂正:関孝和』 (恒星社恒星閣,1974, pp.285‐289)の中で 「わが国の天元
術の始り」 として橋本伝兵衛正数について述べています。1974年山田悦郎が日本数学史

学会近畿支部編輯発行『和算』 (第8号)で近世大坂の案内記に記載された橋本正数を紹介
しています。2000年淡路の広田家当主広田文雄が 『「数学紀聞」を主題とした淡路島に関
与した和算』 を発行しました。2005年佐藤賢一著『近世日本数学史』の中で 「橋本流伝
書をめぐって」 を書いています。この中で4冊の橋本流伝書『當流算術誡訓書』 『當流算

術天元巻』 『牛角伝』 『當流算術難好伝』 ( *以下、佐藤本伝書)について詳細に検討を加え
ています。

以上の先行研究を見て分かることは、橋本伝兵衛正数についてその重要性にも関わら

ず、史料が少なく、ほとんど未解明といえます。先ず三上義夫と藤原松三郎は、『岡崎家

文書集』と 『数学紀聞』による橋本正数の存在を紹介するものでした。橋本正数の没年は
不明であったが、平山諦は天和三年(1683年)に没したと松崎利雄旧蔵本から推測しまし
た。山田悦郎は大坂案内記より元禄九年(1696年)にも生存の可能性を示唆しました。佐藤
賢一は、新たに発見された橋本流伝書により、橋本流数学の一端を明らかにしました。

§ 2. 松崎利雄旧蔵の橋本流伝書

本研究の目的は、橋本傳兵衛正数( *以下、橋本正数)についての原史料を調査研究する
ことです。本研究において、橋本正数についての最も重要な史料は、佐藤本伝書と全く同
じ伝書の別本4冊( *史料1. 橋本流伝書)です。この4冊の橋本流伝書は、もともと松崎
利雄が所蔵( *以下、松崎旧蔵本伝書) していたものです。既に平山諦著『増補訂正 :関孝
和』(恒星社恒星閣,昭和49年,pp.288‐289)で概略が書かれています。『當流算術指南書』

(史料  1 ‐ (1)  ) によって橋本流伝書の全体像が分かることです。もちろん、この目録に
は佐藤本伝書も松崎旧蔵本伝書も含まれています。このことから、橋本流伝書は、現存を
確認されているもの以外に20冊くらいはあったと思われます。また、今後発見される可
能性もあります。

何れにしましても、松崎旧蔵本伝書によって、橋本流算学の全貌が判明したことです。
京坂 (上方) の和算家の多くが橋本正数を彼らの流祖として尊敬していたことが頷けま
す。

東北大学所蔵の 『橋本流町見』 (史料2) は幅27 ㎝,長さ765 ㎝の巻子本で。非常に
丁寧に写本されています。日本学士院所蔵の広田家本に比較すると文字も図も正確で美
しく大嶋喜持の自筆本かもしれません。今後の比較研究が重要となります。
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§ 3. 橋本正数の活躍した時期

また、平山諦は前掲書の中で 『當流算術相傳書』 (史料  1 ‐ (2) ) にある 「先師 [割注
:待隣軒] 不慮而得此書」 から 「この相伝書は橋本正数の没後久留一郎右衛門正昆が代筆
して授けた物である。すなわち天和3年(1683)には橋本正数はすでに没していたことを知
る。」 とあります。 ( * これに関係するのは『古版大坂案内記集成』 (史料5) です。)

『数学紀聞』 にある 「寛永明暦之比」 という文言は、橋本正数が寛永年間から明暦年間
の頃に大坂で算者として活躍したことを示しています。寛永元年は西暦1624年で、明暦
3年は西暦1657年です。この間33年もあります。橋本正数が何歳で死去したのかも分か
りませんが、算者として活躍したのは20年位と考えると、寛永14年(1637年)頃から明
暦3年(1657年)頃まで活躍したと考えられます。橋本正数が没したのは、寛文年間(1661
年~1673年) と考えられます。史料『古版大坂案内記』の刊行年、延宝7年(1679年)に掲
載された時期は、橋本正数は死去していたと思われます。『古版大坂案内記』にある4冊
の史料の刊行年は偶然のことか、すべて延宝7年(1679年)です。これに掲載されている当
時著名な医者であった古林見宜に注目してみます。彼は明暦3年(1657年)に死去してい
ます。すなわち、『古版大坂案内記』に掲載された人名で、著名な人物は死去していても
掲載されている実例です。橋本正数は算者として著名であり最初に記載されています。
橋本正数と古林見宜と同じような扱いで掲載されていると考えられます。

以上のことから、橋本正数は寛永の中頃から明暦にかけて大坂で著名な算者として活
躍し、寛文年間には死去していたと推定できるのです。

§ 4. 橋本流伝書と大嶋喜持芝蘭

佐藤本伝書と松崎旧蔵本伝書以外の『橋本流町見』『数学紀聞』 『見盤』『遠候書』 『岡
崎家文書集』はすべて大嶋喜持芝蘭( *以下、大嶋喜持)が関わったものです。逆に言えば、
大嶋喜持が関わらない算書は佐藤本伝書と松崎旧蔵本伝書しか発見されていません。橋
本正数の息子であり弟子であった橋本吉隆や沢口一之の伝書は多数あったはずでありま
すが、発見されていません。

いずれにしろ橋本正数とその伝書について大嶋喜持の役割は大きいものがあります。
大嶋喜持についての基本史料は廣田文雄『 「数学紀聞」 を主題とした 「淡路島に関与した
和算」 』 にあります。特に、その中にある大嶋喜持の墓碣文は重要です。大嶋喜持は大坂
船場の裕福な呉服商の嫡男として生まれています。生年は不詳でありますが、享保十八

年 (1733年)四月十三日に淡路島の広田家で死去しています。算学や天文暦学を前田憲舎
予、島田尚政、中根元圭、建部賢弘に学んでいます。

一方『平野庸脩翁数学免許状』(日本学士院蔵)には、大嶋喜持への系統を5つに分けて
示しています。

 \circ初伝 橋本傳兵衛正数 arrow古市算助正信 arrow大嶋善右衛門喜持
 \circ二伝 中西十太夫正好 arrow村上佐助義寄 arrow大嶋善右衛門喜持
 \circ三伝 橋本傳兵衛正数 arrow橋本平右衛門吉隆 arrow田中十郎平衛吉真 arrow喜多新七郎治伯 arrow

大嶋善右衛門喜持
 \circ四伝 嶋田源右衛門尚政 arrow大嶋善右衛門喜持
 \circ五伝 関新助孝和 arrow建部彦次郎賢弘 arrow中根上右衛門璋 arrow大嶋善右衛門喜持
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末に 「享保十四年乙酉年十月吉日 大嶋善右衛門」 とあります。
以上のように大嶋喜持自身は、5つの系統から算学や測量術 (町見術) 、天文暦法を伝

授されていたと主張しています。

大嶋喜持芝蘭撰『諸盤術』 (日本学士院蔵、広田家寄贈本)の見盤図説跋に上記と同じ系
統に橋本正数に興味あることが書かれています。

「住大坂川崎以算術鳴世於。本邦初達朱世傑之天元術之士也。正数與其門人大坂鳥屋
町之住人澤口三郎左衞門一之相共作『古今算法記』行于世此。本邦以天元術著書之始也
以伝橋本吉隆於大坂而終。沢口一之後住京都出水、号沢口宗隠終京師。」

とあります。『遠候書』 (日本学士院蔵、広田家寄贈本)にもほぼ同じ文言があります。
すなわち、非常に重要なことに『古今算法記』(寛文10年,西暦1670年刊)は橋本正数

と沢口一之の共著であると書かれていることです。ところが、『古今算法記』の序文、本
文、跋文にも橋本正数の名前はありません。不思議なことです。おそらく、京坂 (上方)

において大嶋喜持を含めて多くの和算家の間では 『古今算法記』は橋本正数の関与があ
ったことが伝わっていたのでしょう。沢口一之にすれば、当時著作権などもありません

し、おそらく寛文10年(1670年)以前に橋本正数は死去していたと思われますから、問題
にならなかったかもしれません。

§ 5. 『大坂案内記』に掲載された橋本傳兵衛正数の動静およ び身分

史料5. 『古版大坂案内記集成』所収の『懐中難波すゞめ』 『増補難波すゞめ跡追』『難
波鶴』『難波鶴跡追』『難波丸』に橋本伝兵衛正数の名が記されています。山田悦郎の論
説では『増補難波すゞめ跡追』『難波鶴跡追』の2冊が調査されていません。この2冊は
新しく調査の対象となった案内記です。ただし、これら案内記に橋本伝兵衛正数の名が
記載されていたからといって必ずしも生存していたとは云えません。

その一例として、江戸時代初期の名医として知られていた古林見宜があります。『懐中
難波すゞめ』 (延宝7年( * 1679年)3月刊)に 「大医北聚楽町古林見宜( *明暦3年(1657年)
歿 ) とあり、明らかに古林見宜は死去しています。しかも、他の4種の案内記にも古林見
宜の名があり、おそらく古林見宜は有名人であったから名を記載した可能性があります。
その意味でも、橋本傳兵衛正数の名も同じとも考えられます。すなわち、『難波丸』(元
禄9年( * 1696年)4月刊)まで橋本傳兵衛正数が生存していたとは考えられません。

また、橋本正数に 「手代」 とあります。一般的に 「手代」 は 武家 (奉行、郡代、代官)
の下役人と商家の使用人がありました。『古版大坂案内記集成』を通覧すると、最初に武
家があり、商家や町人は後半に記載されています。橋本正数の名前は、後半の町人の部分
に書かれていることから、商家の手代であったと思われます。すなわち、橋本正数は町人
階級に属していたと思われます。橋本正数や大嶋喜持を含めて京坂 (上方) の和算家の多
くは町人階級に属していたと思われます。ただ、村上義寄は 武士であったが、浪人となっ

ています。もともと村上義寄は備中松山藩水谷家の200石取りの物頭でありました。し

かし、水谷家が元禄6年(1693年)徐封となった結果、村上義寄は浪人となっています。村
上義寄の息子が鬼才久留島義太です。中根元圭は京都の金座の役人でした。
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§ 6. まとめ

橋本伝兵衛正数の伝書の末に 「松庭朱世傑先生」 とあるように、『算学啓蒙』の著者で
ある朱世傑を 「先生」 と書き示し、『算学啓蒙』を読み解き天元術を会得したことを自認
しています。また、橋本正数は町人達が隆盛を誇った大坂に居住し、弟子達に天元術を伝
えたことは、京坂 (上方) における数学のレベルを一気に高めたことになります。橋本正
数が大坂で町人階級に属していたと思われることは、庶民レベルにおける数学の高度化
を促進しました。その結果が世界数学史上において最初に行列式について刊行した井関
知辰『算法発揮』などになったと思われます。『算法発揮』の序文は『大坂案内記』に「俳
諧点者 鎚屋町道修町西 岡西惟中( *正徳元年(1711年)歿)」 とある岡西惟中であったこ
とも大坂の庶民階級との繋がりを示しています。

以上のように、日本における和算の高度化が京坂 (上方) で庶民階級から始まったこと
は、その後の和算史において非常に重要な視点となります。『古今算法記』の遺題を解い
たのが関孝和『発微算法』です。このことにより京坂 (上方) から江戸 (関東) の武士階
級に高度な数学が伝播したことになりました。『竪該録』の著者である今村知商が京坂か
ら関東へ移り、『九数算法』 『九数算法附録』の著者の嶋田貞継も京都で和算を学 び会津
に広めました。これらのことは、文化史的な流れからも自然なことでした。

【史

1. 橋本流伝書 (  *松崎利雄旧蔵本)

(1) 『當流算術指南書』

 \triangle第一指南之次第之事

 \circ先ツ以ニ算法標準書面之通ヲ一可レ有ニ

指南一者也但衍‐文錯‐簡等可レ被ル

レ改レ之侯也至二開方門一而今自ニ在

於天元一ヲ一亦タ反‐覆メ而自リニ縦横因

法門立ヲニ天元一一以テ可レ有レ指ニ南之

者也右之後以ニ十一傳授ヲ一可レ有

相ニ傳之ヲ一者也

 \circ算學数数至テニ于極處ニ一而得其妙

術則傳之者也

 \circ於右之内有幗望即以他學可

有相授者也

 \triangle第二巻物之事

 \circ誡訓書

為師弟之約日先而可渡此書者也

 \circ圓率訣疑

學者於圓率為不審則可授之者乎

料】

 \circ陰巻

教標準以至田畝形假門則可授之也

 \circ方程本術

方程正負之術指南之俊可授之者也

 \circ奥書 皆録也

標準十一徧指南之後可加之也

 \circ難好傳記

 \circ聞見録

 \circ陽巻

 \circ相傳書

 \circ天元巻

右之五巻與奥書同時可傳之也

 \circ傳授巻

十一傳授之後可傳之者也

 \circ秘傳巻

 \circ牛角傳

 \circ極意書

右三館相傳之次第可依學者之眞志乎

 \circ免状 印可之定可取誓紙者也
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算學漸見於至于極處則好以

難問而其答術得竒妙則次之

亦可以無算之難問 [割注:其術式如難好

傳記]

而能達無算之理則可授免状

者也此時則可渡此指南書者也

 \circ印可 定之可取誓紙者也

算學積年数理有餘活術竒妙

則可授之取以 輕忽焉

 \circ第三學者之事

 \circ算法標準

當流算術至始中終皆此書ツ以

令勒學者也

 \circ圖解

 \cdot 天元術成就之後可授之者也

誡曰不加奥書於標準己前

者書物等授弟子以正負之

術教末弟甚以可誡之者也

 \triangle十露盤之指南之次第

 \circ傳曰自八算乗除之術而及開乎

開方法可教之者也

 \triangle巻物之事

 \circ誡訓書

(2) 『當流算術相傳書』

當流算術相傳書

久留市右衛門尉正昆徧撰

予竊考算術之仍所起其源曠

遠玄妙而難測知然察所以為

道之道則無不数理必詳明也

所謂道即数数即道此両物同

出而異名耳依可圖洛書之圖

而宜窮数之隠微者歟焉然後

逮于人代如伏義氏之卦畫周

公且之九章皆所以顕道数之

一理也自時厥後雖如劉徽張

以無用之條数可除去之者也

 \circ圓率訣疑

 \circ陰巻

 \circ難好傳記 但シ可依取望者也

 \circ秘傳巻

右之外一切不可含見處者也

 \circ免状

 \cdot 右者當其時而錯文以可授之者也

右者傳授之次第當流之趣如此也

雖然其志越于千人其學秀千万人

徒者可為此掟之外者哉然不見

學者之誠否而 乱此掟矣

 \circ印可者免之有限量之定取於

免状之以印可以以前三人印

可以後御人合芸八人一生之

内不可者此外者也至道継之

家嫡者此外也穴賢云々

松庭朱世傑先

生

号待隣軒

橋本傳兵衛尉

天和三年癸亥暦涼月月 正数 (花押)

多田八右衛門 (花押)

丘逮以當道鳴于世者簡簡有

之或不能考辨道与数其根一

或雖覚知之及立其法術則多

以不合實理或且明真術者蓋

復有之巾昔哉不傳末世也于此

松庭朱君子始立天元一以覚

道数之合理述作算法標準以

明数學之隠微可謂算道之聖

者哉矣須朱君子与劉沖淳張

之徒非同日之論焉而後此書

漸雖度本朝然知所以為天元

一者少而不行于世不知其幾
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何年矣於其間或用之者数多

雖左之何不諭本理専我慢而

論天元一曰識得之者巳一人

也誠以無鳥之蝙蝠井蛙之大

海可笑之甚者乎然先師 [割注 :待隣軒]

不慮而得此書毎閲之以一知

萬以端察奥甚以如通神明者

弥玩之蓋亦有年而後終以發

明所以為天元一焉然彼一書

之内或衍文錯簡或不用迂遠

慮以求索衍闕於餘意考出別

術於未論而令發見朱君子之

微意昭然如得明玉於泥中矣

嗚呼竒哉妙哉既亦作為一書

以授弟子曰名算法圖解真以

(3) 『當流算術相傳巻』

當流算術秘傳巻

今有一城乞兵粮七万八千四

百石依之以送於兵粮米其行

程一十二月也以為山路之?

岨如不能牛馬之足力故屓于

人夫而送之只云毎人可今屓

粮米三豆斗也就考其飯米則毎

人五合宛也亦云領
 *

粮米之内

減人夫飯米故従重於日数有

無用之人夫矣令此無用之人

夫皆以可還于本国其飯米又

五合宛也問本出米幾何

 \cdot 答曰一十二万石

 \circ術曰置七万八千四百石以

出米立乗之以入米率除之

得本出米也反覆而可知入

米者也其術即有左之率傳也

 \circ率 ・出米一十八石

 \cdot 入米一十一石七豆斗

其功之高大比之則不可立朱

君子之左者也於是愚謂此道

之傳來必及末年有遺失乎故

作此書以授為門弟子者欲令

我流之算術相傳千万歳而己

于時天和弟三昭陽大渕献暦

猛春水澤腹堅侯弟二日鼡石庵

正昆誌焉

相傳次第

太極

松庭朱世傑先生

号待隣軒

橋本傳兵衛尉

天和三癸亥暦涼月月 正数 (花押)

多田八右衛門 (花押)

六舛

求率傳云先置三豆斗以五合除

之得人率六十人亦以三豆斗乗

之得出米率也置六十人以五

合乗之得三豆斗身外加一 [割注:道月数一

十二日之内減一日也] 得三斛三豆斗寄位

列出米率内減寄位餘得一十

四石七豆斗寄左列寄左以三豆斗

而一得四十九人以五合乗之

得二豆斗四舛五合身外加二 [割注:道中

日数] 得二石九豆斗四舛以減寄左

餘即入米率也猶以口傳左之矣

十露盤之傳

今有銀九十九万九十九百九

十九億八千萬令令令令令令

一両欲分九百九十九萬九十

九百九十九人毎人問幾何

 \circ答曰 ・九十九萬九千

九百九十九両

 \circ術曰先置一両以云人数乗
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之得数加有銀為實以云人

数為法除實毎人得一千萬

両内減一両合門

 \circ傳曰 十露盤之乗玉一則

難為於此術蓋世以為難算

乎故顕今此傳以此一術推

餘術則可有無量之新術也

又曰右之算乗之則自左可乗

之然則乗除往来之術必以可

(4) 『當流算術陽巻』

方程正負本術

今有羅四尺綾五尺絹六尺置

銭一貫二百一十九文羅五尺

綾六尺絹四尺直銭一貫二百

六十八文羅六尺綾四尺絹五

尺直銭一貫二百六十三文問

羅綾絹尺價各幾何 答曰羅

九十八文 綾八十五文 絹

六十七文

(以下略)

為自在于盤上者也

右三巻之學者當流之趣令

相傳之畢此上之別術口傳

或學者秘書等於有于真志

以積日可令相傳之者也足

下之算術為修行附之仍如件

松庭朱世傑先生

号待隣軒

天和三癸亥暦涼月月 正数 (花押)

多田八右衛門 (花押)

2. 橋本流町見 (  *巻子 ;幅27 ㎝,長さ765  ㎝) 東北大学蔵

「橋本流町見 見盤丁見 平見」

 <中略 >

「丁見奥書」

「右見盤圖者予自壮年之時数学志メ修業スル事多年故徧明師従テ学之或名ハ大ニ異ト云トモ其術相同者

多ク或ハ彼家有テ此家ニ無キ術ナトモ有故ニ橋本正数門葉二家中西正好ノ傳ヲ委ク学得テ之ヲ校合シテ見

盤丁見ト名ク。右傳授ノ系ハ左ニ記ス。

享保九甲辰年九月吉日 浪華隠士 大嶋喜持芝蘭識 」

 \circ中西十太夫正好 是ハ江府ニ名高キ人也。久シク浪人シ テ糀町ニ居住シテ数学ノ指南ヲス。本庄因幡守様

エ被召出、録二百石中西善太夫正好ト云。其終ル所ハ不知。正好ヨリ村上義寄ニ傳フ。

 \circ村上佐助義寄 是備中松山ノ城主水谷左京殿ニテ物頭ヲ勉シ人也 。終ニ水谷落居ノ後大阪南久宝寺町筋

ノ谷町ニ居住ス。其後江府ニ下リ惣髪ニ成、氏名ヲ改岡野散木ト云。大名六家ニ立入テ仕官ヲセス。江戸ニ

終ル。村上義寄ヨク大嶋喜持ニ傳フ。

 \circ大嶋善右衛門喜持 是ハ大坂 平野佐市郎ニ傳フ。

 \circ平野佐市郎 是ハ播州加古郡平津村住人 宝暦九巳卯四月日ニ吉田周長ニ傳フ。

 \circ吉田安兵衛周長 是ハ播州姫路材木町住人
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「芝蘭云 橋本正数ノ二流ヲ悉ク学フニ少ツ ヽ名ナトモ違ヒシコトモアリ又、橋本吉隆ノ方ニ有コトニ

古市正信方ニ無クコトアリ、又古市正信方ニ有テ、愚按ニ両家其始正数ヨリ傳授スル所ハ一ナリ。各了簡ヲ

甘テ後ニ増補スルト見エタリ。名ハ異ナレトモ術ハ等シ。江戸中西流ハ一流。別ニ有テ江戸ニテ中西流ト名

ク。其秘事スル也。余懇望故村上義寄ノ弟子トナリ委ク学ヒ面上ヲ受。中西江ハ何レノ者傳ヘシヤ其所以ハ

知ラサレトモ其術ハ橋本正数ノ傳ニ少ニ違フコトナシ。名ハ甚異ナル 者多シ。然トモ其術ハ一也。中西流

ヲ学ヒコンハスガロウウトノ事モ能知レトモ其所ハ橋本正数ノ傳ヨキ也。又見當ノ仕方中西流其吉シ。丁見

ハイソキワサニスル 物ニ非ス。然ハ違フマテモ委ク念ヲ入テ不違ヤウニスルカヨキ也。何程早術有モ違フト

キ何ノ益カアラン。

大島喜持識

右丁見之巻者甚秘事也。従雖懇望神文之上非新實猥 赦披見

大嶋喜持芝蘭在判 」

3. 淡路広田家文書及び算書( * 『数学紀聞』及び大島喜持の算書) 日本学士院蔵

(1) 『数学紀聞』 (下,3丁裏) 「寛永明暦之比」

「日本ニテ天元之祖ハ大坂川﨑之手代橋本傳兵衛候蓋啓蒙ニヨツテ候」

(2) 『見盤

「予(  *大島喜持) 古市正信喜多治伯之二傳ヲ考ルニ古市方ニ有テ喜多方二無事アリ。又喜多方ニ有テ

古市方ニ無キ事モアリ。名ノ違シモアリ按ニ両家共ニ正数ヨリ傳授スル所ハ一也渡来各増補スル ナラン。
中西流ハ別ニ一流也。江戸ニテ甚秘事スル也。余村上義寄ニ学ンテ其傳ヲ得タリ。中西ハ何レヨリ傳来セ
シヤ。其元ハ不レ知其術ハ橋本正数ノ傳ニ少モ違ハス。名ハ異ナレドモ術ハ一ツ也。中西流ニハ算ヲ不用」

(3) 『遠候書』 (  *乾。18丁裏~19丁表)
「橋本流丁見之傳」

「橋本傳兵衛正数 是ハ大坂川崎ニ居住シ世ニ名高算師也。本邦ニテ朱世傑ノ天元ヲ初テ自由ニ遺始

シ人也。正数門人嶋屋町ノ住人澤口三郎左衛門一之。正数ト相交古今算法記ヲシルシ テ世ニ廣タ。是本邦ニ

テ天元術ヲ自由ニスルノ始也。大坂ニテ終。偖傳兵衛正数丁見橋本吉隆ニ傳 。澤口一之ハ 後京都出水ニ居ス。

名ヲ改沢口宗隠ト云。京都ニテ終。橋本正数ハ大阪ニテ終。」

「橋本平右衛門吉隆 是ハ京都二条通ニ居住ス。最名高人也。世ニ算法明解ヲ著ス。暦学ニモ達、弟

子田中吉眞ニ傳、丁見ヲ喜多氏ニモ傳。」

4. 岡崎家文書集 ( *9 丁表) 日本学士院蔵

「橋本流町見 橋本傳兵衛正数」

「我流ヲ用ユル 大坂川崎ニ居住算術ヲ以テ其名高ク本傳ヲ朱世傑ノ天元術ヲ始タル人。古今算

法記天元術町見橋本平左衛門へ相傳フ。」

5. 『懐中難波すゞめ』 『増補難波すゞめ跡追』『難波鶴』『難波鶴跡追』『難波丸』  (* 『古版大坂案内記

集成』)
(1) 『懐中難波すゞめ』 (延宝7年( *1679年)3月刊)

84丁裏 算者 川崎 橋本傳兵衛

今橋筋 算助( *古市算助正信)

八間屋 又兵衛
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( *比較参考者) 大医 北聚楽町 古林見宜( *明暦3年(1657年)歿)

連歌師 天満 西山宗因( *天和2年(1682年)歿)
同 西山宗春( *享保8年(1723年)歿)

俳諧点者 道修町西 岡西惟中( *正徳元年(1711年)歿)

(2) 『増補難波すゞめ跡追』 (延宝7年( *1679年)5月刊)

94丁裏 算者 川崎 橋本傳兵衛

今橋筋 算助( *古市算助正信)

大工町 天引平右衛門( *橋本吉隆)

( *比較参考者) 大医 北聚楽町 古林見宜( *明暦3年(1657年)歿)

連歌師 天満 西山宗因( *天和2年(1682年) 歿)

俳諧点者 鑓屋町 井原西鶴( *元禄6年(1693年) 歿)

道修町西 岡西惟中( *正徳元年(1711年) 歿)

(3) 『難波鶴』(延宝7年(  *1679年)7月刊)
83丁裏 算者 川崎 橋本傳兵衛

今橋筋 算助( *古市算助正信)

八間屋 又兵衛

( *比較参考者) 大医 北聚楽町 古林見宜( *明暦3年(1657年)歿)

俳諧点者 鑓屋町 井原西鶴( *元禄6年(1693年)歿)

道修町西 岡西惟中( *正徳元年(1711年)歿)

(4) 『難波鶴跡追』(延宝7年( *1679年)8月刊)
115丁裏 算者 川崎 橋本傳兵衛

今橋筋 算助( *古市算助正信)

八間屋 又兵衛

( *比較参考者) 連歌師 天満 西山宗因( *天和2年(1682年)歿)

大医 北聚楽町 古林見宜( *明暦3年(1657年)歿)

(5) 『難波丸』(元禄9年(  *1696年)4月刊)
85丁表 算者 川崎 橋本傳兵衛

道頓堀 古市算助( *古市算助正信)

北久太郎町 尾上小左衛門

大工町 天引平右衛門( *橋本吉隆)

初米や町今境ニス 亀や半右衛門

心斎橋筋 本や平兵衛

( *比較参考者) 医者 仙坊ト号ス 古林見宜( *明暦3年(1657年)歿)

外科 かごや町 鳩野宗巴( *元禄10年(1697年)歿)




