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琉球における算術の研究（１）
－わら算（結縄算)－
小田切忠人*＊

金城松栄*＊

AStudyofArithmeticinRyukyu(1)＊
－Warazan（RyukyuanKnottedCords)－

MatsueiKINJo*＊TadatoKoTAGIRI*＊

わが'１で，初めて文献に算という言葉がでたのは，孝

Ｉ．はじめに

徳天皇（36年）の大化二年（646年）の詔の中にある

わら算（結繩算）は，今日，日常的にはほとんど１W減
している。そこで，可能な限り資料を発掘し，記録・保

｢強く絆〈聡敏にして書算I笠なる者を主政主帳とせよ・，
ｺワゾョ

I2XIjl

l二おし､てとのことである。

また。８世紀の初めには，ｆt族の学校である大学寮が

存することを第一義として
（１）古老へのインタビュー

でき，そこには数学を教える算博士（２人）と数学を教

（２）｜[1家，公民館，IZliMF館などにある資料の調Ilf

わる算生（30人）かいて，教科１１$は中国の数学書（九章

（３）先行研究者の資料収樂

算術，海鳥算経など）を使い，iil･算は中国古代の計算具

そして，収集した資料をもとに，結繩による数ｈｔ表現

である、[木を(吏ったようである。

（2K:ｌｉ

さて、「サンミン」についてだが，「ｓａＮｔｕｊｕＮ」

法と計算方法とを明らかにし，分類・雛理することが研

（ｓａＮをとって数える。または，数える｡）と「沖繩語

究の目的である。

辞』I↓」にあるように，サンミンの「サン」が算木の｢算」

ＩＬ歴史的背景

であることは明らかなことである。これは，中国語の算

１，サンミン考

（suan）が転訓して「サン」になったと考えられる。

「計算」を意味する沖繩の方言の「サンミン」のii冊源

「ミン」については算木（suan-mu）の木（ｍｕ）と思
いがちだが，（ｍｕ）が(ｍin)に変化することは、ｉＷｉ縮さ

は何か。それを考えてみる。
沖繩の文化は中国と本土との交流をぬきにしては好え

れて高菜がかわっていく傾lﾌﾞﾘから，考えられない。

られない。歴史の本によれば，沖繩と['１国とは古く（唐

多くの古老の説IﾘIでは，「数える」という方言は「ユ

の時代以前？）から，本土とは大和時代（606年頃）から

ムン」だから，「ミン」は「ユムン」が変化したものだ

交流があったのではないかといわれている。

とのことだが，これとて，「ユム」が「ミ」に変わるこ

沖繩で，いつの時代になって６本ここのことを大fI1，中

とはありえない。

「数える＿という意味で「ミン」に音韻が変化する方

国のことを1W『とよんでいるのは，その橘こりのようであ

箇はない。そこで，中国語との関係を調べると，

る。

中国における数学の始まりは黄帝（紀元前3000年）の

時代で，「史記」の勝諜の注に，「隷筒は数を作るＵと
（１リ

命（ｍing）：はかる。［職ＩＭＵ命、計也
算命：①はかり考えて百'|；を命ずること。

［注］先立算数以命百事也

あるそうである。

中一Ｌ

②jQI1命をうらなうこと。又，うらない。
・本研究は11(1N154年度、文部行・Ｉ;}学研究１１１、一般ljf死(、）によるもの

その人の生れた年月日の干支によってそ

の迎命を推測すること。唐の李臘中に始

である。
ooColl・ＣＩＥ｡(L・Univ、oftheRyukyus．

まるという。
－１－
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（７）

ん」と述べているように，ｉ中繩における文字や数字によ

［大漢和辞典巻八］
算命：運命判断（をする）

る記録を知らない庶民が生活の必要上から考え出した，

命分(mingfen）：分数計算

いわゆる“生活の知恵”による産物だと考えている。

［中日大辞典］
よって，「ミン」は中国語の命（ｍing)が転誰したも

初め作られたものは，図１のようなものではなかった
かと思われる。

のと思う。以上のことから，「サンミン」の語源は「算
を数える」ことを意味する中国語の算命(suan‐ｍing)か
らきたものと考えている。
２藁算の歴史

(1)藁算の呼称

藁算（ワラ算，バラ算（宮古））は結繩算のことで，
繩を結ぶことによって，数の計算または記録として使っ
た用具である。

材料が藁であったことから，藁算とよぶようになった

／〈

が，藁以外に阿旦の気根，蘭など繩をなえるものであれ
（`lX5）

|ま，それらで作ったすべてのものを「ワラ算」といって
いた。

（２）藁算のおこり

「易経」繋辞下伝に「上古は結繩して始まる。後世の聖
（１）
人これに易うる'こ書契をもってす。」とあり，また,｢沖
繩の結繩は，古代ペルーのインカのよく知られているキ

図１（沖縄結繩考より転載）

（４）

￣ブスにも'上せらるべき存在であってＪとあるが，これ
らとの関連はないであろう。

（３）わら算はなぜ滅びたか。

わら算が滅びたのは人頭税の廃止（明治36年）による

灘

表１児童の就学率（沖繩県政 50年より転
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ら，1477年と1637年の間にできたものではなかろうか。
それも，田代が「恐らく土民の発明に出づるものなら

賑nJfli『
2.47％

■■●

税制度になってから「わら算」が盛んになったようだか

1,859人

。。０

あれば目にとまったはずである。それに，1637年の人頭

児童実数

17年

９

を解さないといっているので，「わら算」ごときものｶｾﾞ

明治

５

の見聞記によると，与那国に半年間滞在し，島民は文字
（６）

就学率

■■□●■●■■

着した朝鮮人の与那国から那覇へと滞在した約２か年間

児童実数

５５７６

なぜなら，尚真王が即位した年(1477年)の与那国に漂

明治

１４２１。。
３４４５７

わら算の説明

学１
』帆１
紋

鍵蕊曇

…菫

鱒蝋

よりも，教育の効果が出はじめたからだと解釈するほう

が自然ではなかろうか。
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竹富島では昭和12年にわら算を焼却したそうだが，孫

l111Illl1I1lIll1l蕊１１三PTV

のソロバンの結果が正しいのにビックリしていた老人が

多かったとのことであった。お年寄りが学問には勝てな

いと悟ったから，焼却に応じたと思う。わら算はソロバ

ンの前では消滅する文化てあったのだろう。

３．現存するわら算（氏子算）
文化というものなのか，単なる習慣だったのか，ある

いは，「背に腹はかえられない」ことだったのか，昭和
４４．５年頃まで，－老婆が生存中，雑貨店を経営し，わ

､鋪､Hﾄﾞﾂﾐｨj3ljl

ら算て､金銭の勘定をしていたことを耳にしたが，今はた

だその様子を想像するだけである。この老婆のような方
がひょっとしたら沖繩のどこかにいるかも知れない。し

かし，今日ては日常生活でのわら算の用途は完全に消滅
している。

須藤が彼の箸，「沖繩の数学」で，「氏子算は，伝統

図３

形式を尊重する祭事に関するものだけに，まわりの文化
の変貌ないし進展のうちにあって，生き延びる可能性の

ＩＩＬ藁算の文法一数量標の構成規則

あることは不思議はない」と述べているように，氏子算

（rI21）

は完全に昔のま、のものは少なくなったようだが，形式
的なものだけは今後も継承されるものと思われる。

図２は，本部町字辺名地のシヌグイ祭で，神前にささ
げられた昔ながらの「氏子算」て､ある。

氏子算

藁算（ワラザン，バラザン，パラサン，･･･）は前節で
述べられているように明治期まで，沖繩県下諸島の庶民
（ｔｌｉ２）（４）(５）（７）（８）（９）(10)(11）（12）

の間で広く使用されていた。そして，その形1犬は様々で，
その用途・種類は沖繩県下諸島全体ではすべてをここに枚

このサンは部落の全人口（長男の家族の場合は他郷に

挙することがてきないほど彪雑である。ところが，数量

あるものすべてを含む）を２つの班に分け，各戸毎に人

記録および数量計算に用いられる藁算の文法（ここでは

数を繩に結んだものて､ある。

特に数量標の構成規則のこと）上のアイディアは，次の

現在は各戸から米一合とそれに家族数分の各一合を徴

収し，その米で神酒をつくり，氏子の健康と部落の発展

三つにまとめることができる。（それぞれ，Ｄタイプ，

ＤＦタイプ，Ｏタイプと便宜上名付ける｡）

を祈願するために神へ奉納するとのことである。

〔Ｄタイプ〕

「十」・「百」・「千」……の標，また「－升」・

図３．も氏子算である。

「－斗」・「－俵」の標など，位の異なる標を用いるア

灘

イテオア。

例えば，図４において，第一座の単繩一条が「百｣，

11iliIlH1liiiiiHiiiliiii

、

図２氏子算（カラー沖繩のまつりより転載）
図４
－３－
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図５

図７

〔、Ｆタイプ〕

Ｄタイプに加えて「五」の標を用いるアイディア。
図５の結び方は「『五』結び」とⅡ平ばれ，この結び方
が通常「五」や「五十（十が五）」などの標として用
いられてきた。

例えば，図６の藁算はｒ79円」ということになるの
である。

〔Ｏタイプ〕

「五」の標はもとより、「十」や「百」の標をも１１１い
ず，相当する数1ｋ分だけ藁茎あるいは結び目を揃える

図６

第二座の折り曲げられた単茎１本が「十」，第三座の

というアイテオア

単茎１本が「－－ｊである。このとき，図４の蕊算は「５

図７は，例えば人の員数について語られているとき

２７」を表し，その蕊算が砂糖の量を表しているとき，

「12名」のことで，戸数について語られているときは

(単茎１本が砂糖一挺のことであるとして）同蕊算は｢砂

「12戸」のことである。

糖５２７挺」を表す。
また．例えば、

の折りＩＩＩｌげられた
本が米一升のこと

』２

｢米５イi２斗７升」

旬

～￣－ウー

鯵へ.
シ乙邑

q･■●｣

〆

5雪空に

別
.=

－－－

Ⅱ０
三■■

菱二議譲

罰一、印卜

■･~■￣

￣■▼

扇島篭一

憲篭騨藝

．〔凹瓜血》

図刮
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以下では筆者らが収集した資料をもとに，上の三つの

数量標構成のアイディアを順を追って見る。
ＩＤタイプについて
（注３）

図８｜ま，主に「計算機」として用いられたものと考え

られる。単茎１本が「一」ならば，単繩１本は「十」で
ある。だから，このタイプは，十進位取りの原理が数量
の呼称を介して反映したものである。そして，このＤタ

イプのアイディアは半端な数量にも例外なく下図（図９，
図10）のように適用される。
ＺＤＦタイプ

(注４）

銭で蓬騨離職僻：

図1０

を「十」結びという。

5,鷲慰
秤鶴畷糠》’

ili1蕊議;蕊'1露Ｉｌｉｌ

万の位

謡浜屏

千の位

蝉1t鞆r=､i忠

ili li1l lMlil il i i1l1l1i1ili1I'１
iii篝iiiiii1ii

百の位
一の位十の位
図９

図1１
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慰談盤

Ｉ鑿臺ｌＬ=lL1lllLiLiMjL図1３
（ji25）

金&戈算

上図（図１２）のとおり
（iji6）

舛目算

｣二図（図13）のとおり

なお，「七｣の標として,〃のかわりに,イも用い

られる。ともに，「五」と「二」て.「七」という認識て゛
ある。（「Ｊ１.」から「－」とって「四」というのもある｡）
（１３）

３０タイプ

氏子算，戸数算，人口算，人夫算などと名づけられる

図1４

藁算は，戸数や人数を－戸ずつ，あるいは－人ずつ数え，

出、欠席や労役義務を点検するときに用いられる「サン」

あるのかということを直感的に判断するには，明らかに

て．ある。明らかに，点検・点呼のための蕊算はｏタイプ・

ＤＦタイプが他に較べて優れている。Ｏタイプの藁算に

て､なくてはならない。

よって表現された数量を具体的に知るには，「いち，に，

1979年５月に石垣市登野城の「雨乞い」て使用された
（ｉｔ８）

蕊算(図'4)はoﾀｲﾌﾟで,()は｢街路｣を表しているか

ら,今日流の言い方をすれば「－丁目の戸数は何戸」「二

丁目の戸数は何戸」……を記した戸籍簿なのである。

ざん，……」と1唱え上げなければならない。ところがそ
の一方て．，点呼・点検などの作業をＯタイプの藁算を使

用して行えば実に機械的に，従って簡単にできるのに，

ＤＦタイプて･はそうはいかない。

（注９）

また，先述ざｵしている平良市宮原部落の氏子算(図３）

つまり，どんな藁算を使用するのかということは，ど

もｏタイプ・て､，宮原部落には「何戸あって，それぞれの

んなことに藁算を使用するのかということによる。だか

家には何人いる」という戸籍簿なのである。

ら，藁算の文法はその藁算の用途を反映している。

なお，図15はＯタイプなのか，Ｄタイプなのかはっき

なお，上のようにＤＦタイプとＯタイプを対比したと

りしないが，形式的に卵の数（図16）に注目すればＯタ

きは，ＤタイプはＤＦタイプ゜とＯタイプの中間タイプと

イブ.ということになる。図１５は倒来算と言ｵつれる。

言ってしまってもよさそうである。しかし，（使用者が

（irklO）

位取りのアイディアを理解しているかどうかはともかく
４．藁算の文法と用途

として）位取りのアイディアが藁算自体にはともに反映

藁算によって表現された数量が具体的にどんな数量て、

しているので，ＤタイプとＤＦタイプは互いに一方が他

－６－
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図１５

Ｉ

方の亜種という関係にあると考えられる。
５．藁算の合成・変化
（注11）（注12)(注１３）

図１７，１８，１９，の藁算は，，もし〈|よりＦタイプの合成
・変化である。
なお，図１９の藁算は領収算と言われ，領収した月数を

表すのにｏタイプの「サン」が使われている。（'０ヶ月
払いで，従って茎の数は10本で，領収するごとに茎を１

本ずつくびっていく｡）
（注１４）

また,図２０の藁算は収穫算と言われ，収i隻月を表す
図1６

「サン」がＯタイプである。
（iiil5）

図21の藁算は，′I､浜島でムネー（ムナヨイ）のとき(吏

用きれていたものて．ある。これは，点呼・点検の必､要性

がなくなったための，あるいは点呼・点検を必要としな

かったための「戸数人口算の変種」てある。
以上，藁算の数量標の文法に関心を焦って述べた。実
際は単に数量を表すだけでなく，どんな「もの」につい
ての数量なのかというその「もの」まても結繩によって

表現していた。例えば，図１６ては結繩の形て･物品の種類

を，図17では結繩（茎）の長短で人夫の上・中・下を区
別し，表現している。

図1７
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金城・小田切：琉球における算術の研究(1)

Ⅳおわりに

(注７）

IiilNe（注４）に同じ。

(注８）

知念松氏（Ｍ39生)(石垣Rb）よI)聞いた。この藁算は知念松氏

作で、むかしは、牧場の牛馬の数を点検するのに使用して

最近，わら算に関心をもつ者が増えてきていることは

いたとのこと。

うれしいことである。それらの研究者と連絡をとり合っ

(注９）

下里マツメガ氏（Ｍ34生）より聞いた。

て今後も資料の収集に励むつもりでいる。

(注10）

前記（注４）に同じ。

(注11）

前記（注４）に同じ。

(注12）

前記（注４）に同じ。

(注13）

前記（注４）に同じ。

(注14）

前記（注４）に同じ。

(注15）

資料提供は慶田城蒋之助氏（小浜島）

生き延びている氏子算を目前にしたときの感動を表現
する言葉は知らない。

筆者らの今回の調査・研究の成果は次の４点である。

①サンミンの語源に妥当な解釈をくだすことができ
たこと。

けたこと。

１２３４５

④わら算のサンと魔よけのサンとの関係がわかりか

１１１１１

るほどの資料が収集できたこと。
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