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Preface
This book is a collection of papers read at the RIMS Workshop on “the
study of the history of mathematics", held at Kyoto University on August 29September 1, 2016. The first Workshop of this series was organized by Prof.
Osamu Takenouchi in 1997. Since then for 20 years, the IT technology has
been progressing fantastically and made possible for mathematicians to
digitize historical materials and to widely open a new horizon of the research
on the history of mathematics.
On the other hand, the year 2015 coincided with the tercentenary of
Harumi Shibukawa (1639-1715), a great scientist who applied mathematics
into the field of astronomy. Therefore, we dedicated our 2015 RIMS
Workshop, held on August 3-6, 2015, to his memory. On August 4, we
requested Prof. Kazuhiko Miyajima and Prof. Tsuko Nakamura to give a
special lecture titled “the 300th posthumous anniversary of Shibukawa:
mathematics and astronomy in East Asia".
During the Edo period,
astronomy was commonly considered as a branch of mathematics. Thus we
made the aim of the 2015 Workshop both pure and applied mathematics.
The appendix of this book contains 10 papers read at the 2015 Workshop.
Because of the change of regulation at RIMS, since 2016 it became
possible to invite scholars from overseas by research funds. Specialists on
the history of mathematics in East Asia, Prof. Wan-Sheng Horng, Prof.
Catherine Jami, Prof. Jonghyok Im and Prof. Jia-Ming Ying were kindly
accepted our invitation. This was one of the reason why the scope of our
promising workshop encompassed topics such as the history of Western
mathematics, the history of mathematics education and the history of
mathematics in East Asia and Japan. We were able to meet with both the
experts and young researchers from many fields of science. We owe this
success of the Workshops to the financial and moral supports of many people
concerned. Especially, I am unable to fully express my gratitude to Prof.
Hisashi Okamoto of the RIMS for his constant support during these last two
years, and to Prof. Naoki Osada and Prof. Mitsuo Morimoto for their help in
editorial matters.
Finally, I mention with thanks that the Workshops were supported by
RIMS and JSPS KAKENHI Grant Numbers c-25350380 and c-16K0116218,
(Representative: Shigeru Jochi).
March 21, 2017
Shigeru Jochi
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はじめに
本書は、2016 年 8 月 29 日（月）～9 月 1 日（木）京都大学数理解析研究所で
行われた RIMS 研究集会「数学史の研究」の報告集である。この研究集会は、
1997 年 5 月 12 日～13 日（研究代表：竹之内脩教授）に行われて以来、20 年に
渡って続けられている研究である。その間、IT 技術が飛躍的に進歩し、数学者
が数学史史料に直接当たることが可能となり、数学史研究も飛躍的に進んだ。
また、その間には、数学を応用した天文学の泰斗である渋川春海（1639-1715）
の没後 300 年にあたる 2015 年を迎えた。そこで、8 月 3～6 日に京都大学数理解
析研究所で行われた研究集会＠RIMS として、「数学史の研究」を行った。その
ため、8 月 4 日に「渋川春海没後 300 周年記念：東アジアの天文学と数学」を設
け、天文学史の宮島一彦教授、中村士教授の講演をお願いした。江戸時代は、天
文学は数学と同じ範疇で考えられることが多く、合わせて「暦算」とされていた
が、それを踏まえて、純粋数学だけではなく応用数学まで幅広い研究集会とした
のである。そこで、2015 年の集会の論文 10 篇も附録として本書に収録した。
2016 年度より海外からの招聘も可能になったため、東アジア数学史特集とし
て、Prof. HORNG Wan-Sheng, Prof. Catherine JAM, Prof. IM Jonghyok と Dr. YING,
Jia-Ming をお招きした。
このように日本を含めた東アジア数学史、西洋数学史、数学教育史に渡り、幅
広い研究発表がなされ、盛況のうちに開催できた。両年にまたがり、RIMS の岡
本久教授の全面的なご協力によるものであり、感謝に堪えない。また、長田直樹
教授には、編集で非常にお世話になった。各分野の大家と新進気鋭の若手研究者
が一同に会して研究集会を実施できたのは、経済的ばかりではなく、物心両面の
支援があったからである。重ねて感謝の意を表したい。
また、この研究集会には、本集会には、京都大学数理解析研究所の補助、およ
び科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ）課題番号 25350380「世界文明の交流から
見た日本近世の数学」（代表者・城地茂）、同課題番号 16K0116218「グローバ
ル的視点より見た 13 世紀数学」（代表者・城地茂）の補助を受けた。末筆であ
るが、感謝の意を表したい。
2017 年 3 月春分
城地

平成２８年１０月１３日開催の運営委員会にてRIMS研究集会はRIMS共同研究
（公開型）に名称変更されました。

茂
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