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〈16世紀末以降、 中国へ渡来した宣教師たちのもたらした書物〉
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1. CATALOGUE OF THE PEI-T’ ANG L IBRARY

この目録の表紙にある正式名称は上記に示したものです. さらに表紙には,

「Peking Lazanist Mission Press $1949J$ とあります. すなわち, 1949年に北京の

ラザリストミッションによって印刷された目録です.

この目録の重要性は, 16世紀末より中国へ渡来した多数のイエズス会宣教師た

ち等 ( $*$他の修道会やロシア正教会の宣教師たちが, もたらした書物も含まれてい

るようです.) がもたらした厄大な書物の全貌を伝えるものだからです. 数学史研究

および科学史研究にとっても, この目録は東アジアへのヨーロッパの影響を具体的

に論じるための基礎資料となるものです. 特に, この目録にあるヨーロッパの書物

の内, 漢訳された一大叢書 $T$天学初函』, $\Gamma$崇禎暦書\sim ( $\beta$西洋暦法 J) および \Gamma 数理精

藏』は, 東アジアの数学および科学へ大きな影響を与えてきました.

2. 目録の概観

$O$縦の長さ :27. 3 $m$ $O$横の長さ :19. 5 $m$

$O$厚さ : 約 5 $m$ $O$重さ :1. 3kg

$O$総頁 :693頁 ( $*$ この目録では 2段落頁 1334頁が最終頁)

$O$掲載総冊数 :4101冊

3. 目録の概要

(1) Preface. (H.VERHAEREN, $C,M.$) $2$ ff
(2) Historical sketch of the Peit’ ang Libraq (H.VERHAEREN, C,M.lilrrarian.)

21頁
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Introduction

Chapter I. The Nant’ ang Library

\S 1. Foundation The Ricci library.

\S 2. The Trigault Likary.

\S 3. Ulterior acquistions.

Chapter I. Library of Tungt’ ang

Chapter $m$ . Libraq of Peit’ ang.. Chapter IV. Library of Hsit’ $mg$.
Chapter V. Library of legate Mgr $Me\varpi R\iota$

Chapter VI. Episcopal libraries.

\S 1. Library of $M_{\Psi}$ de Souza.

\S 2. Library of Mgr de Gouvea.

Chapter VEE. Libfaries of residences.

\S 1. Library of $Chi- nan- fi\iota$.
\S 2. Library of Chen-kiang.

\S 3. Liboeq of Hang-chow.

\S 4. Library of Huai-an.

\S 5. Library of Nankin$g$.
\S 6. Library of Cheng-ting fu

\S 7. $K$
’ ai-feng, Shanghai, Wu-ch’ ang, Chiang-chow.

Chapter E. Transfer to the Russian Mission.

\S 1. The Russian Mission.

\S 2. Transfer of the library.

\S 3. Donation of compensation..

\S 4. Retum of the library.

\S 5. Catalogue of Fr Thierry.

\S 6. Last stage.

Conclusion.
(3) Bibliography 2 fi
(4) $Abbreviabon$ and Signs. 1 ft
(5) $Table$ of contents 1 頁
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(6) CORRECTIONS 2頁

4. 目録の言語別分類

(1) FRENCH SECTION 97頁 709冊

(2)LATIN SECTION 361頁 2426冊

(3) ITALIAN SECTION 54頁 409冊

(4) PORTUGUESE SECTION 28頁 214冊

(5) SPANISH SECTION 19頁 126冊

(6) GERMAN SECTION 21頁 112冊

(7)GREEK SECTION. 12頁 55冊

(8)DUTCH SECTION 4頁 23冊

(9) $ENGLISH$ SECTION 3頁 18冊

(10) $fflBREW$ SECTION 2/3頁 3冊

(II)POLISH SECTION 2/3頁 3冊

(12) SLAVONI$C$ SECTION 1/3頁 1冊

(13) SUPPLEMNT 1/3頁 1冊

(14) $hdex$ A: Names 30頁

(15) $IndexB$ : Titles&Subjects 33頁

総頁数 693頁 総冊数 4101冊

5. 代表的な数学者科学者哲学者たちの著作
(1)アグリコラ $(A_{\Psi}ico1*G\infty rg,14\Re- 1555.)$ : De re metallica libri X $n$ . $1556$年

バーゼル刊.

(2)アピアヌス (Apianus,Peffus.1495-1552.) : Cosmoyaphia Peri Apiani,1574年

刊. など 3冊. $*\Gamma R\infty hnung,\Delta$ (計算) 1527年刊はなし.

(2)アポロニウス (Apollonius Pergeus,247-205.B.C.) :Conicorvm libri IV. 1655
年刊.

(4) アルキメデス $(Archimedes,287-212.B.C.)$ : $O\mu ra$ $Arch\dot{i}dis$ Syracvsani

Philosophi et $Math\epsilon ma0ci$ ingeniosissimi per Nicolaum Tartaleam. (1543年ヴェニス刊)

(5)アリストテレス $(A\dot{n}stoteles,Stag\ddot{m}ta,3\S 4-322.B.C.)$ : Omnia gvae $ex\alpha nt$ opera
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Nunc $\dot{\Psi}^{mum}$ selectis translationibus, 1550-1552年ヴエニス刊. Mathematica 等. $*$

Biancani, Giuseppe (1566-1624)により 1615年刊.

(6) クラヴィウス (Clavius,$Ch\dot{n}stoph,SJ.1537- 1612$ ) : Opera mathematica V. (1612

年刊). Algebra(1609刊). Epitome Arithmeticae Practicae. (1585年ローマ刊). In

Sphaeram ioannis de Sacro Bosco commentarivs. (1585年ローマ刊. 1606年ローマ刊.

1607年). Evclidis Elementorvm libri X V. Accessit XVI (1591年コロニア刊. 1603
年ローマ刊)など 27冊.

(7) ルドルフ (Ceulen,LudOlph Van,1540-1615) :FVndamCnta arithInetiCa et
$g\infty meto\dot{n}ca$.(1615年刊). Van den cirkel,1615年ライデン刊 (オランダ語).

(8)カルダノ $(Cardano,Geronimo,1501-1576)$ :OpuS $nouun\iota cunctis$ de Srnitat\epsilon

Tvenda,.1582年バーゼル刊. Opvs novvm de $pro\mu ffionivsnvmero\^{r}m1570$年バーゼル

刊など 5冊.

(9) コペルニクス (CopmicusNicolaus,1473-1543.) : Astronomia instavrata, 1617
年アムステルダム刊. (ラテン語) など 2冊.

(10)ディオファントス (Diophrte,) : $*SteV\dot{i}n,Simons,1548- 1620.L^{t}A\dot{n}\bm{i}meUqve$

de Simon Stevin de Brvges,1585年刊に含まれている.
(11)オイラー (Euler,$L\omega nhartl707- 1783$) : $InUodmon$ in analysin infinitorum.1748

年ローザンヌ刊. Mechanica sive Motvs scientia analytice $ex\mu sita$ avctore Leonhardo
$Ev1\infty.1736$年刊. Methodus inveniendi lineal curvas,17躬年ローザンヌ &ジュネーブ刊.

など 7冊.

(12)ユークリッド (Euclides,) :Elementorvm libri XV. 1612年刊. など 3冊.

(13)ガリレオ (Galilei,Galileo.1564-1M2.) :De proporuonum $\ovalbox{\tt\small REJECT} ento$ a se
$invento;1612$ 年間. Systems cosmicvm, 1635年 Argentor面現在のストラスブルグ刊.

(14) ケプラー (Kepler,$J_{oham1^{1571- 1630)}}$ :Ad Vitcllionem Paralipomena,Quibus

astronomiae pars optica baditvr,1604年刊. Epitome astronomiae $Co\mu mic\bm{t}ae,1635$ 年刊.

Hamonices mvndi libri V 1619年オーストリアのリンツ刊. Tabvlae Rudolphinaaee, 1627
年刊. など 9冊.

(15) メルカトール (Mercator,oerardus,1512-1594.) : Atlas minor i Mercatoris

a I. 1628年アムステルダム刊.

(16) メルセンヌ (Mersenne,Marin,1588-1 u\S ) :COgitata Physico $\ovalbox{\tt\small REJECT} atical6u$

年パリ刊. など 4冊.
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(17) ネイピア (Napier,John,) $*$ Decker,Ezechiel de.に よる Nievwe

telkonst,inhovdende de logarithmi voor de ghetallen begimeende van 1 tot 10000,1626*

刊. (オランダ語)

(1\S )ヌネシュ (Nunez,Pedro,1492-1577) : Opera, quae complectvntur,1566年バーゼ
ル刊. $*$ クラヴィウスはコインブラ大学でのヌネシュの学生.

(19)パツボス (Pappus Alexandrinus,) :Mathematicae collectiones a Federico

Commandiino Vrbinate In Latinum conuersae,&Commentarijs illusuatae.1660年刊.

(20)ポイエルバッハ (Peuerbach,Gmrg,1423-1461.) : Theoricae novae planetarum
$G\infty rgii$ Pvrbachii foeliter. 1543年パリ刊. など 2冊. $*$ レギオモンタヌスの師.

(21)プトレマイオス (Ptolemaeus,Claudius,) :Almagestu CI.1515年刊. など 3冊.

(22) レギオモンタヌス ( $\mathfrak{g}$ :Epitome in
Almagestum Ptolomei.1496年ヴエニス刊. Tabvlae directionvm $profec0onumuq,1584$年

刊.

(23) サクロボスコ (Sacro Bosco,Joannes de,) :Sphaera mundi cum variis
commentariis.. Sphaera loannis de Sacrobosco typis avctior,1545年ノ ‘’)|刊. など 3冊.

(24)ステヴィン (Stevin,Simon,1548-1620) : Hypomnemata mathematica, 1605-8年

刊. (ラテン語) De beghinselen des waterwichts beschreven dver Simon Stevin van
Brugghe. 1586年刊. など 3冊 (オランダ語)

(25) タルタリア (Tartaglia,Nicolo,1506-1559.) : Opera del famosissimo Nicolo

Tarta\Phi 可 cioe Quesiti, 1606年パリ刊. など 7冊.

(26) ヴィエト (Viete Francois,1540-1603) :Ad problema Quod omnibus

Mathematicis totius orbis construendum proposiuit Adrianvs Romanvs, 1595年パリ刊. な

ど 10冊.

(27) ヴェルナー (Wemer,JOhannes,14681528) : $Jn$ hOC opere haeC $eontinentur.1522$

年ヴェニス刊. $*$『elementis conicis』を含む.

$(*)$ フィポナッチの算術の書 jLiber abbaci,1202年刊』, パチオリの算術, 幾何,

比と比例大全 $r_{Summa}$ de $\dot{\bm{t}}\bm{i}\iota netica$,geomerica,propotioui $ep\varphi rhonnalita,1494$ 年刊�

ボンベリーの代数学 $r1’algebra$,1572年刊,1579年刊\sim 等なし. ※これらつきまして,

三浦伸夫神戸大学教授による貴重なコメントがありました。感謝申し上げます.
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6. 平山諦先生が関心を持っていたもの ( $*$上記に追加)

(1) Alstendo,Johann,Heimnich,1588-1638. :Elementale mathematicum,1611年刊. な

ど 3冊.

( 2) Anderson,Alexander,1582-1619ca. : Ad angvlarivm sectionvm
analyticen.$Th\infty oemata.\cdots\cdots$ A Francisco Vieta Fontenaeensi pnimvm excogitata,.1615 年ノ $\backslash ^{9}$

$|J\#I$ . Prozetetico Apolloniani problematis a se iam pridem edito in supplemento Apollonij

Rediuiui 1615年パリ刊.

(3) $Api\bm{t}us$,Petrus,1495-1552. :Cosmographia Petri Apiani,1574年刊. など 5冊.

( 4) Barozzi,Francesco,1538-1587. : Admirandvm invd gcometricvm problema

tredecim modis $demonstratvm;1586$年ヴェニス刊. Cosmographia in qvatvor libros
distribva,svmmo ordine,miraq. facilitate, sc breuitate ad $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ Ptolemaei Mathematicam
ConsffucUonnm,1598年ヴェニス刊.

(5) $But\epsilon 0,Joames,1485- 1560$ . ; Logistica,qvae &Arithmetica vulgo dicitur in libros
digesta $\cdots.1559$年刊.

(6) $Bore\mathbb{I}i,Giovan\dot{m}$ Alfonso,1608-1679. : Elementa conica Apollonii Paergei et

Archimedis opera Noua&breuiori methodo demonsbata a Ioanne Alphonso Borellio.1679

年刊.

( 7) Commandino,Federigo,15W-l575. : Apollonii Pergaei Conicorvm libri

qvattvor 1566年刊. など 3冊.

(\S )Cysat,Johrn,BaPtisl $1588\cdot 1657$ . :Mathemata Astronomica de loco,1618年刊.

(9) $Dibuadiue,Chris\Phi phonls$. : In anithmeticam irratiomalivm Evclidis Septimo,1605

年刊. など 4冊.

(10) Glareanus,$He\dot{i}$rich Loriti,1488-1563. : De VI Aridimeticae pacticae

speciebvs,Henrich Glareani Epitome.1543年刊.

(11) Gloriosi,Iohannes Camillus,1572-1643. :Ad thcorema $g\infty me\theta i_{C1’}\infty 1613$年刊.

(12) $GoegoqJmes,1683- 1675$ . :Geometriae pars vniversalis, 1668年刊.

(13) $G\dot{n}enberger$,Christoph,1562-1636. :Eimennta $PigonomePica,1630$年ローマ刊.

(14) Maurolico,Fancesco,1494-1575. :Opuscula $Mathema0ca;1575$ 年ヴェニス刊.

(15) $Metius,Ad\dot{n}\bm{t}us.1571\cdot 1635$ . : Arithmeticae et Geometrae practica Adriani Metii
Alcmar.1611年刊. Institutionvm Astronomicarum Tomi Tres,1608年刊など 6冊.

(16) Monantheuil,Henn,de,11536-16M. : De pvncto primo geometriae $\mu incipio$
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liber.1600年刊.

(17) Ramus,Petrus,1515-1572. : Anithmeticae libri $dvo:Geomeffiae$ septem et

viginti. 1599年刊. など 2冊.

(18) Saint-Vincent,Gregoire de,SJ,1584-1667. : Opus geometricum posthumum ad

mesolabium per mfionum $pro\mu nionalium$ novas proprietates. 1668年刊.

(19) Salignae,Bernard. : Artthmeticae libri duo, et algebrae totidem,cum

demomafionibus. 1593年刊.

(20) Stifel,Michae1.1487-1567. :Arithmeticae integra, $15u$年刊.

(21) Trenchant,Jean, : $L$‘arithmetiqve de lean Toenchrt 1618年刊.

7. 歴史的な背景

1582年マテオ リッチがマカオに到着し, 1601年北京に正式到着したま

した。 これが中国におけるキリスト教布教の始まりといってよいでしょう. そのマ

テオ リッチは, 1610年に北京で死去しています. マテオ. リッチはキリスト

教信者となった徐光啓と西洋数学書などを漢訳しました. ユークリッドの原論
(TEvclidis Elementorvm libri X V. Accessit XVIS) の前半部分を『幾何原本\sim とし

て漢訳され出版しました。徐光啓の後継者というべき李之藻も多大な貢献をし『同

文算指\sim などを漢訳し出版しました. これはクラヴィウスの $\Gamma Epitome$ Arithmeticae
Piacticae.] (1585年ローマ刊)の翻訳です. さらにこれらをまとめた一大叢書『天学

初函\sim を出版しました. 『天学初函\sim は日本へ渡来したものあり, 西洋数学及び西洋

科学技術の影響が論じられています.

1624年アダムシャールが北京に到着. 康煕帝のもとで中国伝統暦と西洋暦

の優劣問題があり, シャールたちが勝利します. そこで西洋暦への改暦が始まりま

す. シャール等による西洋暦書の翻訳『崇禎暦書\sim は 100巻にも及ぶ大著であり,

これまた日本への影響は大きかったのです. 1644年明朝が滅び, 満州族による

清朝が北京に入城します. これは東アジアにおける大事件でした. しかし, 宣教師

達は清朝になっても, 重用されます. 『崇禎暦書\Delta 100巻は清朝になると『西洋暦

法新法\sim となり, さらに頒布暦『時憲暦\sim (あるいは \mbox{\boldmath $\tau$}時憲書』) となり, 東アジア

の暦に大きな影響を及ぼしました.

その後, 雍正帝になるとキリスト教が禁教されますが, 康熈帝から始まった宣教

師達と清王室との特別な関係がっづきます. 17世紀末から始まったいわゆる 「典
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礼問題」 ( $*$宣教師の中国伝統文化への適応問題) が大きな問題となります. 173
6年乾隆帝が即位すると, 北京の南北東各堂での布教を禁止します. 1747
年には宣教師たちが処刑されます. イエズス会としては, 1771年教皇クレメン

ス XIV世による解散命令が決定的に作用します. イエズス会の替わってラザリスト

会が布教を担当します. 北京の北堂教会は, もともとフランスーイエズス会の拠点

でしたから, フランスーラザリスト会の拠点になります.

この目録の最初がフランス語書目が収録されているのも, 北堂教会がフランス系

であったからと推定されます.

ラザリスト会とは, フランス人の聖ヴァンサン ト* ボール (Saint Vincent de
Paul, $1581\cdot 1660$) が創設した修道会です.

1819年北京のラザリストも追放され, 1826年には北堂教会も官へ没収破

壌されてしまいます. このような状況において, この目録の書籍も数奇の運命をた

どったと思われます. それでも 4000冊余が現在まで残ったのは奇跡的と書える

でしよう.

8. 目録づくりの状況
この目録づくりの状況は、 この目録の序文からある程度分かります. 序文により

ますと 1939年目録づくりが開始されたとあります.

1937年 7月 7日, 麿溝橋事件が起こり日中戦争が始まりました. 7月 29日

日本軍は北京 (北平) を占領します. 従って, 目録づくりは日本軍占領時代に開始

されたことになります. 序文には 「 $1939$年に始められたその仕事は予期した以
上に長く困難あることがわかった. 戦争によって 8 ケ月間はすべての計画が止まる

恐れもあった. 北京の司書は Weihsien (山東省維県) の強制収容所へ送ら

れることを予期していた. しかし日本の当局は健康上の理由で彼のポストに止まる

ことを許した. 」 とあります. この山東省維県収容所には欧米人約 1500人が拘禁

されたようです. 1945年 8月 17日に解放されています.

その後, 1945年 8月 15日日本は無条件降伏をし, 北京は連合国軍が支配し

ました. その結果, アメリカ大使館が仲介し, ロックフェラー財団が目録づくりの

助成をしています. 1949年この目録は出版されました.

このような歴史的な状況でこの目録づくりが行われたという事実は非常に重いも

のがあります. この目録自体が戦中戦後の歴史的な意義を持った存在なのです.
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9. まとめ

北堂教会目録にある西洋科学技術の書物は, それだけで貴重なものです. また,

それだけでなく. この書物の多くが漢訳され, それが東アジア全体に大きな影響を

及ぼしたのです. ただ, この西洋の書物と漢訳本との対比研究は, 少ないようです.

単なる翻訳ではなく, 相当の工夫があるとも考えられます. また, いくつかの西洋

書の総合し工夫があり, 中国算書をそこに混入させ記述しているかもしれません.

中国へ持ち込まれ, 多くの紆余曲折や迫害を受けながら最近まで残されてきた西

洋の書物 4000余冊を考えますと, この日本に 1冊も残されていないということ

は, 非常に不思議なことです. 私はどこかの図書館や文庫の倉庫の片隅や襖の下張

りに断片が残されているかもしれません. 初代大目付井上筑後守政重などは, ラテ

ン語の科学書を購入した記録を残しています. 宣教師やキリシタン達から没収した

西洋書物も全て消滅したとは思えません.

$<$文献註 $>$

[1]『中国とキリスト教』 (ジャックジャネル著/鎌田博夫・訳) 法政大学出版局, 1996年.

[2]『北堂教会目録\sim (平山諦・著) 山陽和算研究会誌第 7号, 1989年. 非常に簡潔な目録紹介です.

[3]『イエズス会士関係著訳書の基鑓的な研究\sim (研究代表者 : 吉田忠・編) 昭和 62年科学研究費

補助金研究成果綴告書, 1988年. $*$関係論文及び日本の図書館等における所在目録があります.

[4] $T$近代同中関係史年表\sim (同編集委員会) 岩波書店, 2006年

[5] 『康熈帝伝\sim (プーヴェ著/後藤末雄・訳) 平凡社, 1970年

[6]『明清聞耶蘇会士訳著提要一耶蕪会創立四百年記念 (1540-1940) $-j$ (徐宗灘・編著) 台湾中華

書局, 中華民国 47年 (1958年)

[7] 『明清と李朝時代\sim (岸本美緒/宮嶋博史・著) 中央公論社, 1998年
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1703 北京に北堂できる. ( $*$ フランス.イエズス会宣教師団の

拠点となる. )

1708 康照帝、 宣教師を集め中国への適応に関する勅書に署名

1716 康煕帝が典礼を否定する宜教師を追放する. 及び印刷頒布. 康熈字典、完成.

1722. 康照帝残. 雍正帝即位.

1723
1735. 雍正帝残. 乾隆帝即位.

1736.『雍正禁教の紹』発する.

1747 . 乾隆帝、北京の南・北東各堂の布教を禁ず.

1773 宣敦師たちが処刑される.

” 〃 教皇クレメンス十四世、イエズス会廃止の新書に署名.
$t*$ クレメンス十四世はフランシスコ会士ガンガネリ)

〃 . ◎北京布教を担当することになったラザリスト会
〃 〃 ◎北堂教会の管理もフランス-ラザリスト会が受け継ぐ.

1784 大弾圧をうける.

1799. 乾隆帝残. 嘉慶帝の親教始まる.

1814. 教皇ピオ七世の敦書によリイェズス会復興.

1819 北堂のラザリストが追放される.

1820 . 嘉慶帝殻. 道光帝即位.
1826 北堂は道光帝の命令で没収破壌される.

1838 南堂をロシア正教会が保管.

1840 . アヘン戦争はじまる.

1842 フランス人イエズス会司祭 2人が上海に降り立つ. 清朝, イギリスと南京条約を結ぷ.

1850 . 道光帝残. 虞豊帝即位.

1861. 成豊帝残. 同治窃即位. 西太盾, 東太后の墓●欧治.

1873. イエズス会, 上悔に天文台を設量.

1875. 同治帝残. 西太盾のクーデタ. 光緒帝即位.

1894. 口清戦争が始まる.

1900 . 義和団事件. 八 $P$国軍が北京占蟹.

1903 . イエズス会が. 上海郊外に震旦大学を設立.

1908 . 光緒帝が死去. 西太后が死去. 宜統帝薄儀が即位.

1912. 中華民国成立. 宜統帝薄儀が退位.

1931. 満州富変が始まる.

1932. 満州国が遮国宣言.

1934. 満州国帝敦実施.

1937. 魔溝端事件 ( $*$ 日中戦争はじまる.) 第二次国共合作.

1938. 口中国交断絶.

1939 ◎ラザリスト, 北堂教会口録づくりを開始. $*$英仏が対激宜戦布告 (第二次世界大戦勃登)

1940 . 王兆銘、中華民国正負を南京へ樹立.

1941 $*$ 日本. 真珠湾攻撃 (対米英宜戦布告)

1945. 口本, 無条件降伏. 米軍が上海などに上薩.

1946. 国共内線はじまる.

1947 ◎ラザリスト, 北堂教会目録を甕行. $\cdot$ 南京政府軍, 延安を占偵.

1948. 人民解放軍が北平 (北京). 天津を攻略.

1949. 北平 (北京) で国共交渉決裂. 中肇人民共和国成立.

1950 . 朝鮮戦争勃発.
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