元和航海書と南蛮の距離

」などと呼ばれていた。ギアは英語のガイドブックにあ
Marinharia)
たる。レジメントは『航海書』の冒頭で 「レジメントとは注文と云

う也」と解説されているが、用法書、規則書の意味にあたる。

西 岸を 南下 して 行っ た。次 第に 沿岸 航海 では すまな くな って 大西 洋

―

はじめに

に 乗り 出し てい った 。ヨー ロッ パ人 達が 地中 海の中 を航 海し てい る

グラウとレグア

一
グラウとレグア

う ちは 磁石 とポ ルト ラーノ と通 称さ れる 海図 を頼り とし てい たが 、

―

二
竪斜横に因って路ののりをはかる

未 知の 大洋 である 大西 洋の 航海 にお いては ポル トラ ーノ は存 在せず 、

大 航海 時代 の夜 明け ともい うべ き時 代に ポル トガル はア フリ カの

三
むすび

れ たの が、 当時 のイ スラム 圏で 発達 し、 隣接 するス ペイ ンで も盛 ん

こ れに 頼ら ずに 船の 居る場 所を 知る 必要 が出 てきた 。そ こで 導入 さ

四
一 はじめに

と なっ た天 文学 の知 識であ った 。イ スラ ム教 は聖地 メッ カに 向っ て

地 の航 海を しな がら 伝授さ れた とあ る。 当時 の西洋 の航 海術 は大 航

の 形で まと めら れて いる。 マノ エル ・ゴ ンサ ロとい う南 蛮人 から 実

年 にあ たり 、当 時に 日本へ 導入 され た西 洋の 航海術 がハ ンド ブッ ク

れたりしている。（以後『航海書』と呼ぶ）元和四年は西暦一六一八

手写本があり、「元和航海記」と呼ばれたり、「元和航海書」と呼ば

に 元和 四年 八月 に長 崎在住 の池 田與 右衛 門入 道好運 編輯 と書 かれ た

れ る方 法で ある 。一 三世紀 の後 半に カス ティ ーリャ 王国 にお いて 、

なったのが太陽の高度測定で、現在 「太陽の子午線緯度法」と呼ば

ち に北 極星 が見 えな くなっ たか らで ある 。そ こで利 用さ れる よう に

と 称さ れた 。こ の方 法には 問題 が出 てき た。 アフリ カを 南下 する う

法」と称される北極星の高度測定を用いる方法で、 北のレジメント

紀の後半とされている。（１）最初に応用されたのは現在「北極星緯度

ル にお ける 天文 航法 の開始 時期 はエ ンリ ケ航 海親王 の晩 年の 一五 世

礼 拝を 行う ため の位 置と時 間を 得る 天文 学を 重要視 した 。ポ ルト ガ

海時代を切り開いたポルトガルとスペインの両国 （南蛮の国）で発

ア ルフ ォン ソ一〇 世 （
「賢王」）が 「天文学の知識の書」を編纂させ

京都大学の付属図書館に 「元和航海記」と表紙に記され、その序

達 した もの であ った 。これ ら両 国で 作ら れた 航海術 のハ ンド ・ブ ッ

｢

｣

た。その中に 「太陽の子午線緯度法」が記されている。この方法は
ク は 「ギ ア ・ ナ ウ チ コ (Guia Náutico)
」、「レ ジ メ ン ト ・ ナ ウ チ コ
」、「リブロ・デ・アルテ・デ・ナベガール (Libro 後にポルトガルとスペインで 「太陽のレジメント」と称され、何世
(Regimento Náutico)
、「 リ ブ ロ ・ デ ・ マ リ ニ ャ リ ア (Livro de 紀にも渡って航海に使用された。
de Arte de Navegar)
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『 航海 書』 の紙 数の 七割近 くを 太陽 の赤 緯表 が占め るが 、そ れは

に はウ ンテ ルシ ヨと 云』と 述べ てい る。 地球 上のど この 位置 に居 る

世紀のスペインのフランシスコ・ファレイロの 「天球および航海術

ん だ距 離と 結び つか なくて は実 用的 とは 言え ない。 その こと を一 六

当 時の 最も 重要な 天文 航法 を用 いる ために 必要 であ った から である。 か を表 すに は緯 度と 経度を もっ てす れば よい が、航 海に おい ては 進
グラウとレグア

て 示す よう にし てき たので 、そ の同 じも のを レグア で知 るこ とが 望

二
太 陽子 午線 緯度 法は 緯度を 知ろ うと する 日の 正中時 の太 陽高 度を

ま しい 。あ る港 から 他の港 まで どれ だけ の度 数があ るか を知 って 、

論」は 「ここまで出てきた規則は、距離あるいは乖離を度数によっ
測 り、 その 高度 と赤 緯表に よっ てそ の日 の太 陽の赤 緯と の差 を求 め

ラ

ホ

どれだけの距離の単位に相当するかを 「このためには、全ての陸地

て、居る所の緯度を知る方法である。「度」、すなわち英語の degree どの方向へ進むかを見れば、何日の航海であるかがわかり、その方
向 に向 って 一度 を上 がった り下 がっ たり する のに何 レグ アを 航海 し
にあたるポルトガル語は 「グラウ （
）」であるが、『航海書』で
grau
なければならないかがわかる。
」とその必要性を述べ、続けて一度が
ガ

は『 賀羅歩』、ガラブ』、『ガラフ』、『カラフ』、『ガランブ』などと

と 水の 円形 は六 〇〇 〇レグ アを 有し 、こ れを 全世界 が入 って しま う

minute 三六〇度で割ると、一度は一六レグアと三分の二となる。ただし、

表記し、『世界のまわり三百六十ガラフなり三百六十段と云義』と説
明し、
『段』と訳している。一度の六〇分の一の「分」、英語の

人 によ って は一 七レ グアち ょう どを 好み 、ま た人に よっ ては 一七 レ

」（「メイ
記している。なお『メウガウブ』はポ語表記 「 meia grau
ア・グラウ」）で、角度の 「半度」のことで、『ガラブ半分ミヌウト

は 六〇 〇〇 であ る。 しかし 、正 確に それ を確 かめた 者は 誰も いな い

る 。私 およ び他 の多 くの調 査を 行っ た者 にと って最 も満 足で きる の

ミ ノ ウ ト

グ ア半 を好 む。 もし 一度が 一七 レグ アの 場合 は世界 の円 形は 六一 二

卅也。なんばんにはメウガウブと云。』と説明されている。同様に、

ことができる。」（２）と言い、一度の距離を一六レグアと三分の二、

にあたるポルトガル語は『微能度』、『ミヌウト』、『ミヌツト』と表

『ダウステルシヨ』はポ語表記「 dous tercio
」（「ドウス・テルシヨ」）
で三分の二の意味。角度の三分の二度で、『ガラブ三分二はミヌウト

一 七レ グア 、一 七レ グア半 とい う三 つの 数値 を挙げ てい る。 レグ ア

〇 とな り、 もし 一七 度半で あれ ば、 全世 界は 六三〇 〇ち ょう どと な

四十也。なんばんの口にはダウステルシヨと云』、『ウンテルシヨ』

と いう のは 当時 ポル トガル やス ペイ ンで も用 いられ てい た距 離の 単

位 で、 現代 のメ ート ル法で いく らに 相当 する かは後 述す るが 、一 度

し 、ま たで きる とも 思えな いの で、 誰も が自 分の好 きな 意見 を通 す

はポ語表記 「 um tercio
」（「ウン・テルシヨ」）で三分の一の意味。
角度の三分の一度で、『ガラブ三分一はミヌウト廿也。なんばんの口
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し たポ ルト ガル 人達 が測定 を繰 り返 し行 う内 にこの 数値 は少 し小 さ

分 の二 であ った 。し かしジ ョア ン二 世な どが アフリ カの 西岸 に派 遣

そ の一 つが 一度＝ 一六 レグ アと 三

異 なっ たか らで ある 。地球 の周 長の 推定 にあ たって は古 代の ギリ シ

に 相当 する いく つも のレグ アの 数値 があ るの は地球 の周 長の 推定 が

歩を見てとるべきであろう。

ル トガ ルあ るい はス ペイン とい うイ ベリ ア半 島の両 国の 航海 術の 進

計 算か ら導 き出 した もので はな いと いう 点で ある。 ここ に当 時の ポ

数 学者 達の 実測 のよ る経験 の積 み重 ねか ら得 られた もの で、 単な る

の 数値 に疑 問を 感じ 出した ポル トガ ルの 航海 者ある いは 天文 学者 や

一 度が 一七 レグ ア半 という 数値 の重 要性 は、 それま での 古代 から

に なり 、一 六世 紀後 半には 一度 ＝一 七レ グア 半とい う数 値が 常用 さ

し たピ ロト 達は 次第 と一七 レグ ア半 の法 がよ り正し いと 考え るよ う

ら く、 この 二つ の数 値の併 用の 時代 が続 いた が、航 海で 実際 に使 用

の 航海 術の 研究 者達 の通説 は、 一レ グア は四 ミーリ ャで 、当 時の ポ

に なる ので あろ うか 。フォ ント ゥー ラ・ ダ・ コスタ など ポル トガ ル

が 、そ れで は一 七レ グア半 は現 在の メー トル 法に換 算す ると いく ら

さ て、 一度 ＝一 七レ グア半 が一 六世 紀に 定着 してい った ので ある

ャ の数 学者 達の 数値 を用い た。

す ぎる こと に気 付き だし、 一度 ＝一 七レ グア 半を用 い出 した 。し ば

れるに到った。
『航海書』は一度の距離について『ガラブ一つはなん

I
X
X

さ の推 定は 太陽 の高 度や太 陽の 光が 為す 物の 影の測 定か ら円 周を 推

来 より 地球 の直 径を 直接に 推定 する よう な方 法はな く、 地球 の大 き

論 じら れて いる が、 この論 点に は問 題が ある 。まず 、ギ リシ ャの 古

『大麦を横に三粒ならへて、指一つぶせと定む。

路ののりこと』と称し、次のように定義している。

海 書』 は当 時の ポル トガル の距 離の 単位 関係 につい て『 ピラ ウト の

グ :league
）であるが、『航海記』では『パアス八千をウンレイゴスと
云』、『ウンレイコスとは一里と云也』と説明されている。そして『航

」（英 語 で は リ ー
légua

定 する 方法 しか なか った。 した がっ て、 今井 氏の考 える よう な計 算

指拾六ならへて、足の

このレグアはポルトガル語の表記は 「

としている。したがって、一度は一〇三・六キロメートルとなる。（５）

一 四八 〇メ ート ルと 考えら れて おり 、一 レグ アは五 九二 〇メ ート ル

ル トガ ルで はイ タリ アと同 じミ ーリ ャを 用い ており 、一 ミー リャ は

」中の 「南蛮地度考」と題する論文

（３）

ばん道拾七里半也。
』として一度＝一七レグア半を採用している。
今井 ・ 氏は 「天官書

で 、一 度＝ 一七 レグ ア半の 根拠 を、 ①地 球の 直径が 二〇 〇〇 レグ ア
と され てお り、 これ に②簡 略化 した 円周 率三 ・一五 を掛 けて 、地 球

を わざ わざ せず とも 、古代 から 地球 の円 周の ほうが 直径 より も先 に

足のうら五つをウンパアスと云。

の 周囲 を六 三〇 〇レ グアと し、 三六 〇度 で割 って一 七・ 五を 得た と

推 定さ れて いた ので ある。 だか ら円 周率 を用 いる必 要は 無か った 。

パアス八千をウンレイゴスと云。

ウンハアスは一つのハ

: （
pé足の意味）」の翻訳で

」

アスと云「四尺二寸あり

は一里と云 「也

ウンレイコスと

『足のうら』とはポルトガル語の 「ペ

はきたる也

うらくつを
一つと定む。

また、当時つかわれていた円周率は七分の二二 （＝三・一四三）で
あり、わざわざ三・一五を使うことはなかった。（４）
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ポルトガル語表記「 passo
」で「パッソ」と読み、「歩」を意味する。
当時のポルトガルでは靴 （古代ではサンダル）を履いた足の裏の縦

）と言う。『パアス』は
pie

ア から 、わ れわ れの 計算と して は北 、南 、東 、西の いず れで あろ う

一 レグ アを 為す 。一 レグア は一 五〇 〇〇 ピエ であり 、こ れら のレ グ

デ ィオ は一 ミー リャ を為す が、 三ミ ーリ ャは 三〇〇 〇パ ッソ であ る

五 パッ ソ・ ジェ オメ トリコ は一 エス ター ディ オを為 す。 八エ スタ ー

ある。「ペ」はスペイン語では 「ピエ」（

の寸法を 「ペ」と称した。古代から寸法として用いられ、三〇から

ここでガルシア・デ・パラシオが 「パッソ」を 「単純なパッソ」

と、その一度は一七レグア半を有すると理解される……。」（７）

フ ォン トゥ ーラ ・ダ ・コス タや 、サ ルバ ドー ル・ガ ルシ ア・ デ・ フ

の意味を示す 「パッソ・シンプレス」とわざわざ表現しているのは

三五センチメートルの間で時代によって異なる。
などに従えば、「ペ」はローマ時代から継承されたローマ・

おなじような表現で、次のように述べている。

南 書」 には 、ピ エを 含めた 長さ と距 離の 寸法 につい て『 航海 書』 と

ロ (passo duplo)
、すなわち二倍のパソと呼ばれた。スペイン人のデ
ィエゴ・ガルシア・デ・パラシオが一五八七年に出版した 「航海指

ペで、二九・六センチメートルである。

ー リャ に対 応し てい たかと いう 点に つい て未 だ議論 が残 され てい る

ャ ＝三 〇〇 〇パ ソと してい るこ とは 、当 時の レグア がい かほ どの ミ

い て記 した 書物 であ り、そ の中 で極 めて 明確 に一レ グア ＝三 ミー リ

デ・パラシオの 「航海指南書」は大変体系的に航海術と造船術につ

パッソ・ジェオメトリコと区別するためと思われる。

（６）

「……一度は六〇分に値し、また一七レグア半に値するので、これ

こ とを 示し てい ると 言えよ う。 この 点は 後述 する今 井氏 の論 文の 中

ランコ

ら のレ グア はい ろい ろな寸 法に よっ て数 えら れる。 すな わち 、つ ぎ

でもマテオ・リッチが 「一レグア＝三ミーリャ」の記述をしている

デ ィエ ゴ・ ガル シア ・デ・ パラ シオ は一 レグ ア＝三 ミー リャ とし て
パッソには二ペス (pés)
のもの、二ペス半のものと五ペスの三種類
が あ る が 、 五 ペ ス の も の は パ ッ ソ ・ ジ ェ オ メ ト リ コ （ passo いるが、これは一五、六世紀には通常は陸上で使われていたもので
あ る。 海上 では フォ ントゥ ーラ ・ダ ・コ スタ が述べ てい るよ うに 一
）す なわ ち幾何 学 上の パッ ソ、 ある いは パ ッソ ・ド ゥプ
geométrico
レグア＝四ミーリャが通用していた。しかし、ディエゴ・ガルシア・

のように理解すべし。

『航海書』の『ピラウトの路ののり』を整理すると、

ことが指摘されている。

四デードは一パルモを為す。

一デード＝大麦横三粒

大麦四粒は一デードを為す。
四パルモは一ピエを為す。

一パッソ＝五ペ

一ペ＝一六デード
）は 五ピエを為す ので、一 二
paso simples

五ピエは一パッソ・ジェオメトリコを為す。
二パ ッソ・シ ンプレス （
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常使用されていた「一レグア＝四ミーリャ」の倍の値を与えている。

「一レグア＝八ミーリャ」という一五―一六世紀のポルトガルで通

となる。 『航海書』は「一レグア＝八〇〇〇パッソ」としており、

一 尺＝ 三五 ・二 セン チなの で、 二〇 六九 七六 メート ルと なり 、一 度

いるが、これを一パッソが五ペスのパッソ・ドゥプロで計算すると、

ラブ一つは日本道四十一里卅一町六反五間三尺五寸也。
』と書かれて

グアとパッソの関係がおかしくなってしまう。また『航海書』は『ガ

し かし 『航 海書 』に は『パ アス 八千 をウ ンレ イゴス 』と あり 、レ

池 田好 運は 一レ グア になぜ この よう な異 常な 値を与 えて いる ので あ

＝ 一〇 三六 〇〇 メー トルの 約二 倍と なっ てし まう。 すな わち 、こ の

一レグア＝八〇〇〇パッソ

ろうか。

場合も一パッソ＝二 五ペスが用いられていることがわかる。このこ

･

『 航海 書』 にお いて 、一レ グア を日 本の 寸法 につい て換 算し てい

とは、
『航海書』の「ガラフ」、「ミヌウト」、「ヒラウトの里（＝レグ

大航海時代のポルトガルの航海術ではパッソ・ドゥプロ（パッソ・

る部分『ヒラウト （ピラウトのピがヒとなってしまった）の一里は
四尺二寸」と『一間は六尺五寸』、『六十間を一町』、『六間を一反』、

ジェオメトリコ）を使うことが通常であるが、『航海書』の場合は一

ア）」の日本の尺貫法への換算の全てについて言える。

『三六町を一里』を用いて八〇〇〇パッソスを計算してみると 「二

パッソ＝二 五ペスを採用しているのである。そして、「一パッソは

日本の貳里拾四町一反半一尺五寸。
』を前項に出てくる「一パッソは

里 十四 町一 反半 一尺 五寸」 とな り『 一里 は日 本の貳 里拾 四町 一反 半

う こと は、 一パ ッソ は一四 八セ ンチ なの で、 八〇〇 〇パ ッソ スは 一

とい

うら五ツをウンハアスと云。
』と述べて、パッソがパッソ・ドゥプロ

換 算が 一致 して いる ことが 確か めら れた 。パ ッソに つい ては 『足 の

一尺五寸。
』の記述と一致し、パッソの尺への換算とレグアの尺への

ッ ソ・ ドゥ プロ の由 来から して パッ ソの 混同 が生じ たと 、筆 者は 考

てその 「二倍のパッソ」と呼んだのであろうと想定される。このパ

ッソ・シンプレス）は「一パッソ＝二 五ペス」で、これを基準にし

わち「二倍のパッソ」と言われるのは「単純なパッソ」（すなわちパ

ッソ・ドゥプロが使われていると言える。「パッソ・ドゥプロ」すな

四 尺二 寸」 とい うパ ッソの 定義 にお いて だけ 一パッ ソ＝ 五ペ スの パ

･

一 八四 〇メ ート ルと なる。 とこ ろが 、先 に述 べたよ うに フォ ント ゥ

えるものである。

ダ ・コ スタ は一 レグ アは海 上の ミー リャ では 四ミー リャ に当 たり 、

書 』の 数値 はこ の約 二倍の 数値 とな って しま う。フ ォン トゥ ーラ ・

がついて、前掲の 「天官書
XXI :南蛮地度考」において論じて
い るが 、今 井氏 はそ の根拠 をマ テオ ・リ ッチ によっ て中 国に もた ら

『パアス八千をウンレイゴス』がおかしいことには今井 ・ 氏も気

･

一 ミー リャ は一 〇〇 〇パッ ソ・ ドゥ プロ なの で、一 レグ アは 四〇 〇

された天文学に求めている。

（すなわち、パッソ・ジェオメトリコ）であるとしている。

ーラ・ダ・コスタは一レグアを五九二〇メートルとしており、『航海

〇パッソ・ドゥプロに当たるとしている。

5

囲の長さ）は九万華里とされている。

マテオ・リッチから導入された中国で見出される地周 （地球の周

今井氏の論考を整理すると、

て 一尺 が何 セン チメ ートル とな るか を計 算す ると、 次ぎ のよ うに な

ッソから、
『航海書』の述べる一パッソ＝四尺二寸という関係を用い

ペ ス半 のパ ッソ は一 七・六 セン チメ ート ルで ある。 この 三種 類の パ

一尺＝一四・一センチメートル

る。
一パッソが二ペスの場合

一尺＝一七・六センチメートル

したがって、地度の一度は二五〇華里となる。
一華里は日本の距離にすると六町と通常言われている。

一パッソが二ペス半の場合

日 本の 尺貫 法に おい ては、 現代 は一 尺＝ 三〇 ・三セ ンチ メー トル で

したがって一度は日本の長さで四一里二四町であり、この数値は
一方、一レグアは三イタリア・ミーリャで、一イタリア・ミーリ

あ るが 、律 令制 以降 江戸時 代ま での 尺は 一尺 ＝二九 ・六 セン チメ ー

一尺＝三五・二センチメートル

ャは五華里なので、

トル （偶然ながら一ペにほぼ等しい）で、前二者は明らかにおかし

一パッソが五ペスの場合

一レグアは一五華里となり、日本の長さでは九〇町、すなわち三

く、「一パッソが五ペス」が尺貫法との比較の上からも確認できる。

『航海書』の巻末にも見られる。

五一〇〇尺となる。

た だ、 一尺 ＝二 九・ 六セン チメ ート ルに 対し て一尺 ＝三 五・ 二セ ン
チメートルは異常ではなかろうか。

『航海書』の記述は一レグア＝八〇〇〇パッソで、
一パッソ＝四尺二寸なので、

一 六世 紀初 頭の 日本 の度量 衡で 尺は 現代 のメ ートル 法に する とい

くらであったのであろうか。小泉袈裟勝氏の 「度量衡の歴史」によ

一レグア＝三三六〇〇尺
ここで、三三六〇〇尺はほぼ 三五一〇〇尺となる。

六九年）の度量衡統一体制の完了までほぼ生きつづけていたという。

れば、大宝の制の度制が徳川の四代将軍家綱時代の寛文九年 （一六

ウ ンレ イゴ ス』 の問 題を中 国に 導入 され たマ テオ・ リッ チの 数値 か

すなわち 「十寸為尺 （一尺二寸為大尺一尺）、十尺為丈」（大宝令）

以上 のよ うに 、今 井氏は どう して も解 決で きない 『パ アス 八千 を
ら 演繹 をし てい るが 、無理 の多 い論 考で ある と同時 に、 氏自 身も 地

であるが、同氏は 「唐制に従っていることはあきらかである。しか

さ につ いて いえ ば、 唐の大 小尺 はそ のま ま令 の大小 尺で ある とい う

周 ＝九 万華 里が どこ から来 たも のか わか らず 、いま 一つ 釈然 とし な
さ て 、既 に述 べた ように 一ペ を現 代の メー トル法 にす ると 二九 ・

説 。令 の小 尺は 唐の 大尺で あっ て曲 尺と なり 、令の 大尺 は令 以前 の

し 表現 が似 てい ると しても 、各 量の 実際 はど うであ ろう か。 まず 長

六 セン チメ ート ルな ので、 五ペ スの 一パ ッソ ・ドゥ プロ は一 四八 セ

常 用尺 すな わち 高麗 尺であ ると の説 、あ るい は小尺 一尺 二寸 の大 尺

いとしている。

ンチメートルである。二ペスのパッソは五九 二センチメートル、二

6
･

代にいたるも度制の事情は変わりなかったようである。

んど変化を起こすことなく安定してきたのである。
」その後、戦国時

の 制定 より 四〇 〇年 、度制 に曲 尺が 正統 のも のとし て行 われ …ほ と

ている。」（８）と小泉氏は述べている。平安時代については 「大宝令

尺 ノ一 尺二 寸ヲ 以テ 一尺ト シタ リ』 とし 、地 をはか るに は大 尺と し

して和銅の改定において「
『古事類苑』は『其大小尺ハ各従前ノ大小

は呉服尺であるという説等など多くの異説がある。
」としている。そ

ることが分かる。したがって先の記述部分は「真南の方向へ進んで、

北 方向 に対 して 斜行 する場 合の 出発 地か らの 距離を 与え たも ので あ

れらの記述が連針路航法 （トラバース航法）を行うに当たっての南

た 図が 載せ られ てい る。記 述の 最後 の部 分と 、この 図を 見る と、 こ

あるべし。
』として、コンパスローズの三二方位に数値が書き込まれ

順 逆を 勘へ て、 その つもり はか るこ と肝 要也 。左の 図を 見れ ば納 得

という記述が以下同様に続き、最後に『ただ、船の遅速、風の強弱、

〇・五センチメートルなので、
『航海書』の尺が一尺が三五・二セン

な わち 南北 の軸 から 一一度 二五 分離 れた 方向 へ進ん で一 度を 越す 時

む。

一度を越す時は十七レグア半、すなわち日本の里にして （省略）進

チ メー トル であ ると すると 、通 常の 尺の 一・ 二倍の 曲尺 が用 いら れ

は一八レグア、すなわち日本の里にして（省略）進む。
」と読みとれ

し かし 、小 尺に とっ て代わ った 大尺 が現 在の 尺であ り、 一尺 は三

て いる こと にな って しまう 。呉 服用 に使 用さ れる曲 尺が 距離 に使 わ

る。

路ののりをはかる』というタイト
一

改め、日本の里程の記述を省いて一表にすると次のようになる。

に 使わ れた のが この 関係式 であ る。 これ らの 記述の 針路 を現 代風 に

い るか を知 り、 順次 行う緯 度測 定と の関 係の 計算を 簡易 にす るた め

一 七レ グア 半と 知っ た上で 、船 がそ れよ り何 度外れ た方 向に 進ん で

こ とが でき るの は天 測によ る緯 度だ けで あっ た。南 北の 緯度 一度 を

十 七世 紀の 初頭 にお いて大 洋で の船 の位 置を ある程 度正 確に 知る

南 と西 南と の間の 四五 度を 四等 分し 南から 最初 の方 向、 す

れたというの確認できでおらず、
『航海書』で用いられている日本の

ニ

竪斜横に因って路ののりをはかる

長さについては今後とも研究の余地が残されていると考える。
三
『航海書』には『因 二竪斜横
ルのもとに、
『まはや （正南の方）にのりて、ガラブ一つこゆるは、なんばん道

南

一八レグア

一七レグア半

レグア

まはやとはやをきばやのあひの小ぢん （正南方と西南のすみとのあ

南微西

一九レグア

針路

ひ を四 つに わり て南 方の四 分一 なり ）を のり て、ガ ラブ 一つ をこ す

南南西

十七里半、日本路四十一里卅一町六反五町三尺、

十八里、日本の道四十三里貳町七反四間一尺。』

7

西微南

西南西

南西微西

南西

南西微南

八八里

四六里

三一レグア半

二五レグア

二一レグア半

こ の表 の中 で、 ジョ アン・ デ・ リス ボア の数 値はか なり 古い 数値 で

ジメント」を年代順に並べて、
『航海書』の数値と比較してみる。

ない。次に当時のポルトガルとスペインのいくつかの 「レグアのレ

に は後 者の 南北 の線 からど れだ け離 れて いる かの数 値は 示さ れて い

この二つの数値が示されるのが標準的であった。しかし、『航海書』

レ グア 離れ たか を示 してい る。 ポル トガ ルや スペイ ンの 航海 書で は

25

3/４

45

46

46

３/ ４

1/2

89
３/ ４

87
1/6

５

46

４

24

3/４

３

24

ｱ
ﾞ
ﾎ
ｽ
ﾘ
･
ﾞ
ﾃ
･
ﾝ
ｱ
ｮ
ﾞ
ｼ

18
5/6

６ ７

真東と真西 しるし無し （無限大となるので数値が無いこと）

17

５/ ８

この規則（フォントゥーラ・ダ・コスタは「レグアのレジメント」

17

２

南から 11.25 度づつ西へのﾚｸﾞｱ

18

航海書 （著者名）著作年

18

と呼称しているので、以後は筆者もこれに倣う）は 「ミュンヘンの

18

１
1/2

０
17

1/2

アストロラーベのレジメント」にも既に次のように記載されている。

17

1/2

ｽ
ﾈ
ｰ
ﾇ
･
ﾛ
ﾞ
ﾄ
ﾟ
ﾍ

というのはそれぞれの方向 （南北から一一度四分の一あるいは二二

三レグア半離れている」あるいは「直線では七レグア半離れている」

い る。 ガス パー ル・ モレイ ラの 航海 術の 書は フラン シス コ・ ファ レ

あ るが 、一 六世 紀末 のガス パー ル・ モレ イラ の数値 に引 き継 がれ て

8

:1514

43

88

「北と南の度は一七レグア半であることを知るであろう。また六

46

89
２/ 3

ﾌﾗﾝｼｽｺ･ﾌｧﾚｲﾛ:1535

31

1/2

３/ ４

〇分は一度を為すことを知るべし。

1/2

1/2

四分の一は一七レグアと六分の五を示す。

21

1/３

25

:1537

21

3/４

直線では三レグア半離れている

31

1/４

88

ｶﾞｽﾊﾟｰﾙ･ﾓﾚｲﾗ:16 世紀末

21

24

四分の二は一九レグアと六分の一を示す。

21

1/2

直線では七レグア半離れている

21

5

ﾏﾇｴﾙ･ﾃﾞ･ﾌｨｹﾞﾚｲﾄﾞ:1614
元和航海書:1618

21

25

（以下省略）」（９）
この記述の 「四分の一は一七レグアと六分の五を示す」と言うの
は、「南北方向から四五度の四分の一（すなわち一一度二五分離れた
南 微西 ）の 方向 へ進 む場合 、緯 度で 一度 の差 が出る 時は 一七 レグ ア

31

1/2

0

17

1/2

イ ロや ペド ロ・ ヌー ネスの よう に、 一六 世紀 中頃で は最 も権 威が あ

と六分の五進んでいる、ということを表している。続く 「直線では

31

1/2

89.7

19
1/6

4

88

31

1/2

45.7

19
3/８

24.7

1/2

0

19

4

31

31.5

19

21.0

17

1/2

4

19

19

18.9

17

1/2

17.8

17
17.5

度 半の 方向 へ向 って 南北へ 一度 進ん だ時 、南 北の軸 線か ら東 西に 何

筆
者
の
計
算
値

値 を転 記し たも のと 考えら れる 。興 味深 いの は『航 海書 』の 数値 が

る 学者 の航 海術 の書 物では なく 、古 いジ ョア ン・デ ・リ スボ アの 数
ろう。

る 様々 な数 値の 原典 を研究 する に当 たっ て注 目すべ き点 の一 つで あ

のレジメントの数値とは同じではない。この点も、
『航海書』に現れ

むすび

中村拓氏は 「御朱印船航海図」中で『航海書』のデキリナサンは

てて論じてみた。『航海書』については天文学上の諸数値について多

値 が出 てく る。 本稿 ではこ のな かで 、距 離に 関する もの に焦 点を あ

五

同 書の 書か れた 年代 と同じ 頃の 著作 であ るガ スパー ル・ モレ イラ の
数 値に 近い こと であ る。実 は『 航海 書』 の太 陽赤緯 表に つい ても 、
現 存す る一 六世 紀か ら一七 世紀 にか けて の他 の太陽 赤緯 表と 並べ て
み ると 、ガ スパ ール ・モレ イラ のも のに 最も 近い数 値が 多い ので あ

ガ スパ ール ・モ レイ ラの航 海案 内書 に似 たよ うなも のか ら取 った の

くの研究がなされてきた。また、種本を求める研究も多い。しかし、

『 航海 書』 には 当時 の西洋 の航 海術 に必 携と された さま ざま な数

） 航海書』の赤緯表のポルトガル、ス
１『
であろうと、述べている。（０

種本については決め手となるものは見つかっていない。
『航海書』の

る。

ペイン系の航海術書との関連については稿を改めて論じたい。

五年の間に出版されたポルトガル王室の天体地理学者 マヌエル・

貿易史の研究》にも、《元和航海記》は明かに一六〇六年から一六二

書 の関 係の なん らか の近さ をう かが わせ るも のであ るが 、転 記し た

の 数値 もガ スパ ール ・モレ イラ と同 じも ので あるこ とを 述べ た。 両

ー ル・ モレ イラ の数 値が最 も近 い。 本論 では 、レグ アの レジ メン ト

紙 数の 七割 を占 める 太陽赤 緯の 数値 は夙 に指 摘があ るよ うに ガス パ

デ・フィゲイレイド の著した「エグザメン・デ・ピロトス」に依る

ものではない。
『航海書』の太陽の赤緯表、黄金数、南十字のレジメ

中村拓氏は同じ 「御朱印船航海図」の中で 「岩生教授の《朱印船

ものであると云われている、とあり、ボクサーの 「極東におけるフ

ン トな どの ポル トガ ル、ス ペイ ン系 の航 海術 書との 関連 につ いて は

最後 にな るが 、今 井氏の 論文 は同 氏の 論文 だけを 集め て謄 写版 で

次 の稿 を起 こし 、池 田好運 が『 航海 書』 の参 考とし た航 海術 書に す

て いる 。す なわ ち、 ボクサ ーは 『航 海書 』の 元とな った ポル トガ ル

印刷した個人雑誌 「天官書」に所載されており、これは現在では目

ィダルゴ
」を註として引用している。しかしボクサー
1550 – 1770
氏の著書には《元和航海記はフィゲイレイド の書と似たような何れ

の航海書の類いの一つとしてマヌエル・デ・フィゲレードの 「ピロ

に する こと が難 しい 。筆者 は飯 田嘉 郎氏 より 頂戴し たも のを 利用 で

こしでも近づいてみたい。

トの試問書（エグザメン・デ・ピロトス）」を指摘しているのである

きた。
『航海書』の京大本については、本学会の会員である浦川和男

かの版から取ったに相違ないと云っている。》にすぎない。」と書い

が、この書物に出てくる「レグアのレジメント」の数値は『航海書』

9

氏 から 海上 保安 庁水 路部が 所有 する 写真 のコ ピーを いた だい た。 こ
こにご両人に感謝の念を記す。
註
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原著は一五三五年、セ
nueuamente escritas muy necessarias)
ビリア 六九ページ
今井 ・ 「天官書

（３）

一九五六年一〇月」

I
X
X

（４）

アントニオ・ラミレス・ベルゲル (Antonio Ramirez de Verger)
編 「ピエール・ダイ イマゴ・ムンディと他の小作品」 (Pierre

一九九二年マドリッド
d’Ailly Ymago Mundi y otros opúsclos)
三七ページ
またポルトガルの最も重要なペドロ・ヌーネスもこの数値を使
っている。

「発見の航海
(Fontura da Costa)

ペドロ・ヌーネス著作集 (Obras)
リスボン
科学アカデミー版、第一巻 一九四〇年 一六ページ
フォントゥーラ・ダ・コスタ

（５）

術」 (A Marinharia dos Descobrimentos)
一九八三年、リスボ
ン、第四版、二一一―二一六ページ

「一ミーリャは一〇〇〇ダブル・ パッソス。一パッソ・ドゥ

プロ （パッソ・ジェオメトリコ）とも言う）は五ペス。この場

合はイタリアで使用されていたペで、ローマ・ペのこと。ロー

マ・ペは二九・六センチメートル。したがって一パッソ・ドゥ

プロは一・四八メートルとなる。」これら当時のポルトガルに

おける距離の単位の関係を次のように第一表にまとめている。

１ﾐｰﾘｬ

１ｴｽﾀｰﾃﾞｨｵ

4,000

1,000

125

－

ﾊﾟｯｿﾄﾞｩ
ﾌﾟﾛ

32

8

－

－

ｴｽﾀｰﾃﾞｨｵ

4

－

－

－

ﾐｰﾘｬ

5,920

1,480

185

1.48

ﾒｰﾄﾙ

１ﾊﾟｯｿ･ﾄﾞｩ
ﾌﾟﾛ

１ﾚｸﾞｱ

）
Salvador Garcia Franco

(Historia del arte y ciencia de

サルバドール・ガルシア・フランコ（
（６）

「航海の技術と科学の歴史」
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一九四七年、マドリッド、一二二ページ
navegar)
ディエゴ・ガルシア・デ・パラシオ

（７）

(Diego García de Palacio)

「航海指南書」 (Instruccíon Náutica)
一五八七年、一九九三年、
マドリッド海軍博物館版 三六九ページ
小泉袈裟勝、「度量衡の歴史」一九七七年

（８）
（９）「

ミュンヘンとエヴォラの航海案内書」 (Os Guias Náuticos
一九六五年、リスボン 一三八ページ
Munique e Évora)
中村 拓 「御朱印船航海図」一九六五年

I
X
X

一九五六年一〇月」

横浜大学論叢第六巻第一号所載

○小泉袈裟勝 「度量衡の歴史」一九七七年

Manoel de Figueiredo “Exame de Pilotos “ 1614

Salbador Garcia Franco “Historia del arte y ciencia de navegar” 1947

marear … :1535” 1980

Juan Cromberger “Fransisco Faleiro :Tratado del esphera y del arte del

1992

Antonio Ramirez Verger “Pierre d/Ailly Ymago Mundi y otras opúsclos”

Diego García de Palacio “Instruccíon Náutica:1587” 1993

Pedro Nunes “Obras” Vol.1, 1940

A. Fontura da Costa “A Marinharia dos Descobrimentos” 1983

A. Teixeira da Mota “Bartolomeu Días e o valor do grau terretre” 1961

de Castro” 1968

Armando Cortesão e Luís de Albuquerque “Obras Completas de D. João

Luís de Albuquerque “O Livro de Marinharia de André Pires” 1963

Gaspar Moreira”1977

Léon Bourdon e Luís de Albuquerque “Livro de Marinharia de

Luís de Albuquerque “Os Guias Náuticos Munique e Évora” 1965

1962

Luís de Albuquerque “Introdução à História dos Descobrimentos”

○中村拓 「御朱印船航海図」一九六五年
○
○
○
○

（０
１）

中村

○

拓 氏 はパ リ の 国立図 書 館 で ガ スパ ー ル ・モレ イ ラ の 手写

本 の 航 海 術 の書 を 写 真に撮 っ て お り 、こ の 写 真を元 に 内 山 守常

○

氏が横浜大学論叢第六巻第一号 （一九五五年）に 「元和航海書
の デ キ リ ナ サン 」 と いう論 文 を 発 表 して い る 。ガス パ ー ル ・モ

○

○

○

○

とルイ
(Léon Bourdon)

レイラの航海術の書はレオン・ブールドン

ス・デ・アルブケルケ (Luís de Albuquerque)
によって注釈版が一
九七七年にポルトガルにおいて発刊されている。
参考文献

○

○
○飯田嘉郎 「航海術史」一九八四年

○

○飯田嘉郎 「日本航海術史」一九八〇年
○今井・ 「南蛮紅毛太陽赤緯表攷」一九六六年
○今井 ・ 「天官書

○内山守常 「元和航海書のデキリナサン」一九五五年
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