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中世ユークリッド伝承のー展開
一-

Hermenides証言を繰って

一一

五十嵐
E

中世ユークリッド伝承とMS7215

中世のユークリッド伝承に於てアラビア世界の果たした役割は大きい。ギリシア
語原典及び註解の多くが 8-10世紀l乙アラビア語訳され， 更に独 自の註解による新
展開を見た 。 中にはパッポスの註解の如く， ギリシア語原典は散逸し，

アラビア語

訳のみが伝わるものもある。かかるアラブ・ユークリッドが11世紀後半からラテン
語訳を通して西欧世界に入った。従ってアリスト テレスの場合と同様， 或はそれ以
上に深く， ラテン的西欧はユークリッドに於てもアラビア伝承の影響をうけたので
(1)

ある。しかし当初は翻訳， 翻案Ii:: 終止した受容も 次第にラテン 世界独自の展開を示
した。 われわれは その一例として14世紀のものと 推定される ユークリッド 写本，
è N ationale， l atin 721 5 を採 りあげたい。
MS B ibliothque
比写本lとはユークリッド《原論》第一 巻のラテン語訳註が含まれている。 テクス
卜部分はパースのアデラーノレ(AdelardusB athoniens is，fI. c. 1100)
， 註解においては
ク レ モナの ジェラルド(Gh erardoC remonese，t 1187)に依拠する所が多い。乙れら
はそれぞれ，

アル・ハッ ジャージ(al・H ajj1tj，c. 786-833)のアラビア語訳，

及びア

ル・ナイリージー(al-N air i z，i t 9 22)の註解をラテン語訳したものである。 従って
(3 )

MS 7215 は， 中世IL於るユークリッド伝承の一つの集大成版といえよう。
此写本は Mars h allC l agett 教授(当時 ウ ィスコンシン)の micro品1m pro jec t Iこ
より注目され， プリンストンに移った同教授の下で，
(4 )

伊東俊太郎氏 が初めてそのー

部を解読した。筆者は伊東氏の下で独自に解読にかかり， 現在共同の改訂を続けて
q
ue を発表するには程遠いが， 此処IL<:原論》 第
いる。訳註を付した édition c riti
一巻第一定義lζ付せられた註解を呈示し， 此写本の意義を哲学史 =
数学史的に検討
したい。 テクストは，

(5)

次の通りである。

PU
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Her menides di

um
t . という証言である。《点とはすべての量の根拠である》とHermenides は語
る。 問題ば此証言 自体の意義と， Hermenides とは一体誰か， とに集 中し よう。す
べての量とは後に明らかになる如く， 連続量としての図形と， 離散量としての数と
の双方と解される。これは数直 線や，

図形の点集合論的構成を初衡させる極めて近

代的解釈といえる。ギリシア以来の根拠とみなされていた 1 に代って， 点 が前面IC
出て来たことに新しさがある。では此証言の主Hermenidesとは誰か?

人はあの

パルメニデースを連想するかもしれない。しかしプラトン描くパルメニデースの如
く， 究極の根拠たるー者を説くならともかく， 点の根拠性とは如何なものか。勿論
Hermenides が誰であれ， 此写本の意義はそれなりに高い。 従って此論文では先ず
ユークリッド伝承に於るMS 7215 の位置を聞い， その後 Her menides 問題にも及
びたい。

11

点の根拠性を繰って
《点とはすべての量の根拠である》との証言に付与された意味の斬新さは，

しか
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し一挙IC獲得されたものではない。少くともプロクロスと，

アナリティウス乙と ア

ル・ナイリージーの詳解lζ於る展開を二大支柱としている。即ちー者を背景としつ
つも点 が図形の根拠と解されてきた段階と， 連続量の根拠としての点が確立された
段階とである。
ギ リシ アiζ於る纏まった《原論》註解としてはノfッポスが最も古い。しかし此処
では数の根拠は 1 であっても，

図形の根拠が点ではなかった。寧ろ反対で，

形全部を統一する形相乙そが限定図であり，

その図

部分たる点とは無限定なものに過ぎな

かった。従って一つの形相が多くの部分を限定している故，

1 がいわば数と図形双

方の根拠であった。尤も此解釈は ア リストテレスもすでに明般にした所で， 更に ア
ルキメデスの所謂く取り尽し法> 的証明の根拠となっていただけに， 古典期からへ
(6 )

レニズム期にかけてのいわば一つの常識であった。
此常識から一歩抜け出て，
った。 例えば，

点lこも或種の根拠性を見い出したのがプロクロスであ

二点が直線を決定する如く，

把 握された。そしてプロクロスは，

図形の限定要因rrépasとしての点が

点、の根拠性をプラトンの《パルメニデース>IC

於るー者の根拠性に由来させたのである。これはパ レ
J メニデースとユークリッドの
係わりを示す重要な証言であって，

プロクロスは控え目ながらもこう語っている。

lCal èOtlCE JJ 1:Òμ占νσ甲μεioνε1c6ναrpépUIJ， ÔÌ -8if.l'宮ölπs{ν， r:oü Æνòç: .carà TOν
IIlá，ωνa.

caì rà p ，0 0，0 μépoc;

oùåèνlXôl， w σπsp caì lcs[ν0 宮ös!cνυσωtν

Hαpμενtör;.
此処ICも 指摘のある如く，

�点とはその部分のないものである》 と の定義は，

《ー者とはその部分のないものである》というパ ルメニデースの言をうけた表現な
(8 )

のである。
しかしながらプロクロスに於て，
定要因たる点の個数と，

(9 )

点は未だー者の影の如き存在であった。更に限

限定される図形の次元との間IC差がーあることに就ての明

確な理解が欠けていた。此処を徹底させたのが ア ナリティウスであり， 彼により初
めて，

点 が連続量の根拠であるとの証言がとりあげられた。これはサムベリキウス

ことシムプ リキウスの証言であるが， ギ リシ ア語原典は失われていて此処にしか伝
わらない。
Supr a ho
c d ixit S arnbeli
ch ius: Pun
cturn

est prin cipiurn quantitaturn.
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また， 乙の点が運動して，
を点集合論的に構成し，

一 次元の直 線， 二 次元の平面，

三 次元の立体へと図形

従って点白身は零次元である(=nulJam earumく=dimen
(10)

sionum> h abet)と指摘された。
更に興味深いのは，

ζの後lζ 次の証言のあることである。

H erundes vero dixit， q uod punc tum es t princ ipium omniumq uantitatum indivls um_
Herundes とはHermenides に近く， 而 も 証言内容もほぼ等しい。 またζの前後
の議論， 特lζ，

同じく不可分ではあれ，

q uantitas disc retae)K属する
点と離散量 (

1 との区別などから， MS 721 5 がアナリ ティウスに多く依拠したζとは明らかで
ある。 しかしアナリ ティウスは折角《点とは不可分にして，
る》との証言を引 き乍ら，

すべての量の根拠であ

続く彼自身の註解では梢々点の根拠性，

及びその11ζ対

する優越を強調し過ぎた。そのために却って連続量と離散量との区別が極立ち，
って上の証言も，

従

すべての連続量の根拠という解釈に止まらざるを得なかったので

(11)

ある。
翻ってわれわれの写本では，

点と一考との区別をうけつぎつつも，

アナリ ティウ

ス自身の註解後半の強調部分を省略して纏めている為， 両者の断絶は感じられない。
それだけに一層 H ermenides の託言中の《すべての量》が，

続く連続量と離散量と

の総称たることを見易くしている。 尤も乙れは， 数直 線という近代的理論に基いた
読みこみなのかも知れない。 しかしながら，
であるだけに，
題が扱われ，

これほどコムパクトに纏められた註解

その ような解釈も妥当するのではないか。即ち，

量という普遍的問

量の種として連続量， 離散量が区別され， 乙れらすべての根拠が点で

あると読めるのである。
MS 7215 の新機軸に就て，

もう一つ指摘してお きたい。

註解の前 半で，

点が，

例えば一直 線の他の直 線に よる否定 (neg atio)として与えられるとある。 これは勿
論， プロクロス，

アナリ ティウス引くところのシムプリキウスらの解釈， 即ち直 線

を否定 (=限定)する要因たる点という思想、をうけついでいる。 しかし微妙な所で
はζれらとは違う新展開が見い出せる。 即ち，
要因たる点であったのに 比して，

前二者では，

図形の決定要因，

構成

ここでは更に数学に於る理論的操作の根拠として

の点が把 えられたといえ よう。直 線と直 線とを交わらせたり，

一直 線を一点で 二分
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することは， ユークリッド《原論》 中，

公準として要請され，

証明中も極めて慎重

(2)

に遂行される操作であった。 その際K， 交点による質料 増加や， 分割による欠損の
ないととが零次元たる点の支える所となっている。 すでにプロクロスでも， 理念的
存在としての図形が非質料 的に把 握されているとの指摘があったが，
めて，

それを更に進

理論的操作の根拠としての非質料 性が注目されてきた。

いずれにせよ，

点 が連続量の根拠として把 握され， 更に離散量を含めて量そのも

のが間われるに至ったのが中世に於るユークリッド伝承の展開であった。 とζろで，
連続量の計量にはどうしても連続的数概念が必 要であり， ギリシ ア古来のllC基く
自然数， 或はその比としての有理数概念だけでは不 十分なはずである。 勿論， 正 方
形の対角線の如く，
於てすら，

非通約量の発見はギリシ アにもあった。 しかしユ ークリッドに

連続的数の根拠たるべき無理数論の展開は十分でなかった。 何故なら，

例えば";2は非通約ではある が， 二乗lとより通約となるが故にユークリッドは有理

去

数とみていたのであ
とする思想、ば，

ところが，

中世を通じて次第に，

自然数とその比からなる数概念， 即ちlを根拠
連続量， 即ち点を根拠とした連続体的数概念

へと変化していった。 ここから無理数， 或は零をも含めた実数論の整備，

特l己極限

概念の確立という近代解析学の成立には未だ距離 があろう。 しかいわれわれの写
本は，

かかる道程に於て，

ゴ ー Jレの近いことを示す里程標といえるはずである。

今日的視点からすれば新しい数概念とは，

極限概念及び零を根拠としたものとい

える。 従って乙れは零の発見をみなかったギリシ ア数学にとっての限界であったか
も知れないが，しかし極限概念に就ては，例えば所謂ゼノン の逆理の裡にすでにその
原型を見い出せるのである。

それ故， われわれの写本中の引証Hermenides が， 若

しゼノンの師パルメニデ ースであったのなら， 中世lこ於るユークリッド伝承の新展
開も， 実は古代ギリシ アのもう一つの側面， 即ちノマノレメニデース主義とも称、すべき
(4)

ものの復 興とみなせよう。 以下に証言の主Hermenidesとは誰かを綴って論じたい。

111

Hermenidesとは誰か

MS 7215 が依拠した アナリティウスの註解にはすでに見た通り， Heru ndes の証
言 があった。

とれがHermenides から直接遡り得る，現在唯一の例で， ア ラビア語原

典lとほとれと一致符合するものは存在しない。 従ってHeru ndes ，ζ対しては， 此註
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解のトイプナー版の編者 Curtze も，
(6)

<原論》 の現代iζ於る標準的訳註を著した

He athも， 共lζ未知の人としている。( 音の類似からHeronを連想させるが， これ

ぷ? )

はアナリティウス註解中他の箇所でYr inus と引用されているため， 該当しな

尤もCurtze も He ath も MS 7215 を参照していない為， 此新 写本の出現により，
Her me nidesとは誰か， と間いを新たにし得るのである。 われわれは，

乙 れをあの

パ ルメニデースではなかったかと考えるのだが， 既存の彼の断片にもと れに相当す
る句が見当らない以上，

現在のととろ仮説lと止らざるを得ない。 しかし，

と と で予

恕される反論のいくつかに答える乙とを通じて， 側面からではあるがパ ルメニデー
スたるととの可能性を極立たせてみたい。
予想される 反論は先ず， Parmenides →Herme nides の音韻変化K 就てである。
即ち (1 )P→H の子音変化と， (2 ) a→e の母音変化とを如何に説明するかである。
] は[f]
しかしこれらは(1 ) アラビア語K[p ]の音を写す子音が存在しないため[ b 或
(18)

S

で代用すること， (2 ) 多くのアラビア方言では a→ e の変化が生ずるととか ，
ラビア伝承中の変異が主な理由である。われわれの写本 中，

ア

Ar chimedes が As ami

thes， S implichius が S abelichius と音写されていることからも， Parme nides→He(20)

rme nides の変化も許容されよう。
次に証言内容に関して，

一者が根拠というのならともかく，

るものか， という疑問である。しかしながら，

トン対話篤lζ於てであり， パ ルメニデース断片 中には，
あれ，

点 が根拠とは如何な

ー者r:ò lJlが極立っているのはプラ
存在するものTÒ l61Jとは

一者と語られているわけではない。寧ろ断片 8 に於てこの存在者のイメージ

として語られた球体とそ，
とζろでプロクロスは，

理念的点にも通ずるものなのである。
ユークリッドの点をパJレメニデースのー者と類比的K把

えていた。更にユークリッドl乙於る否定的定義の源泉は， パルメニデースであると
(21)

の証言もある。 これらからパ ルメニデースとユークリッド《原論》との関連が了解
されるが，

逆にまたパ ノレ メニデースその人と，

区別が梢々陵昧になる。実際，

プロクロスも乙の区別を明確にしてはし 、なかった為，

先のー者と点との区別についても，
れ故，

前節で見た如く，

性が極立ち，

プラトンの《パ ルメニデース》との

プラトンの テクストにひかれた気味がある。そ

寧ろプロクロス以降のユークリッド註解に於て，

点、の根拠

ためにパ ルメニデース 自身の思想にも近い形へと復元されたのではな
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いか。尤もパルメニデース 自身とは何を指すのかが問題である。暫定的lとは Diels
Kr anzの編む断片集のBと解せる。しかし， 断片の裡にしか思想の伝わらぬ人にあ
っては， 復元の作業から様々な先入主や解釈的予見を完全に除去するのは困難であ
る。更にまた，

プラトンの《
パノレ メニデース》やプロクロスの註解を無視するわけ

にはいかない。確実なのは，

す でに古代から連綿としてパルメニデースの名の下IC，

はっきりとしたイメー ジを以て展開した一つの思想的流れがあったことである 。 丁
度プラトンlζ対するプラトニズムのように， われわれはこれをパルメニデース 主義
とみなす。プラトンープロクロ スを通じてパルメニデース 主義の一大展開がなされ
た乙とは周知の所だが，

われわれは更にその第二の展開を MS 721 5 に象徴される

中世のユークリッド伝承に見い出さんとするものである。そして興味深いことに，
このMS 7215 に影を落 すパルメニデース 主義とは，

断片中のパノレメニデースlこも

通ずるものがある。最後に第 4断片を綴って， 此処lこも見い出せる点の根拠性の思
想、K就て論じたい。

IV

Parmenides D. K.

B fr. 4へのー解釈

パJレメニデースの第 4断片は短いながら，

K
. .第
解釈にはなかなか異論が多い 。D

6版に よれば テクストは以下の如くである。
ÀSü σσε ò' 8μ ωs' lX1nÓIJ't"aνdωl7rapsóν't"aßsßa
í，
ω宮
・
où T占p &πO't" μ �eε l 't"ò lò ντOÜ lóν't" 0S' lxsσ .f)w
0�'t"Sσ IClδνdμ 印0ν πdν守
f lnáνTωS' lCa't"à ICÓσ μ oν
00τεσυ νtσ 't"áp!νoν.
ア レクサンドリアのクレメン ス が伝える此断片は，
性の複lζ( ν仰の把握される理念的存在としての，

感覚では把えられずとも，

理

パルメニデースの存在者を端的に

示す。尤も 読み方に よっては， 1目の前に現前してはいないものJ (Die ls， Bumet)と
も訳せるが， τà &7rSÓν't"aとは優れて感覚を超えた理念的存在の意味であろう。ま
た，

2 行自の&7rO't"p�eSlを， 第三人称未来能動相(Diels，Rei nhardt)ととるか， 或

R
- aven)ととるかで解釈が分かれる。しかし，
は第二人称未来中動相( Burnet，Kirk
仮K第二人称としても， &1C orμ �Tω する主体l亡於て将K理性が主導権を持つはずで
あるから

実質的差異はそれほどない。きて， 此断片の主題たる理念的存在を 特に
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数学的対象とみて，
「しかしながら，

(22)

伊東俊太郎氏は 次の訳を与えておられる。
(感覚的には) 存在しないがしかし理性にはたしかに存在して

いるもの(以さのない理念的な面) をしっかりと観つめよ。

それは存在するもの

を存在するものとの関連から切り離しはしないであろう。存在するものは(それ
によって)全く規則的にすべての側から引き離されることもない(球面によって
か こ まれる場合のように )， 結び合はされることもない(平面によって接触する
場合のように。)J
数学的イメージを敢て用いることにより， 此断片の 解釈に 新たな光 が与えられ
た。しかしながら，

これ までの考察からも予想される如く， 理念的な面というより

寧ろ， 理念的な点とした方がよい 。何故なら例えば第 8 断片に於て， 乙の「存在す
， r丸い球の
るものJ rò l6ν のイメージが， r 中心からあらゆる方向!L均等を保 つJ
(23)

かた まり」とされているからである。感覚的対象としては球体だが， 理性lζ於ては
中心点と， そこから汎ゆる方向に等しく拡がる放射線である。かかるイメージで把
えられるrò èóν が，

Ò áp6ν011，qυν ueráμ印仰という形容をう
第 4断片に於て u"elJ

けていることは注目してよい。将に中心からの遠心的拡散何e吋
ò ρνOIJ， 中心への
求心的収数仰M σráμενoν という二方 位が見い出せるからである。 σ"eòlJáμaeとは，
確かに「引き離すJ (伊東)， rabtrennenJ (D iels)， r cu t o ffJ ( Burnet) との意味も
. ap
.Hdt.
あろうが， 他の用例に， 太陽光線の拡散(Orac
pocrates，Loc. Hom. 2 ) などがあることから，
い 。従って

8.2 3)， 臭いの惨透(Hip

寧ろ連続的拡散， 流出とみた方がよ

se d isperser，..._，se réunir(
P.Tannery)， kos rni s cherExpansion…Kon-

R aven)などの訳を採 り
traktion(Reinhardt)， sc atter itself". cro wd together(Kirk
たし

で

事実第1断片からも明らかな如く， ロゴ スの途に於てその導き手となるのは

日輸の亙女なのであり， 真理の光を照らすのは明るい昼の太陽であった。
斯くの如く考察してくると，

伊東 訳に於て (それはTanner ，y D iels， Reinhardt，

Burnet らに於ても然りだが)後 半 2 行の ou't s…Oð'tE ..， を分詞にかけ， 恰もこれ
が動詞であるかの如く訳しているのは却って不自然 である。そうではなくて 次の藤
R
- aven は稿これに近い)， 分詞は寧ろ rò l6ν の現象状
沢令夫氏の訳の如く(Kirk
態を形容するものとみた方が良い。
「現前しては し、ないけれども， 知性には現前しているものを， しっかりと見よ。
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あるものがあるものにつながっているのを切りはなすことはできぬであろうー
それが秩序をなし であらゆ るところにあらゆる仕方でちらばっているにせよ，
集まっているにせよ。」
確かに， "こそがれ時，

かはたれ時に於て， 日の光は収数し， 或は拡散するものと

見える。しかしながら明 るい昼間にそれは将に四辺に充満し， 汎ゆる方向fC， 汎ゆ
る仕方で満ち足りて欠けるところがない 。それは一点からのみ拡がり， 或は一点に
のみ収飲するのではなく，

汎ゆる点から汎ゆる点へと同時に収数し而つ拡散するの

である。存在するものとは此様に遍在するが故に，

存在するものから切り離される

(26)

ことがないのである 。
斯くして第 4断片は太陽光線の比喰 を下 敷にしていると見なせるが，
は数学 lζ 於る点、集合論的基礎づけと向型である。即ち，
在するものとして支えている根拠とは，

同時に乙れ

すべての図形を，

それが存

compactな無限点集合である。 点から線を

延長させること， 或は線の切断
， そして二つの線の交点を求めること， 乃至接続，
)
σ υJJcGráνaIの操作が 可能となるのも， 理念的存在とし
かかるいわばUlCfò凶μ

ぷ

ての点 があまねく根拠づけているからである 。それ故fC， 物体の場合のような質料
欠損(いわばàrro'tμ1els) を伴うζとなく， 理論的操作が実行される。 実際， ユー
ク ザ ッドの術語として&7rorμザ仰は余線分(P
ã ち線分を切りとること， 或は二つ
の線分の差を作ること) の意味で， σ υν tσráJJae は，角や線分の構成( 特l乙与線分上
lζ，一点 で交わる二線分をたてて三角形を構成すること)として用いられたのである。
*

詩の形で残る断片が最 もU r-Parmenidesfと応わしいとしても， 斯処には点の根
拠性がすでに拓かれていた 。此主題に対して， われわれの 始 めの引証， Pu nc tus est
pri ncipiu m omniumqu anti tat u mとは，

中世lこ於る一つの変奏であると とが明され

(28)

たので、ある。

註
(1)

ギリ シア語から先ずシリア語訳され，
るが，

その後アラビア語lζ訳されたと思われ

シリア語版の纏まった ものは未だ 発見されていない 。また， 原典から直

接ラテン 語訳された可能性のある写本としては MS B.N. latin 7375 がある 。
(乙れに就ては H ar var dのJ. Mur doch が解 説した。) 序でに言うと， ボエテ
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ィウス が 最初の 本格的ラテン 語訳 を試みたとい う証言が Cassiodorus にある 。
そして 《ボエテ ィウスのユークリ ッド》なるものが 断片的に残って いるが，
exce rpta の 一部にすぎず， 彼のものか疑わし し、。従ってラテン 語圏ユークリッ
ドの主流は アラビア経由のもの な のである 。

(2 )

精確にはMS B. N. 7215 4 r.-12 .r 尚， Ma rshallClagett は， Me dievalMat h.
ematic s a ndP hy sic s; A Chec k List o fMicro五1mRepro ductions byMarshall
Clagett-ISIS vol. 44. pa rt 4(1953)に於て，此写本を14世紀 ，作者 未詳 のもの
と紹介しているが，

1r. -12 r. と誤 記 している 。 1 .r -3 .r までは Libellus Arc hi・

medis de po nderibus と書き込みのある作品である 。
( 3)

( B?) atoni
比写本の 始め には， Euclide sElem e nta ex traditione Adelardi L
=

censl s とある。 更に 4r. の 右上には読みにくいが 次のよ うな 書き込みがある。
EuclidisElementa brevi ssime demo nstrata ab Adela rdo La to nice nsi ut potest
colligi exMS .CodiceD. I.B. hautii(?) RegiiCo nsilia rii i nCa stella toPanse carii，
inq uo prim us librer sol um reperitur c um nomi ne dicti Adela rdi Lato nice nsis.
ノてースの アデラ ー ノ レ のテクストは 未刊であるが，

その 一部は次の 論文にある。

Mar shallClagett; TheMedieval La ti nTra nslation from t he A rabic o f t he
Element s ofEuclid， wit h specialEm phasis o n theVe rsio n of Adela rd of Bath
E と 略)
-ISIS vol. 44. pa rt 1(1953)( 以下Clagett のMLA
J ド訳 の アナリ ティウスはトイブナー 版に ある。
ク レ モナの ジェ ラ レ
Anaritzï in decem lib仰s priores Elementorum Eucli・dz"s Commentarii，は

interpre tatione gherardi cremone nsis in codice cracovie nsi 569 se rvt
a a， - e didit
MaximilianusCurtze(1899)
(4)

伊東氏の解 読テクストは次の 論文 中にある。
伊東俊太郎;

14世紀 における ユークリッ ド「エレ メンタ」 の ー写本一一《 東

京大学教養部人文科学科紀 要》第37輯， 哲学XIII(1965)
E は，
比 論文 と Clage ttのMLA

われわれの 研究 に多大の 恩恵 を与え
ている 。

( 5) 付点， 横線は写 本中の 省略記号。尚伊東氏 は et i deo の 省略 (所謂 dittogra
phy)をそのまま 読まれて い る 。 また詳 解 5行目 の c um問eo の i nの読み落し，
lこ当っては，
6行目末 の dime nsio nesが dime nsio nem と臭る。 解 読
Diúonario di・Aωrevt・'ature latine ed italiane-per

c ura di Adria noCa ppelli

を用いた。此 辞 書は ColomanVIO LA氏 が， くJレベンとパリにおける中世哲
学 研究 の現状> (中世思想 研究 VI. 8 5頁)で指摘されている如く，

哲学， 神学

文 献 については 年
梢
代が新しい 傾向がある。しかし 自然科学方面でも， 多少そ
の 難点があり， 此写本 中の 略語に関 し でも 15世紀と判定された
ものがある。
( 6)

パッポスの アラビア語 テクストは 次 に よった 。

94
The commentaワザPaþþus on Book X0/ Euclz'd's Elements- ar
a bi c text

and translation byWilliam
Thomson; H arv ard semiti c series volVIIr (1930 )
此テクス トの Part1， p ara. 3， 4， 5，12 を参照。 アリスト テレスのかかる考え
方に就ては， Phys. III.

6. 207 b1-5; De Caelo 2 68 a 6; Metaþh. 10 48 b 9或

はMetaþh. 1088 a5， 1087 b 30-35 等を参照。

また，

これらの問題に就て，

Thomson は上述テクスト pp. 51-57 で簡潔に まとめている。
( 7)

プロクロスはトイブナー版を月jいた。
Procli Diadoc/li in Primum Euclidis Elementorum Librum Commentart"i，

ex re co gni tioneGodofrediFriedlein(
1873)
. 5-8.尚，
引用箇所は p.10411

理念的存在としての図形にも上 下の位階構造

があり， 根拠たる点l乙近いほど 純粋で上 位のものとされた。 ( cf. p. 87 11.19-2 5)
反対に立体ともなると， 質料 を伴った現実の存在と近く思われていて，

これは

点そのものが創刊μ t 宮として無限定な質料 性をも有しているからだとされた 。
. ) 此辺は， パッポスの考えにも近い。
(cf. p. 88 ll. 2 ，...5
cf.Parmenides 137 トe

( 8)
( 9)

プロクロスは点を1(= モナド) とし，
ピタゴラスと， 線を1とし， 以下 2 ， 3，
え方を紹介しているが，

以下線，

面，

立体を 2，3，

その差の由来を明確に次元論的に説明してはいない。

.Proclus p. 97.) 位取りとしての零が発見されていなかったため，
( cf
零 次元と言えば 済む所を，
(10)

4とする

4とするアリストテレスとの双方の考
今日では

モナドの1と， 数の1という区別を必要とした。

直線が点の流 れ(pÚ(1I)
� であるとの解釈は， プロクロスも一応引用している。

. 6-17 )これは，
(cf.Proclus p. 97 11
レスの考え(D eAn.

の シム プリキウスの如く，
augere とは，

アナリティウス 中

零 次元の点が運動して三次元の立体 までが構成され

るという思想、はない。 因みに，
が，

線を一方向への延長と見なしたア リ ストテ

40 9 a 4)を引く ものであろう。 しかし，

ここで， 点は直 線などを augere とするとある

運動によって増やすという 意味の他に，

根拠づける( cf.

a uctor[itas
l)の意もあろう。
(11) プロクロス では， 一者を点より高い，

純粋な存在とするピタゴラス派の説が

引証されていた。 ( cf.Proclus p. 95--6) 位置を持つ点はそれだけ質料 位界に近
いというのだが， アナリティウスはこの関係を逆転させ， 連続量を位置により
限定させ得る力を以て寧ろ高しと為した。 ( cf. Anaritius p. 4 ll. 8-18) 此註 解
部分の最後にアナリティウ スば語る。
E go autem di co，quod unitas est res carens parti bus et situ， et prin cipium
quantitatis discrete.

(12)

公準aìτ和a，a (= postulata)とは原論第 一巻の定義lζ続いて， いわば 作図
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上 の基本操作として要請されている五つの方法である。例えばそのーは，

任意

の点から任意の点へ直 線を引くことである。因みに《ユークリッド 原論》は，
中村，

伊東 ， 寺阪， 池田四氏の訳業が公刊されたが， その意義は大きい。 巻末

の論文，

伊東俊太郎

<ユークリッドと『原論Jの歴史>は テクストの伝承問

題を占代から現代 まで概観していて重宝である。
3， 参照。

)
( 13

<t原論::Þ10巻定義1 ， 1，

( 14)

本の表記法が存在しなかった為，

どうしてもくあのー>とくこのー>という，

ーの位相差乃至位階構造 K頼らざるを得なかった。プラトンの《パルメニデー
ス》に於る所謂第二部第一命題と， それ以降の命題群との間に見い出せる，
者の位階も これと同型であろう。

ここは寧ろ，

一

<零>と<ー>とでも言えば，

より判然としたかもしれない。しかし， 表記 法が存在しないことは，

零の意義

が知られていなかったことではない。 零の意義とは， 単lζ位取記数法に止 まら
ず，ー 却って極限概念，

特lζ収束の問題と係わる。 無限の有理数列も， 無理数の

存在があってはじめて収束 可能なように， 零と極限概念と無理数の問題とは，
お互い深く連関しているのである。
( 15
)

ア ノレ ・ナィリージーの註解を含む アラビ ア語写本は現存するもので纏 まって
いるのは， C odex L eidensis. 399， 1 である。 乙れは， ア ル・ハッ ジャー ジ(al

Hajjãj， c. 786-833) によ る原論の アラビ ア語訳註であり， 通 称 a M
-l a' munï版
と， その献呈主の名を持っている。 このテクストへの註IC アJレ・ナ ィリー ジー
が引証されているが， H erm enides， 或はHer un desIζ相当するものはない。た
だ第一定義に続いて，
が，

点とは(連続) 量をうみ出す根源であるとの証言がある

との名前は写本が摩滅していて 読めない。 僅かに残る字形と，

らの照応として，

ラテン訳か

サ ムベリキウスことシ ムブリキウスと推定される。 (尚， 此

ライデン写本は R. O. Besthor n， J.L.Heiber g，とよりラテン訳を付されて 1893
年コベンハーゲンにより刊行 された。 C odex L eidensis 399.1. E uclidis elem e
n ta ex in ter preta tion e a lH
- a dschdschadschii cum c omm en tar iis al Nair izii.

し

かし筆者はこの テクストを見ることができなかった為，直 接比写本の m icr ofi lm
により検討した。)
(16
)

c.fT.L. H ea th; The Thi・'rteen Books 0/ Euclid's Elements 3 vols， Cam bridge

(192 5)
.
( 17
)

156頁 参照。 尚此書物は Doverの廉価版(1965
) で入手し易くなった。

へロン乙と，

紀元三世紀に活躍した ア レクサンドリアの数学者， 技術者で，

通 常<機械屋のへ ロン>υHpων 6μ マ;(alllÆ:ぬと称される。 ア Jレ・ナデ ィーム
l ihriは)には，
の《 諸学総覧::Þ ( a -F

くへ ロンはこの書(=原論) の註解を書き，

その難問を解乙うと努めた>とあるが， 此書物は失われ，
ン写本と，

現在のとと ろライデ

ラテン訳の アナリティウスとと C odexC rac ovien sis 569. にしか伝
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わらない。
(18) パッポスの註解中に(プラトン の ) パルメニデースが brmãnids と記され て
いる。( cf.PappusPa rt1， pa ra. 13) 従って ba rmãnidis 乃至bermãnïdes な
どと発音 したのであろう 。
(19) 今日でもカ イロ方言(アンミー ヤ〕や シリアなどでそう だが， 当時のラ テ ン
訳者た ち の アラビア語 発音 の 癖を知る例と して次の如きものがある。

アル ・ハ

ッ ジャ ー ジ訳で は 証明の 終りに 常套句 と して， Wa dhãli ka mã a rãdnã an nub.
aiyinu(=Hoc estquod demon stra re inten di mus) とあるが， とれをカ リ ン ティ
アの ヘルマ ン{Hermannus deCarin thia， 12世紀 ) は ，

Wa delicah me a raden e

en n ebeienn e と 音 写している。 (M SB.N. 16646， 64r)

E
尚 C lagett の MLA

p. 26 参照。(此処 で アラビア語 表記 の問題があるが， 上 記 のものを含 め て此論
E p. 18. )他に，
文中で は ほぼC lagettIζ従った。(cf. C lagett， MLA
→ an.Nai rìzì， dh→ z， iy→ yy もあり得る。)

a .N
l ai rìzì

また， ヘルマ ン のテクろト は以

下のものがある。
TheTransla ti on of theElements
mann of Ca rin thia(?)
(20)

-

of Euc lid f rom the a ra bic into la tin byHer.

H. L. L. B usa rd， Leiden(1968)
Sabelichiusは第九定義(鋭角， 鈍角)以下

Asa mithes は 第五定義(直 線 )，

へ の註に見出せる。
(21)

cf. Proc lus p. 94， 11. 11�13

( 22) 伊東俊太郎;純粋数学の起源

一一一

ユークリッド『幾 何学原理」 の成立に即 し

7
3月号。 pp. 53�56. 尚， 面の比喰はエン リ ケスの示唆に
て一一 思想， 196年
ques，Significatz'on de l'historie de la þensée
よるものだそうである。 ( cf.F.Enri
scientifique (1934)

p. 54)

(23)

cf 合
. . 8 11. 42-49.

(2)4

断片の翻訳 は以下の書物に依った 。

H. Die1s( hersg. vonW.Kranz): Die Prag間的te der Vorsokratiker， Bd. 1，
A ufl.(1954)

6

.S 232

K. Reinha rdt; Parmenides und die Geschichte der griechischen Phzïosoþhie
(1916)

.S 49

. 173
J. Burn e ;t Early G何ek Philosoþhy (1920) p
Ki rk& Raven; The R問socra#c Phzïosoþhe何(1956)

p. 275

P.Tann ery;Pour l'histoz're de la science hellène (1887) p. 245
(2)5

藤沢令夫; I パルメニデス」
想 家集:> (1965) p. 48

(26) cf.仕. 8 11. 22�25.

筑摩書房版世界文学大系第63巻《
ギリ シア思

一一
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(27)

因みにプロクロスは此語 ulCÍö凶μαtを，

一つの図形の形相が，

lζ向けて散らばっては分有されるととを指す。( cf.Proclus，p. 86. 1.

(28)

パルメニデースを始 めエレア派が，

ユークリッド《原論�，

多くの質料
9� )

特に公浬， 公準

の成立に与えた影響l乙就ては， ÁRPλD SZABÓ; Anf änge des eukl id ischen Axio
m ensystem s Archi・開 for Hùtory of Exact Sciences， V ol1. No.1(1 960 ) が
-

優れている。しかし公理に基づく純粋数学の起源を，

エレア派 かプラトニズム

かと， ひいてはノマルメニデースとプラトン の差異をあまり強調するのは危険で
ある。 何故ならばサボーも多く依拠したプロクロス 自身， パノレ メニデースその
人とプラトン の《パノレメニデース》とを区別していない 。更に註(14) でも見た
如く， 用語こそ異なれ， 同じととを論じている場合もあり得る。 従って今回の
論文ではプラトン の《パJレメニデース》を独立にとりあげて論じなかったが，
比対話篇の根底にあるものも実はパルメニデースの哲学思想， そして ユ ークリ
ッドと一つであるかも知れないのである 。文献 学 的には独立別箇の問題でも哲
学的には同一であり得る。実際，

哲学とはつねに悶じーっの主題にかかわると

言ったのはプラトン であった。 筆者は彼の対話篤について別に論考を用意して
いるが，

これは他の機会K譲りたい。

