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ピュタゴラス学派の学問論 

―アルキュタス断片 B1 とプラトン『国家』における五つの数学的諸学科― 

和 泉 ち え 
 

 

１．問題の所在 

 

 何故に五つの数学的諸学科（数論・幾何学・立体幾何学・天文学・音階論）がプラ

トン『国家』における哲人王教育の主要部分を実質的に構成するのか、その背後にア

ルキュタスをはじめとするピュタゴラス学派の影を躊躇なく遠望する傾向は、周知の

如くとりわけキケロ以降顕著に看取される構図でもあった ( 1 )。本稿の目的は、アルキ

ュタスとプラトンの実質的関係を巡る一つの視座を、アルキュタス断片B1 の再検討を

通して描出することにある。 

 その前に、以下の事項を確認しておきたい。即ち、アルキュタスとプラトンの関係

の詳細をプラトン自身の証言に基づき再構成することは不可能に近い、という史料的

限界である。プラトン諸対話篇の中でアルキュタスが直接言及される箇所は存在せず、

また、アルキュタスの名が俎上に上るプラトン数通の書簡（例えば『第七書簡』、『第

九書簡』、『第十二書簡』、『第十三書簡』）には偽作の可能性が常に付随するからである。

例えばアルキュタス宛『第十二書簡』はプラトンの思索活動に対するアルキュタスの

影響の深さを物語るが、それはまた同時に、新ピュタゴラス主義的主張ゆえに偽作の

刻印を古来負う内容でもあった。 

しかし興味深いことに、プラトン諸書簡から浮かび上がるプラトンとアルキュタス

両者の関係は、必ずしも新ピュタゴラス主義的色彩に染まるものばかりではない。例

えば『第七書簡』から導出される状況は、アルキュタス由来の学問的営為に対して注

意深く一線を画すプラトンの折々の態度表明であり、両者の間には親密な影響関係よ

りもむしろ深刻な断絶が存在したと推察される( 2 )。 

何故にアルキュタスとプラトンの関係を巡って、両者の間の親密さおよび断絶とい

う相対立する評価がプラトン諸書簡から看取されるのか。この問題に関する本稿の見

通しは、以下の通りである。即ちそれは、諸書簡の真偽問題を越えて、前四世紀前半

 
(1) 代表的箇所として Cic. Rep.1.16, D. L. 8. 85, 等々.（字数制限のため、関連箇所の引用は
省略する.） 
(2) G. E. R. Lloyd 1990: 159-174. 左記論文は『第七書簡』を詳細に再検討することによって、
当時ディオニュシオス二世に対する哲学教育の内容を巡り、アルキュタス一派とプラトン
両陣営がある種の緊張状態にあったことを明瞭に描出する. その論拠として例えば Plato 
Epistle 7, 338d2f., 339b2-4, 339d1-3, 340b1-4, 341a1-3, 341b5-7 等々を参照のこと. 
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に接点を持つ両者の間にアンビヴァレントな緊張関係が実質的に存在したことを反映

する、と。 

アルキュタスB1 を再考するに際して本稿が立脚する前提は、上記導出した観点即ち

アルキュタスに対するプラトンのアンビヴァレントな実質的関係である。それゆえ本

稿は、プラトンに対するアルキュタスの影響を示唆する断片としてアルキュタスB1 を

短絡的に処理することは控えると共に、そこに揺曳する新ピュタゴラス主義的色彩ゆ

えに偽断片の烙印を押す立場にも与しない( 3 )。本稿はあくまでもアルキュタスB1 を全

面的に受け入れて、その精査を通して得られる手がかりに基づきプラトンとアルキュ

タスの実質的関係を巡る新たな諸断面を描出することを目指す。その行程において、

ピュタゴラス学派の学問論の輪郭に対しても再検討が加えられる。 

 

 

２．アルキュタス B1 とプラトンにおける数学的諸学科 

 

以下考察の対象となるアルキュタス B1 の DK 版、その主要証言であるゲラサのニコ

マコス『数論入門』およびポルフュリオス『プトレマイオス「音階論」注釈』の該当

箇所を提示する。 

 

２．１ テクスト 

 

DK47B1 

καλῶς μοι δοκοῦντι τοὶ περὶ τὰ μαθήματα διαγνώμεναι, καὶ οὐθὲν ἄτοπον ὀρθῶς 

αὐτούς, οἷά ἐντι, περὶ ἑκάστων φρονέειν· περὶ γὰρ τᾶς τῶν ὅλων φύσιος καλῶς 

διαγνόντες ἔμελλον καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος, οἷά ἐντι, καλῶς ὀψεῖσθαι. περί τε δὴ 

τᾶς τῶν ἄστρων ταχυτᾶτος καὶ ἐπιτολᾶν καὶ δυσίων παρέδωκαν ἁμῖν σαφῆ διάγνωσιν 

καὶ περὶ γαμετρίας καὶ ἀριθμῶν καὶ σφαιρικᾶς καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ μωσικᾶς. ταῦτα 

γὰρ τὰ μαθήματα δοκοῦντι ἦμεν ἀδελφεά· περὶ γὰρ ἀδελφεὰ τὰ τῶ ὄντος πρώτιστα 

δύο εἴδεα τὰν ἀναστροφὰν ἔχει. 

 

「数学的諸学科に従事する人々は優れた鑑識眼を持つように私には思われる。そして

 
(3) アルキュタス B1 を偽断片とみなす代表的議論として Burkert 1972: 379ff. が挙げられる
が、その路線を踏襲する Centrone 1999: 69ff.の包括的解説も参照に値する. 一方、英米系の
研究者達は Burkert の見解を採用せず、アルキュタス B1 を積極的に真正断片として取り扱
う傾向にある. 例えば Bowen 1982: 79-104, Cassio 1988: 135-139, Barker 1989 vol. II: 39-40, 
Kahn 2001: 39ff., Huffman 2005: 112-114, 等々. この二つの潮流の分岐点は、「哲学者」「数
学者」「シャーマン」等の諸属性に彩られたピュタゴラスの原像を如何に解釈するのか、そ
の基本的視座の相違に遡る.特にピュタゴラスの宗教的側面に焦点をあてる Burkert の視点
の背後には、19 世紀末ドイツの一部ヘレニスト達の間に蔓延した反近代主義的態度表明の
系譜が色濃く介在する. 
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彼らが個々の事柄に関して、その本質を正しく考察することも当然の理といえよう。

実際、万有のフュシスに関して優れた見識を有する人々は、それらの部分に関しても、

その本質を見事に洞察していたのである。星々の速度と上昇および下降について、ま

た幾何学と数とスファイリカについて、そしてもちろん音楽に関しても、彼らは我々

に明瞭な認識を伝授した。これらの数学的諸学科は姉妹関係にあるように思われる。

なぜならそれは、存在の筆頭に位置する姉妹関係にある二種類の対象に関与している

からである。」 

 

Nicomachus, Introduction to Arithmetic I. 3.4 

ἀλλὰ καὶ Αρχύτας ὁ Ταρντῖνος ἀρχόμενος τοῦ ἁρμονικοῦ τὸ αὐτὸ οὕτω πως λέγει· 

καλῶς μοι δοκοῦντι τοὶ περὶ τὰ μαθήματα διαγνοώμεναι καὶ οὐδὲν ἄτοπον αὐτοὺς 

ὀρθῶς, οἷα ἐντί, περὶ ἑκάστου φρονέειν. περὶ γὰρ τᾶς τῶν ὅλων φύσιος καλῶς 

διαγνόντες ἔμελλον καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος, οἷα ἐντί, καλῶς ὀψεῖσθαι· περί τε δὴ 

τᾶς γεωμετρικᾶς καὶ ἀριθμητικᾶς καὶ σφαιρικᾶς παρέδωκαν ἄμμιν σαφῆ διάγνωσιν, 

οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ περὶ μουσικᾶς. ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δοκοῦντι ἔμμειναι 

ἀδελφεά· περὶ γὰρ ἀδελφεὰ τὰ τοῦ ὄντος πρώτιστα δύο εἴδεα τὰν ἀναστροφὰν ἔχει. 

καὶ Πλάτων δὲ ἐπὶ τέλει τοῦ τρισκαιδεκάτου τῶν νόμων... 
 

「タラスのアルキュタスもまた『音階論』の冒頭で同じことを以下のように語ってい

る。数学的諸学科に従事する人々は優れた鑑識眼を持つように私には思われる。そし

て彼らが個々の事柄に関して、その本質を正しく考察することも当然の理といえよう。

実際、万有のフュシスに関して優れた見識を有する人々は、それらの部分に関しても、

その本質を見事に洞察していたのである。幾何学と数論そしてスファイリカについて、

そしてもちろん音楽に関しても、彼らは我々に明瞭な認識を伝授した。これらの数学

的諸学科は姉妹関係にあるように思われる。なぜならそれは、存在の筆頭に位置する

姉妹関係にある二種類の対象に関与しているからである。そしてプラトンも『法律』

第十三巻の末尾において…」 

 

Porphyry, On Ptolemy’s Harmonics I. 3  

παρακείσθω δὲ καὶ νῦν τὰ Ἀρχύτα τοῦ Πυθαγορείου, οὗ μάλιστα καὶ γνήσια λέγεται 

εἶναι τὰ συγγράμματα. λέγει δ᾿ ἐν τῷ Περὶ μαθηματικῆς εὐθὺς ἐναρχόμενος τοῦ 

λόγου τάδε· Καλῶς μοι δοκοῦντι τοὶ περὶ τὰ μαθήματα διαγνῶναι καὶ οὐθὲν ἄτοπον 

ὀρθῶς αὐτοὺς περὶ ἑκάστου θεωρεῖν. περὶ γὰρ τᾶς τῶν ὅλων φύσιος καλῶς διαγνόντες 

ἔμελλον καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος, οἷά ἐντι, ὄψεσθαι. περί τε δὴ τᾶς τῶν ἄστρων 

ταχυτᾶτος καὶ ἐπιτολᾶν καὶ δυσίων παρέδωκαν ἁμῖν διάγνωσιν καὶ περὶ γαμετρίας 

καὶ ἀριθμῶν καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ μουσικᾶς. ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δοκοῦντι ἦμεν 
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ἀδελφεά. 

 

「さて、ピュタゴラス学派のアルキュタスの一節をここに引用しよう。彼に属する著

作の大半は、真正であると言われている。彼は、『数学について』という著作におい

て、議論を始める際に以下のように述べている。数学的諸学科に従事する人々は優れ

た鑑識眼を持つように私には思われる。そして彼らが個々の事柄に関して、その本質

を正しく考察することも当然の理といえよう。実際、万有のフュシスに関して優れた

見識を有する人々は、それらの部分に関しても、その本質を見事に洞察していたので

ある。星々の速度と上昇および下降について、また幾何学と数と、そしてもちろん音

楽に関しても、彼らは我々に明瞭な認識を伝授した。これらの数学的諸学科は姉妹関

係にあるように思われる。」 

 

具体的内容の検討に入る前に、上記テクスト各々の文脈を概観しよう。ゲラサのニコ

マコスによれば、アルキュタスの証言はアルキュタス『音階論』に由来するという（上

記引用参照）。数学的諸学科への礼賛という点において、ニコマコスはアルキュタスの

証言をプラトン『法律』第十三巻および『国家』と関連付け ( 4 )、プラトンの数学的諸

学科をピュタゴラス学派の学問伝統の中に位置付ける ( 5 )。ニコマコスならではの、新

ピュタゴラス主義的視点が看取されるといえよう。またアルキュタスを引用する際に、

ニコマコスは彼自身の語彙に由来すると思われる術語表現を使用すると共にドーリス

方言による脚色を施し、ピュタゴラス学派の学術文章表現を意図的に誇張すると指摘

される ( 6 )。一方ポルフュリオスは、この種の脚色を付さずにアルキュタス『数学につ

いて』からの一節を引用し、ピュタゴラス学派の数学的諸学科の系譜にプトレマイオ

ス『音階論』を据える（上記引用箇所参照）。ニコマコスとは異なり、ポルフュリオス

の関心事はプラトンとピュタゴラス学派の関係ではなく、プトレマイオスとピュタゴ

ラス学派の関係であった。 

 ニコマコスとポルフュリオスの証言の折衷案として提示されたDK版であるが、それ

に準拠することを本稿は控えたい。また一方ニコマコスの証言に関して、その語彙の

独自性および表現上の脚色を理由に、ポルフュリオスよりも信頼性が劣ると判断する

諸家の傾向 ( 7 )にも問題がある。なぜならその実質的内容において、ニコマコスの証言

のほうがアルキュタスの見解を反映する可能性が存するからである。同様にポルフュ

リオスの証言に関しても、その表現上の素朴さゆえにアルキュタスの見解に忠実であ

るとは限らない。 

 
                                                      
(4) Nicomachus I.3.5-7. 
(5) Nicomachus I.1-I.3. 
(6) Cassio 1988: 135-139, Thesleff 1972: 83. 
(7) アルキュタス B1 に関する解釈傾向の総括として Huffman 2005:112 ff.等を参照のこと. 
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２．２ アルキュタスＢ１における数学的諸学科のリストと列挙順序 

 

数学的諸学科のリストおよびそれらの列挙順序において、ニコマコスとポルフュリ

オスの証言に相違点が現れる。以下整理しよう。ニコマコスにおいて数学的諸学科は

四科目から構成され、その列挙順は (1) 幾何学 (2) 数論  (3) スファイリカ (4) 音階

論である。一方ポルフュリオスにおいても数学的諸学科は四科目から構成されるが、

その名称および列挙順はニコマコスとは異なり(1) 星々の速度、上昇と下降に関する探

求 (2) 幾何学 (3) 数論 (4) 音階論となる。DK 版は両者を単純に融合し、(1) 星々の

速度、上昇と下降に関する探求 (2) 幾何学 (3) 数論 (4) スファイリカ (5) 音階論 と

いう五つの数学的諸学科を列挙する。 

ところでアルキュタスB1 との関連性が指摘されるプラトン『国家』の数学的諸学科

は五科目から構成され、その列挙順序は(1) 数論 (2) 幾何学 (3) 立体幾何学 (4) 天文

学 (5) 音階論であった( 8 )。この順番は周知の如く、数学的諸対象の生成過程と連動す

る宇宙論に由来し、それはまた必須科目（マテーマタ）としての数学的諸学科の意義

と役割を反映する。それゆえ数学的諸学科の具体的項目とその列挙順に関するニコマ

コス、ポルフュリオス、プラトン三者間の相違点を、些細な問題として片付けてはな

らない。特に（i）ポルフュリオスの「星々の速度、上昇と下降に関する探求」とニコ

マコスのスファイリカおよびプラトンの立体幾何学との関係、（ii）ポルフュリオスと

ニコマコス両者において幾何学が数論に優先すること、(iii) ポルフュリオスにおいて

「星々の速度、上昇と下降に関する探求」が数学的諸学科の筆頭に位置すること、等

の問題点が浮かび上がる。 

 

 

３．アルキュタス B1 における数学的諸学科 

 

３．１「星々の速度、上昇と下降に関する探求」・天文学・スファイリカの関係 

 

スファイリカはニコマコスにのみ登場し、一方「星々の速度、上昇と下降に関する

探求」はポルフュリオスのみに登場する。DK版は両者を併記するが、それに対しBowen

およびHuffmanはスファイリカの削除を提案している。しかし彼らの論拠は同じではな

い。Bowenは「スファイリカは、エウドクソス以降天文学の同義語として登場し、ニ

コマコスもまたそれを天文学の意味で用いている。スファイリカとは運動する立体に

関する学問であり、それは立体幾何学から区別される」という論拠において ( 9 )、また

Huffmanは「星々の速度、上昇および下降に関する探求とスファイリカの間に相違点を

 
(8) Rep.VII 525a-530d. 
(9) Bowen 1982:84. 
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見出すことは難しい」という理由でスファイリカの削除を求めている( 10 )。このように

両者のスファイリカ解釈には看過できない相違点があり、アルキュタスB1 からスファ

イリカを削除する提案に賛同する場合でも、そのどちらの論拠に立脚するのか再検討

が必要だろう。アルキュタス当時における「星々の速度、上昇と下降に関する探求」・

天文学・スファイリカの三者の関係を再吟味せずにアルキュタスB1 からスファイリカ

を削除することは、適切な処置とはいえないだろう。Bowenおよび Huffmanの論拠に

対して、本稿は以下の基本的問題点を指摘したい。(a)「スファイリカはエウドクソス

以降初めて天文学の同義語として登場する」とBowenは（文献学的論拠を指摘せずに）

主張するが ( 11 )、果たしてそれは妥当であろうか。(b) ニコマコスおよびポルフュリオ

ス両者の証言の中に「アストロノミア」の用語が登場しない以上、ポルフュリオスの

証言にのみ登場する「星々の速度、上昇および下降に関する探求」をスファイリカと

同義と見なすHuffmanには、更なる論拠が要求されるのではないか。 

まず上記 (a) の問題に関して、以下検討を加える。Bowenの主張に対する反論の根

拠として、ビチュニアのテオドシウス『スファイリカ』が有益な手がかりを提供する

ように思われる。テオドシウス『スファイリカ』は幾何学的球形の定義を冒頭に据え

( 12 )、その内容はあくまでも球面および円に関する幾何学的考察に終始する。作品末尾

に至りようやく天文学にも応用可能な諸命題が登場するが、天文学との関連性が具体

的に言及されることはない。テオドシウス『スファイリカ』は、天文学とは一線を画

す球体幾何学としてのスファイリカの方法論を明瞭に提示するといえよう ( 13 )。「スフ

ァイリカはエウドクソス以降初めて天文学の同義語として登場する」というBowenの

一般化された見取り図は、それゆえ修正されなければならない。

しかし興味深いことに、スファイリカを天文学と同一視する特定の文脈と系譜が存

在する。プラトン『国家』の数学的諸学科に関するニコマコスの要約( 14 )、プロクロス

によるピュタゴラス学派の数学的四学科の紹介( 15 )、そしてプラトン『ティマイオス』

との関連においてプロクロスが解説する数学的四学科の生成順序である( 16 )。プロクロ

 
(10) Huffman 1985:345 における議論はあくまでも Bowen 1982: 84 を論拠とする. アルキュタ
ス B1 からスファイリカを削除すべきか否か、後に Huffman 2005:120 において再検討が加
えられているが、新たな論拠は提示されていない. 一方 Heath 1921: vol i 11 は、スファイ
リカを削除しない. 
(11) エウドクソスが「スファイリカ」の用語を天文学と同義に用いた、という文献学的論
拠は存在しないが、エウドクソスが展開した天文学の実質的内容が同心天球理論であった
という事由に基づき Bowen1983: 341-355 は上記見解を提案.  
(12) Theodosius (150-70B.C.) Sphaerica 1.1-3: Σφαῖρά ἐστι σχῆμαστερεὸν ὑπὸ μιᾶς 
ἐπιφανείας περιεχόμενον, πρὸς ἣν ἀφ ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων 
πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. 
(13) Heath 1921: vοl ii 248. アラビア語でのみ現存するメネラオス『スファイリカ』もまた、
テオドシウス『スファイリカ』と同様に、純粋球体幾何学の枠組みを越えることはない. ス
ファイリカの左記特徴は、既に Neugebauer 1975: vol ii 749 において指摘されている. 
(14) Nicomachus I.3.7 (本文で該当箇所を引用). 
(15) Proclus In Euclid.36.3. 
(16) Proclus In Euclid.36.17ff. 
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スによれば、ピュタゴラス学派に由来する数学的諸学科は四科目から構成され、その

列挙順は(1) 数論 (2) 音階論 (3) 幾何学 (4) スファイリカであり、それら相互の関係

は『ティマイオス』が描出する宇宙生成の過程を反映する( 17 )。また特にプラトン『国

家』に登場する数学的諸学科を巡るニコマコスの以下の要約は、再考に値する。 

 

Nicomachus, Introduction to Arithmetic, I. 3. 7 

καθὰ καὶ ὁ παρὰ Πλάτωνι ἐν τῇ πολιτείᾳ Σωκράτης τοῦ προσδιαλεγομένου αἰτίας 

τινὰς εὐλόγους ἐπιφέρειν δοκοῦντος τοῖς μαθήμασιν, ὡς εὔχρηστά εἰσι πρὸς τὸν 

ἀνθρώπινον βίον, ἡ μὲν ἀριθμητικὴ πρὸς λογισμοὺς καὶ διανομὰς καὶ συνεισφορὰς 

καὶ ἀμείψεις καὶ κοινωνίας, ἡ δὲ γεωμετρία πρὸς στρατοπεδεύσεις πόλεών τε καὶ 

ἱερῶν συγκτίσεις καὶ γεωμορίας, ἡ δε μουσικὴ πρὸς ἑορτὰς καὶ θυμηδίας καὶ

θρησκείας, 

 θεῶν 

σφαιρικὴ δὲ καὶ ἀστρονομία πρὸς γεωργίας τε καὶ ναυτιλίαν καὶ τὰς 

ἄλλας καταρχὰς τῶν πράξεων εὐχερείας καὶ ἐπιτηδειότητας προδηλοῦσα, 

ἐπιπλήττων φησίν· ὡς ἡδὺς εἶ, ὅτι ἔοικας δεδιέναι, μὴ ἄρα ἄχρηστα ταῦτα τὰ 

μαθήματα προστάττοιμι· τὸ δέ ἐστι παγχάλεπον, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον· ὄμμα γὰρ τῆς 

ψυχῆς ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων ἀποτυφλούμενον καὶ κατορυττόμενον διὰ 

τούτων μόνων ἀναζωπυρεῖται καὶ ἀνεγείρεται κρεῖττον ὂν σωθῆναι μυρίων  

σωματικῶν ὀμμάτων· μόνῳ γὰρ αὐτῷ ἡ περὶ τοῦ παντὸς ἀλήθεια ὁρᾶται. 
 

「そしてまたプラトン『国家』においてソクラテスの対話者は、数学的諸学科に関す

る推奨理由即ちそれらが人間の生活に対して如何に有用であるのか、を提示している

ように思われる。数論は計算や分配、寄付や交換そして共同性に関して有用であり、

幾何学は軍隊配列やポリスおよび神殿建設そして測量分割に有用であり、音楽は祭り

や娯楽そして神々への祭礼に、スファイリケー即ちアストロノミア（天文学）は農耕、

航海およびその他の事柄にとって、適切な手順と時期を提示する点で有用であると語

っている。しかしソクラテスは彼を非難し、…」 

 

上記のようにニコマコスは、プラトン『国家』において列挙された五つの数学的諸学

科（数論・幾何学・立体幾何学・天文学・音階論）を、ピュタゴラス学派の四科（数

論・音階論・幾何学・スファイリカ）の枠組みの中で解説し、プラトンの数学的諸学

科の背後にピュタゴラス学派の存在を措定する。その際ニコマコスは、プラトン『国

家』の天文学をピュタゴラス学派のスファイリカとして紹介し、上記引用箇所に登場

する「σφαιρικὴ δὲ καὶ ἀστρονομία」という表現が示唆するように、そこには両者の同

一性を強調するニュアンスが加味されている。 

                                                      
(17) 上記注 12,13,14 参照. 
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 以上概観したように、スファイリカには相反する二つの側面が存在するといえよう。

即ち天文学との間に一定の距離を保つテオドシウス『スファイリカ』に代表される純

粋幾何学としての側面と、その一方でニコマコスおよびプロクロスが言及する実質的

に天文学を意味する分野としてのスファイリカの側面である。この両者の系譜は、プ

ラトン『国家』において強調された立体幾何学と天文学の特異な関係、即ちその連続

性と不連続性の共存関係を反映するように思われる( 18 )。実際プロクロスによれば、ピ

ュタゴラス学派のスファイリカは「自ら運動するものτὸ καθ᾿ αὑτὸ κινούμενον」を対象

とする分野として規定され (In Euclid. 36.3)、それはとりもなおさず『国家』において

「深さを持つものの運動φορὰν οὖσαν βάθους」(Rep. 528e1）を扱う学問として再定義

された天文学の姿と重なり合う。しかし他方、立体幾何学が扱う「深さを持つもの」

即ち三次元幾何学延長体は、プラトン的認識論・存在論の枠組みにおいて非感覚的思

惟対象として厳密に規定されているにもかかわらず、容易に三次元の感覚的延長体と

しての所属性が付与される傾向にある( 19 )。興味深いことに、プラトンにおいて実質的

にスファイリカと重複する天文学が登場する場合、その文脈は立体幾何学の成果に大

いに準拠していることも偶然ではない( 20 )。天文学とスファイリカの関係は、前五世紀

当時誕生したばかりの立体幾何学がその鍵を握ると本稿は推察する。テオドシウス『ス

ファイリカ』に代表される立体幾何学の一部門としての球体幾何学（スファイリカ）

が、その天文学への応用を提唱したエウドクソス以前に、立体幾何学に従事する「誇

り高く頑固な研究者達ζητητικοὶ μεγαλοφρονούμενοι ( 21 )」によって展開されていたと

想定することは十分可能といえよう。上記考察に基づき本稿は、「スファイリカはエウ

ドクソス以降初めて天文学の同義語として登場する」というBowenの（文献学的論拠

を欠く）一般化された見解に、あらためて否を唱えたい。 

 さてここで、プラトンと立体幾何学あるいはスファイリカとの邂逅の契機について

若干議論を展開したい。その背後に第一に存在するのは、生成流転する感覚世界から

思惟によって把握される世界への魂の転向というプラトン哲学の主要モチーフである

ことはいうまでもないが、その教育課程を構成する数学的諸学科の中でも特に立体幾

何学あるいはスファイリカとプラトンとの出会いの場面を諸証言に基づき忖度するこ

とは、アルキュタス B1 とプラトンとの接点を理解する上で必ずしも無駄な作業とはい

えないだろう。 

 この問題に関して有益な証言を与えるのは、プラトンの諸書簡である。書簡それ自

 
(18) Plato Rep. VII. 528a6-b5, 528d7-528e5.  
(19) Izumi 1999: 63-74. 
(20) 例えばヘシオドス流の天文学に対する批判と共に数学的天文学が奨励される『エピノ
ミス』は、στερεομετρία という用語が登場するプラトン唯一の作品であり(Epinomis 
990a5-b2, 990d8)、また『ティマイオス』の天文学および宇宙論は、立体幾何学の成果なし
には成立しえない. Cf. Izumi 2001: 26-38. 
(21) Plato Rep. VII. 528c1. “μεγαλοφρονούμενοι”という言葉は、プラトンにおいて唯一この
箇所にのみ登場する. 
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体の真偽問題については折をあらためて議論したいが、ここではそこから看取される

いくつかの場面を検討したい。 

 

（i）ディオニュシオス二世宛の『第二書簡』から 

『第二書簡』における重要人物は、アルケデモスである。彼は『第七書簡』にも登

場し、「アルキュタスの弟子の一人」（Ep. vii, 339b）であったという。彼はディオニュ

シオス二世の宮廷に出入りしており、折に触れては何某かの重要な役目を果たしてい

た。『第二書簡』が描出するアルケデモスの役割は、プラトンとディオニュシオス二世

の間を「品物ἐμπορία」(Ep. ii, 313e3)を持ち運びながら往来することであった。「品物」

の中身およびアルケデモスがその運搬役を担う理由について推察したい。『第二書簡』

の文面から、その「品物」とは間接的に「球体τὸ σφαιρίον」（Ep. ii, 312d2）に関する

諸問題および「球体よりもさらに高貴で神的な事柄…第一のフュシスに関する教説」

（Ep. ii, 312d4-7）であったことが伺える。この箇所に関して様々な解釈が提案されて

いるが、本稿の推論は以下の通りである。即ちその「球体」とは「第一のフュシス」

に比べて程度が劣るがいずれにせよ「高貴で神的」な存在であり、プラトンにおいて

「神的」という形容詞が数学的諸対象の名称に付与される場合通常それはイデアとし

ての数および図形を意味するが( 22 )、この文脈では「最も高貴で神的な第一のフュシス」

という存在が措定されている以上、「高貴で神的な球体」とはその中間に位置する存

在、たとえば天球などを指示するのではないか、と本稿は推論する。それゆえ『第二

書簡』においてアルケデモスが携える「品物ἐμπορία」即ち「球体τὸ σφαιρίον」に関

する諸問題とは、具体的には天球に関する諸教説であったと推察される。天球に関す

る諸説を携えてプラトンとディオニュシオス二世の間を往来する役目を担うのにふさ

わしい人物は、スファイリカおよび立体幾何学の展開に深く関与するピュタゴラス学

派アルキュタスの弟子、即ちこの場合アルケデモスであったと考えられる。 

 

（ii）ディオニュシオス二世宛『第十三書簡』から 

『第二書簡』と同様の状況は『第十三書簡』からも看取される。そこに描かれるの

は、プラトンとディオニュシオス二世の関係を維持するために貢献している「相互に

享受し合う利益 ἡ ἀπ᾿ ἀλλήλων ὠφελία」(Ep. xiii, 360b6) の具体的内容である。むろん

そのリストには工芸品や葡萄酒・蜂蜜などの通常の贈答品も含まれるが (Ep. xiii, 361a 

ff.)、注目すべきはそこに『ピュタゴラス学派について』や『分割について』という学

術書のみならずヘリコンというエウドクソスの弟子が登場することである。プラトン

とディオニュシオス二世の関係は、数学的諸学科（特に天文学）を介して維持されて

いたと解釈することも可能だろう。またヘリコンの派遣はアルキュタスにも有益であ

 
(22) 例えば Philebus 62a, Politicus 269d, Republic 532c. 
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るとプラトンは述べており(Ep. xiii, 360c1)、ディオニュシオス二世の宮廷において、彼

ら三者の陣営を巡る数学研究を軸とする外交が繰り広げられていたと忖度される。そ

して『第十三書簡』末尾の「球遊びの仲間たちに宜しく τοὺς συσφαιριστὰς ἀσπάζου 

ὑπὲρ ἐμοῦ」(Ep. xiii, 363d1) という 一節からも、間接的ながらスファイリカに従事す

るシュラクサイの同志の一群が浮かび上がる。以上点描したように、プラトンと立体

幾何学・スファイリカの邂逅の具体的契機の一端は、シュラクサイのディオニュシオ

ス二世を巡るピュタゴラス学派とプラトンの動向の中に求められると推察される。 

 また上記推論と共に、『国家』執筆当時にプラトンがスファイリカに関する何らか

の書物を手にした可能性も否定できない。スファイリカに関する初期の代表的著作は、

前四世紀後半のアウトリュコス『運動する球体について』あるいはエウクレイデス『フ

ァイノメナ』であるが、それらの先駆となる研究成果が既に前四世紀前半に存在した

可能性が指摘されるからである( 23 )。しかしこれもまた、推察の域を出ない。 

 再びアルキュタス B1 に議論を戻そう。次に考察すべきは、前述 (b) 何故にポルフ

ュリオスはスファイリカという用語ではなく「星々の速度、上昇と下降に関して περί 

τε δὴ τᾶς τῶν ἄστρων ταχυτᾶτος καὶ ἐπιτολᾶν καὶ δυσίων」という表現を用いたのか、

という問題である。ムーサイオスによる検索によれば、ポルフュリオスにおいてスフ

ァイリカ（あるいはスファイリケー）という術語が登場する箇所は存在しない。ポル

フュリオスが師事したといわれるプロティノスにおいても、事態は同様である。この

問題に関して以下二つの可能性が想定される。(1) ポルフュリオスとプロティノスは、

両者共にスファイリカという用語を知らなかった。(2) ポルフュリオスは故意にスファ

イリカという用語の使用を避け、その代わりに敢えて「星々の速度、上昇と下降に関

して」という表現を採用した。 

まず前者の可能性（1）についてであるが、それを論証するためには、ポルフュリオ

スとニコマコスの証言が準拠するピュタゴラス学派の書物の伝搬経路が各々相異なる

ことを論証しなければならない。しかしエウセビオスの以下の証言（「ニコマコスな

らびにモデラトス等の人々は、ピュタゴラス学派の傑出した学徒である、とポルフュ

リオスは述べる」( 24 )）が示唆するように、ニコマコスにピュタゴラス学派の刻印を押

すスファイリカの用語に関してポルフュリオスが無知であったとは想定し難い( 25 )。エ

ウセビオスの証言が適切であれば、むしろポルフュリオスはニコマコスに登場するス

ファイリカの術語を熟知していたと推定するほうが自然であろう。それゆえ上記（1）

の可能性は低いと思われる。 

では上記（2）の可能性即ちポルフュリオスは敢えてスファイリカの用語の使用を避

 
(23) Aujac 1974 :193-210. 
(24) Eusebius, Historia Ecclesiastica, 6.19.8. 
(25) この問題に関連して、ポルフュリオスに師事したイアンブリコスの著作にスファイリ
カの用語が登場する事態も看過できない。Iamblicus TA 21.9-10: ἀριθμητικὰ μωσικὰ 
γεωμετρία σφαιρικά. 
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けた、という想定に関して考察を加えよう。ピュタゴラスの数学的諸学科の出自を巡

って、ポルフュリオス『ピュタゴラス伝』に以下の一節が登場する。「多くの人々は

言う、ピュタゴラスは数学的諸学科の知識をエジプト人、カルダイア人、フェニキア

人から学んだのだ、と。古来よりエジプト人は幾何学について、フェニキア人は数と

計算について、カルダイア人は天体観測に従事してきたからである」（Porph. VP. 6.2-8, 

DK14A9）。エジプト人と幾何学、フェニキア人と数論、カルダイア人と天体観測、と

いう組み合わせは学説誌古来のトポスでもあるが、ピュタゴラスの天文学の背後にカ

ルダイア人の天体観測を措定する視点は、ポルフュリオスに固有のものといえよう( 26 )。

アルキュタスの一節を引用するに際してなぜポルフュリオスが幾何学的解析に特化し

たギリシア的新天文学を指示するスファイリカの用語を用いずに「星々の速度、上昇

と下降に関してπερί τε δὴ τᾶς τῶν ἄστρων ταχυτᾶτος καὶ ἐπιτολᾶν καὶ δυσίων」とい

う冗長な古典的表現( 27 )を敢えて採用したのか。その理由の一端はピュタゴラスの天文

学のカルダイア起源を強調することにあったのか、またあるいは、ポルフュリオスや

プロティノスが批判したグノーシスの天球構造を連想させるという理由で、ポルフュ

リオスはアルキュタスを引用する際にスファイリカという用語を上記表現に書き換え

たのか。いずれにせよこれらの考察は推論の域を出ず、引き続き検討課題としたい。 

 

３．２ ポルフュリオスの証言における天文学（星々の速度、上昇と下降に関して）

の位置について 

 

ポルフュリオスとニコマコスの証言の中で、天文学を指示する表現が両者の間で異

なる理由について以上検討を試みたが、互いに姉妹関係にあるといわれる四つの数学

的諸学科の列挙順に関する相違点について以下考察する。本節が扱う問題は、両者の

 
(26) イソクラテスはピュタゴラス哲学の出自をエジプトに求め（Busiris, 28）、またディオ
ゲネス・ラエルティオスはピュタゴラスの師としてシュロスのペレキュデスに言及するが、
ピュタゴラスの数学的諸学科の背景を解説することはない. 但し「神々に関すること」に
まつわるピュタゴラスの遍歴の中に、エジプト人、カルダイア人、ペルシアのマゴス僧の
姿が登場する（D.L. 8.1.3）. 
(27) 特に「星々の上昇と下降について」という表現は、暦の作成を目的とする観測重視の
古来のバビロニア的天文学を指示する定型句でもあった. 例えばプラトン『エピノミス』
990a において批判される旧来のヘシオドス流の天文学、あるいはヘシオドス『仕事と日』
における天文観測（ll. 383-384, ll.609-617）のあり方は「星々の上昇と下降について」とい
う表現に集約される. 但しポルフュリオスの証言に登場する「星々の速度」という項目は、
球面幾何学の成果を導入したスファイリカとしての新天文学の主要課題でもあった.「星々
の速度」という項目によって新天文学が指示される箇所は、例えばプラトンにおいては
Gorgias 451c, Republic 529d, Phaedo 98a, Politicus 299e, Epiomis 990a 等. また既に散逸して
いるが、エウドクソスはスファイリカの成果を反映する『速度について』という表題の書
を著したと伝えられる. エウドクソスの天文学に関しては、例えば Riddell 1979:1-19, 
Yavetz 1998: 221-278. ポルフュリオスの証言に「星々の速度」という項目が登場すること
は、アルキュタスが関与するピュタゴラス学派の天文学が旧来のバビロニア的天文学に由
来するにせよ、スファイリカと連動する新しい解析法がそこに加味されていることをポル
フュリオスが認識していたことを示唆する. 
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証言における天文学の位置である。ニコマコスにおいて天文学（スファイリカ）は第

三番目の科目として登場するが、ポルフュリオスにおいて天文学（星々の速度、上昇

と下降に関して）は、数学的諸学科の筆頭に現れる。 

数学的諸学科の列挙順に関して、ニコマコスは以下のような根拠を提示している。

即ち数学的諸学科は「存在の第一の部類としての二つの種類（数と図形）と関係を持

つ τὰ τοῦ ὄντος πρώτιστα δύο εἴδεα τὰν ἀναστροφὰν ἔχει」がゆえに姉妹関係を結び、

その列挙順は(1) 幾何学 (2) 数論  (3) 天文学（スファイリカ）(4) 音階論であった。

この順序は、図形・数・図形の運動・数の運動という考察対象の相互関係を反映する。

一方ポルフュリオスは、数学的諸学科の列挙順に関して根拠を提示しない。ポルフュ

リオスの列挙順はニコマコスとは異なり(1) 天文学（星々の速度、上昇と下降に関する

探求） (2) 幾何学 (3) 数論 (4) 音階論となる。天文学を筆頭に据えるポルフュリオス

の列挙順は、何を反映するのか。むしろポルフュリオスの沈黙は、ある種の自明な了

解事項を示唆するとも解される。天文学に対して特権的地位を付与する視点は、以下

概観するように、ピュタゴラス学派に関連する学問論の一端を反映すると思われる。 

天文学の特権的地位に関する手がかりとして俎上に上るのは、プラトン『ティマイ

オス』の中でクリティアスが、ティマイオスをソクラテスに紹介する場面であろう。

クリティアスは次のように述べる。 「ティマイオスは我々の中で最も天文学に精通し

ており、万有の本性を理解する研究に特に従事してきた人物であるἀστρονομικώτατον 

ἡμῶν καὶ περὶ φύσεως τοῦ παντὸς εἰδέναι μάλιστα ἔργον πεποιημένον」、と（Tιm. 

27a3-5）。ティマイオスがピュタゴラス学派に属することを明示する直接的証言は存在

しないが、プラトン当時において既に『ティマイオス』がピュタゴラス学派に由来す

る書物であると見なされていた諸証言を考慮すると( 28 )、天文学に最も精通するティマ

イオス像は当時のピュタゴラス学派の学問的特徴を象徴する存在ともいえよう。同様

の傾向は、プラトン『法律』およびその後篇『エピノミス』に登場するアテナイから

の客人の言葉からも明瞭に看取される( 29 )。またイヤンブリコス等が描出するピュタゴ

ラス像においても天文学に特別の意義が付与されており、それはまた「ピュタゴラス

的生き方」の重要な特徴でもあった( 30 )。ポルフュリオスの証言は、ピュタゴラス学派

が共有する天文学礼賛の系譜を反映すると思われる。 

 

３．３ 数論に対する幾何学の優位性 

 

 
(28) Xenocrates Fr. 68 Heinze, Speusippus Fr. 40 Lang, 等々. 
(29) Laws xii 967d8-e3: τόν τε εἰρημένον ἐν τοῖς ἄστροις νοῦν τῶν ὄντων τά τε πρὸ 
τούτων ἀναγκαῖα μαθήματα λάβῃ, τά τε κατὰ τὴν μοῦσαν τούτοις τῆς κοινωνίας 
συνθεασάμενος,..; Epinomis 990a: ὅτι σοφώτατον ἀνάγκη τὸν ἀληθῶς ἀστρονόμον 
εἶναι,…. 
(30) Iamblicus, VP. 5.27, 6.31. 
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 ポルフュリオスおよびニコマコスによる数学的諸学科の列挙順において、双方とも

幾何学を数論の前に位置づけることは注目に値する。数論に対する幾何学の優位性に

関して、「幾何学は、フィロラオスによれば数学的諸学科の始源であり母なるポリスで

もある（μάλιστα δὲ γεωμετρία κατὰ τὸν Φιλόλαον ἀρχὴ καί μητρόπολις οὖσα τῶν 

ἄλλων...）」というピュタゴラス学派フィロラオスの断片A7a（Plutarch, Quaest. Conv. 

8.2.1.718e）が有益な手がかりを与える。この断片の真偽問題を巡って議論が継続して

おり、偽と見なす諸家の根拠は「ピュタゴラス学派は元来数論を幾何学に優先してい

たが、その関係が逆転するのはプロクロスによるピュタゴラス学派的四科の再構成以

降である」という認識であり( 31 )、一方、真正と見なす諸家の根拠は「数論に対する幾

何学の優位性はフィロラオス固有の見解であった」という視点に基づく( 32 )。しかし本

稿は、アルキュタスB1を巡るニコマコスおよびポルフュリオスの証言の中で既に数論

に対する幾何学の優位性が提示されていること、そしてまた同様の見解がプラトン諸

対話篇の中で当時の一般的了解事項として紹介されていること等を論拠に( 33 )、フィロ

ラオス断片A7aは、フィロラオス固有の思想というよりもむしろフィロラオス（および

プラトン）当時既に流布していた見解を反映するのではないか、と提案したい。 

 数論に対する幾何学の優位性は、アルキュタス、フィロラオス、そしてその背後に

控えるピュタゴラス学派およびその周辺の人々の共通見解であった、という本稿の提

案から以下の視点が導出される。即ち、幾何学に対する数論の優位性を前提とするプ

ラトン『国家』の数学的諸学科を巡る議論こそプラトン独自のものであり( 34 )、そこに

はアルキュタスとプラトン両者の実質的関係の一端が反映されていると思われる。 

 

 

４．数学的諸学科の相互の関係について 

 

 アルキュタスB1に登場する四つの数学的諸学科の相互の関連性について以下検討を

加えたい。この問題は、プラトン『国家』における五つの数学的諸学科相互の関係性

との比較を通して考察される。 

 プラトン『国家』における五つの数学的諸学科相互の関連性は、数・平面・立体・

立体の運動・数の運動という数学的諸対象を巡る宇宙論的系列を反映する。また周知

の如く、『国家』における数学的諸学科は哲学的問答法のための「前奏曲」にすぎず、

その意味においてプラトンは、数学的諸学科の独自の展開に足枷をつけたともいえよ

 
(31) O’Meara 1989: 166. 
(32) Burkert 1972: 249, Huffman 1993: 193-199. 
(33) 例えば Theaetetus 145a, 145c, 173e-174a. 関連する証言として Isocrates Panath. 26, Quint. 
Inst.Orat. 1.10.34ff.等々. 
(34) Plato Rep. VII 525a ff. 他には例えば Plato Politicus 299e1-2, Arist. Meta. 982a25-28, 
Nicomachus IA 1.4 等々. 
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う。 

 アルキュタスB1における数学的諸学科の相互の関連性を考察する手がかりは、以下

の二点に絞られる。（1）ニコマコスおよびポルフュリオス双方が言及する冒頭の一句

「καλῶς μοι δοκοῦντι τοὶ περὶ τὰ μαθήματα διαγνοώμεναι καὶ οὐδὲν ἄτοπον αὐτοὺς 

ὀρθῶς, οἷα ἐντί, περὶ ἑκάστου φρονέειν. περὶ γὰρ τᾶς τῶν ὅλων φύσιος καλῶς 

διαγνόντες ἔμελλον καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος, οἷα ἐντί, καλῶς ὀψεῖσθαι」を巡る諸問題。

（2）ニコマコスの証言に登場する「τὰ τοῦ ὄντος πρώτιστα δύο εἴδεα」が数学的諸対

象の存在論を巡る議論の系譜の中で如何なる位置を占めるのか。 

 まず上記（1）の論点から議論を始めよう。この一節は、アルキュタス独自の見解と

いうよりもむしろアルキュタスの周囲およびその背後に存在する「数学的諸学科に従

事する人々τοὶ περὶ τὰ μαθήματα」の共通認識に由来し、真の認識をもたらす数学的

諸学科への礼賛の表明であると同時に、数学的諸学科の方法論の基本的骨子を端的に

提示するといえよう。即ち、真の認識は帰納的推論によるものではなく、まず第一に

「万有全体の本性に関してπερὶ γὰρ τᾶς τῶν ὅλων φύσιος」深く認識することが要求さ

れ、その上でこそはじめて「部分に関してそれが如何なる性質のものであるのかπερὶ 

τῶν κατὰ μέρος, οἷα ἐντί」を見極めることが可能になるという。この方法論は例えば

『エピノミス』からも看取され( 35 )、さらに興味深いことにアリストテレス『自然学』

冒頭で模索される自然探求の方法論もまた「全体から部分へ」というモチーフ( 36 )にお

いてアルキュタスB1と呼応する。全体から部分へ、そして「万有全体の本性」に関す

る深い認識に至るには数学的諸学科が必要不可欠であるというアルキュタスB1の学問

方法論は、プラトン『国家』の教育プログラムのみならず『ティマイオス』そして『エ

ピノミス』を経て継承されつつもアリストテレスによる展開の中で大きく変容した、

という見取り図を本稿は描いているが、その細部の検証は機会をあらためて提示した

い。（また、ピュタゴラス学派の学問論と彼らの平等概念を核に据える正義論との関

係についても、後日議論を展開したい。） 

 さて上記（2）の論点、即ちニコマコスの証言に登場する「τὰ τοῦ ὄντος πρώτιστα δύο 

εἴδεα」が数学的諸対象の存在論を巡る議論の系譜の中で如何なる位置を占めるのか、

という問題に議論を移そう。数学的諸学科相互の関連性の論拠として、ニコマコスは

数学的諸対象相互の関係を規定する「τὰ τοῦ ὄντος πρώτιστα δύο εἴδεα」という概念

に言及するが、この概念に関して諸家は、アリストテレスの影響を反映するニコマコ

スの不要な注釈と解釈し、この表現をアルキュタスB1から削除するよう求める傾向に

 
(35) Epinomis 991e ff.: ὃ λέγομεν, ὀρθῶς τις εἰς ἕν βλέπων μανθάνῃ-δεσμὸς γὰρ πεφυκὼς 
πάντων τούτων εἷς ἀναφανήσεται διανοουμένοις. 
(36) Arist. Physica 184a23-26: διὸ ἐκ τῶν καθόλου ἐπὶ τὰ καθ᾿ ἕκαστα δεῖ προϊέναι· τὸ γὰρ 
ὅλον κατὰ τὴν αἴσθησιν γνωριμώτερον, τὸ δὲ καθόλου ὅλον τί ἐστι· πολλὰ γὰρ 
περιλαμβάνει ὡς μέρη τὸ καθόλου. 
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ある( 37 )。しかし、仮にニコマコスの表現がアリストテレスの影響を反映するとしても、

翻ってアリストテレスMetaphysica 5.1020A7-14において提示される数学的諸対象相互

の関係と「数と大きさ」を巡る議論が( 38 )、アリストテレス固有のものであったと断言

できる根拠は極めて薄い( 39 )。即ち本稿は、アリストテレスにおける「数と大きさ」を

巡る議論が、アリストテレス以前の「数学的諸学科に携わる人々」の間で醸成された

見解を反映する可能性があること、そしてそれゆえにニコマコスに登場する上記表現

を不要な注釈として削除する諸家の主張に対して反論の余地があることをあらためて

提案したい。 

本稿に与えられた紙面も既に尽きた。以上アルキュタス B1 の再検討を通して、ピュ

タゴラス学派の学問論の特徴に関して本稿は幾つかの新たな提案を試み、またプラト

ンとアルキュタスの実質的関係を巡る視座についても考察を加えた。今回の報告を踏

まえ、アルキュタス B1 に関する新しい見取り図の全体像を、近い将来完成させたいと

思う。 
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後記 

 

 本稿は「第 11 回ギリシア哲学セミナー」（2007 年 9 月 8 日（土）・9 日（日）於東

京大学教養学部第 16 号館）での口頭発表原稿に加筆・修正を加えたものである。質疑

応答を通して有益な御教示を賜る機会が許されたことを、深く感謝申し上げる。司会

の田坂さつき先生にも、あらためて御礼申し上げたい。以下、ご質問を頂戴した順番

に、その覚え書きを記す。 

１．山本建郎先生からは、i) アルキュタスB1から看取される「全体から部分へ」とい

うモチーフをアリストテレス『自然学』冒頭の「全体から個別へ」という方法論に関

連付けることには問題があるのではないか、というご質問を頂いた。この問題につい

ては本稿でも再度言及したが、アルキュタスのモチーフは『ティマイオス』および『エ

ピノミス』を経てアリストテレスに継承され大きく変容したという可能性の提案に本

稿はとどまるものであり、その細部の論証に関しては別途作業中である。ii)ピュタゴ

ラス学派において、幾何学よりも数論が重視されているのではないか、というご指摘

も受けたが、この問題に関する反論の骨子は本稿「3. 3 数論に対する幾何学の優位性」

をご覧頂きたい。 

２．近藤智彦先生からは、アルキュタス B1 に関してポルフュリオスの証言のほうが適

切なのではないか、そして、なぜポルフュリオスには「スファイリカ」の言葉が登場

しないのか、というご質問を頂戴した。近年の Bowen や Huffman 等の表層的に妥当な

議論を追う限り「ニコマコスよりもポルフュリオスの証言のほうが適切」という二者

択一的見解を持たれるのも当然といえよう。しかし本稿でも指摘したように彼らの議

論には問題点が多々あり、また、本稿の問題意識に基づきアルキュタス B1 を再考する

場合、ニコマコスの証言のほうがアルキュタス当時の状況を巡る重要な手がかりを提
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供する。実際、DK をはじめ Heath 等の 20 世紀初頭の研究者達は、ニコマコスの証言

に登場する「スファイリカ」の用語を安易に削除しない。またポルフュリオスに「ス

ファイリカ」の用語が登場しない理由については本稿でも再度触れており、特に注 25

で指摘したように「ポルフュリオスに師事したイアンブリコスの著作にスファイリカ

の用語が登場する事態は看過できない」と思われる。今後、写本伝搬経路を巡る再検

討が必要である。 

３．真方忠道先生からは、アルキュタス B1 とプラトンのディアレクティケーの関係に

ついて考えを述べよ、とのご質問を頂戴した。プラトン『国家』531d で指摘される「数

学的諸学科に通じている人々が、そのまま直ちにディアレクティケーに通じている者

ではない」という現実もさることながら、数学的諸学科がディアレクティケーのため

の「前奏曲」に据えられたことは、本稿「1. 問題の所在」でも指摘したように、当時

のアルキュタスとプラトンのある種アンビヴァレントな関係を示唆するように思われ

る。 

４．神崎繁先生からのご質問は、プラトンおよびアリストテレスに「スファイリカ」

の用語が登場しないのはなぜか、それにもかかわらず、なぜ当時スファイリカという

学問分野が存在したと言えるのか、というものであった。本稿「3.1. 星々の速度、上

昇と下降に関する探求・天文学・スファイリカの関係」の中で主に議論したように、

スファイリカには二つの側面があり（即ち球体を扱う純粋幾何学の側面と球体幾何学

の応用としての天文学の側面）、前者は「立体幾何学 stereometria」の分野に吸収され、

また後者は『国家』等において提唱される意味での「（数学的）天文学 astronomia」の

分野に吸収される。このように、スファイリカを実質的に内包する学問分野の名称が

当時既に存在しており、それゆえ「スファイリカ」の用語がプラトンおよびアリスト

テレスに登場することはなかった、との推論を展開することも可能だろう。（この推論

を本稿後記に提示するにあたって、プラトンにおける“光学”の不在を巡る諸問題をア

ルキュタスとの関連で考察した M. Burnyeat “Archytas and Optics”, Science in Context 18, 

35-53, 2005 を再検討した。左記論文で Burnyeat はプラトンにおける光学の不在に関し

て、可視的光線を幾何学的直線として考察する光学の方法論にプラトンが批判的であ

ったという論点にも言及しているが、翻ってスファイリカに対しても同様の批判をプ

ラトンが展開したのかどうか、この問題は単純ではない。不可視の天球の存在論をプ

ラトンが明瞭に議論していない以上、プラトンにおけるスファイリカの不在を、光学

の不在と同列に論ずることはできないと思われる。）神崎先生からは、今後の課題とし

て光学をも含めた当時の学問状況に関して更に考察を展開するように、との御教示も

頂戴した。 

５．荻原理先生からは、アルキュタス B1 には数学的諸学科の個別的名称が登場するに

もかかわらず、なぜ「全体の認識」に関わる学問の名称が言及されていないのか、と

のご質問を頂いた。この問題は、数学的諸学科を礼賛する『法律』や『エピノミス』
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に「フィロソフィア」の用語が登場しない問題と関連するように思われる。フィロソ

フィアの出自とピュタゴラス学派の関係を巡って、再検討を要するテーマである。 

６．野村光義先生からは、配布資料に掲載した Plato Gorg.451c7-9 との関連において、

ロギスティケーと幾何学の関係に関するご質問を頂き、配付資料に基づき基本的事項

をご説明させていただいた。 

７．内山勝利先生からは、スファイリカおよび「星々の速度、上昇と下降に関する探

求」に天体観測の要素がどの程度関与していたのか、また、ピュタゴラス学派の天文

学には暦学に代表される実用的側面がどの程度あったのか、というご質問を頂戴した。

エウドクソスも自ら天体観測を行い、後にアラトス『パイノメナ』に収録される星表

作成に従事していたと伝えられるが、エウドクソスの同心円球理論にバビロニアの天

文観測データがどの程度関与していたのか、ヒッパルコスの星表以前の実態は不明で

ある。また、ピュタゴラス学派の天文学と暦学との関連性を巡る史料も存在せず、む

しろヘレニズム期アレクサンドリアを中心とする暦学および天体観測に、いわゆる“ピ

ュタゴラス学派”の系譜に属する学者達がどの程度関与していたのか、その状況を再検

討する必要があると思われる。 


