
◆◆◆　エジプト系数字　Egyptians　◆◆◆

エジプト系数字は、主にエジプトで使われた、書き方が似ている３種類の数字

（ヒエラティック数字、デモティック数字、メロエ数字）を、電卓用に１つにまとめたものです。

３種類とも、現在は使われません。このうち２種類については、利用する文字や書き方の違いから

それぞれ２つずつに分けていますので、ここでは全部で５種類から選べることになります。

これらの数字は、同時利用はできません。必要な都度、設定を切り替えてご利用ください。

　  ヒエラティック数字 ①• 　Hieratic-1 （Ａ）

　  ヒエラティック数字 ② 　• Hieratic-2 （Ｂ）

　  デモティック数字• 　Demotic （Ｃ）

　  メロエ数字 ①• 　Meroitic-1 （Ｄ）

　  メロエ数字 ②• 　Meroitic-2 （Ｅ）

エジプト系数字は「記数法２」ページで設定します。

次の例は、電卓で [1,987]の値を入力して５つの種類を切り替えて表示したものです。
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◆　予備知識

よく知られているように、繁栄を誇った古代エジプト文明では、象形文字「ヒエログリフ」が作られて

人類史上最も古い時期の記録が残されるようになりました。ヒエログリフは「神聖文字」とも呼ばれ

ピラミッドや神殿などの石の壁やオベリスク、ファラオのミイラを収めた棺などに、現在も残っています。

まだ筆記具の無い時代、石工などの職人がノミやタガネを使い、手間をかけて精緻に刻み込んだものです。

神聖文字ヒエログリフを刻むのは、儀式的な要素も含み、デザイン性にも富むようになっていきましたが

これは同時に、古代から続く伝統的な書き方を、長い間に渡って守り、残し続けたものでもありました。

ヒエログリフでの数の書き方は、一の位・十の位・百の位など、各桁ごとに１つずつ決められた数字の

「文字の個数」により表現されました。各桁に９個ずつまで同じ文字を書き連ねるという、この極めて

シンプルな方法は、古代文明では共通するもので、古代ギリシア文明の中でも初期の、ミノア文明などを

含むエーゲ文明で使われたエーゲ数字や、アッティカ式と呼ばれる古いギリシア数字などにも見られます。
（当アプリではこれらの記数法にも別項にて対応しています。）

現在これらは遺跡などの一部として見ることができますが、神殿などが古代に作られた際の建造時には

いまと同じで設計や施工の段階から、最終的な寸法を狂いなく合わせるための「計算」が必要でした。

また実務者レベルでは、手間のかかるヒエログリフの記法から脱した「ヒエラティック」（神官文字）と

呼ばれる文字が使われるようになり、当時はまだ貴重ながらもパピルスと葦ペンなどの筆記具も登場して

「刻む」文字であったヒエログリフよりは手軽に、文字が「書かれる」ようになっていきました。

ヒエラティックでの数の書き方は、各桁ごとに用意された１～９の値をあらわす別々の文字を使うという

方法でした。桁ごとに異なる９つずつの数字（４桁で３６個）をすべて覚えておく必要がありましたが

これにより同じ数値の表現でも、文字数はヒエログリフよりも少なく済むようになりました。

このことは「数学」が、エジプトにおいて大きく発展する基盤になったものと考えられています。

ちなみに現在でも使われることのある、イオニア式と呼ばれるギリシア数字の書き方では、α,β,γなど

話し言葉を書くのにも使われる、３桁で２７個の「文字」（アルファベット）を、ヒエラティックと同じように

各桁の個別の数字として使って数値を表現します。この書き方は Ⅰ,Ⅱ,Ⅲなどのローマ数字とは別の系統ですが

ヨーロッパを中心とした広い範囲に影響を与えました。（当アプリではこれらの記数法にも別項にて対応しています。）

パピルスと葦ペンなどの筆記具が一般にも広まるようになると、ヒエラティックを崩した筆記体とされる

「デモティック」（民衆文字）と呼ばれる文字も使われるようになりました。デモティックでは

字形は多少異なるものの、数の書き方はヒエラティックの方法を踏襲したものになっています。

ヒエラティックもデモティックも、基本的には石などに「刻む」ことはなく、繊維質のパピルスなどに

「書かれた」ものであるため、現存している史料は極めて貴重なものとなっています。

ここまでがおおよそ紀元前3000年頃から紀元前600年頃までのエジプトでの流れです。

アフリカ大陸の中部から北の地中海へ向けて流れるナイル川の下流域にあるエジプトは「ナイルの賜物」

とも呼ばれます。一方、ナイル川を南へのぼった現在のスーダンにあたるアフリカ中部のヌビア地域にも

ピラミッドを擁するクシュ文明が興り、紀元前300年頃にはメロエ王国が成立します。紀元前 200年頃に

は、エジプトのヒエログリフとデモティックを基にした、メロエ文字のヒエログリフ（記念碑書体）と

カーシヴ（草書体）とが使われ始めたようです。

メロエ文字は２３文字のアルファベット的な音素文字で、記念碑書体と草書体の文字には１対１の関係が

あるとされています。メロエ文字の数字についてはヒエラティック発祥のデモティックの記法が継承され

ていますが、デモティックで知られる数値表現よりも大きな数が扱われたであろうことが判明しています。

後に古代エジプトは衰退し、紀元前30年には滅亡してローマ帝国の支配下となります。そのローマ帝国も

４世紀には東西に分裂し、エジプトは東ローマ帝国の一部となりますが、東ローマ帝国の公用語であった

ギリシア語の影響から、エジプト語が変化してコプト語となり、ギリシア文字からの強い影響を受けた

コプト文字が使われるようになります。（コプト数字については別項にて対応しています。）
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◆　対応フォント

「エジプト系数字」で使っている文字は、やや特殊なものが多くなっています。

Unicode に定義済みの文字を使えるのは、５種類のうち「メロエ数字 ②」（Ｅ）の １種類のみです。

（Unicode の「メロエ草書体」区画（ U+109A0  ～  U+109FF : Meroitic Cursive）を利用）

本稿執筆時点で、この区画への対応が確認できているものでは Aegyptus フォントが利用できます。
（2020年現在 [Nilus] フォントはオリジナルサイトでの提供が終了しており入手困難となっています。）

電卓では、分数の表現(Fractions)を除いた数字の文字の部分 (U+109C0～U+109F5) を使っています。

（上の画像の表示には、当方でご提供している別アプリ [UniCharFinder] を利用しています。）

電卓で（Ｅ）を利用する際には、別途インストールした Niles フォントに切り替えてお使いください。

（もちろん、他のフォントで利用できるものがある場合には、この限りではありません。）

◆　特定外字

エジプト系数字では「対応フォント」は限られるため

「特定外字」を用いた代用的な表示が中心になっています。

（特定外字について詳しくは別添の資料をご参照ください。）

上記（Ｅ）以外の４種類（Ａ～Ｄ）は、Unicodeに登録予定のないものが含まれており

有用なフォントも見当たらないため、電卓専用に登録する「外字」によって対応しています。

（これら４種類については、外字を登録しない限り、実質的に利用できません。）

外字とは Unicode の「私用領域」を使うもので、個人で登録することも可能です。

当アプリでは「特定外字」として、文字種ごとの外字のコードポイントを個別に定義することにより

外字用のフォントを１つに決めて、すべての外字に対応できるようにしています。

特定外字は、「基本」ページにて設定しています。

当アプリのインストール時に、特定外字の外字ファイルもインストールしている場合を前提に説明します。

以下の画像にあるフォント名は一例です。（このフォントに合わせる必要はありません。）
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「フォント」ボタンを押すと、特定外字の表示用フォントを指定できます。

　

「リンク」ボタンを押すと、外字ファイルとフォントとのリンク（関連付け）を確認・設定できます。

　 （画像では「エジプト系数字」（Ａ～Ｄ）の範囲を表示しています。）

電卓で（Ａ～Ｄ）を利用する際には、特定外字用に設定したフォントを指定してお使いください。

（特定外字について詳しくは別添の資料をご参照ください。）
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本稿で説明する４種類の特定外字のコードポイントは、以下のようになっています。

当アプリ専用の「特定外字の外字ファイル」を使わない場合は、下図を参考に

「外字エディタ」などを使って個々の外字を登録して、フォントに関連付ければ使えるようになります。

メロエ数字の外字（Ｄ）は、すべての字数をカバーしているので

前項（Ｅ）の対応フォントが無くとも、外字だけによる代用的な表示が可能です。
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◆　種類

●ヒエラティック数字 ①　(Hieratic-1) （Ａ）

（Ａ）では こちら に見られるヒエラティックの文字を参考に

電卓操作による動的な数値表現を実現しています。

仕組みとして表現可能な４桁 [9,999] までの数値すべてを変換します。

ゼロの表現はありません。ここでは小数部は無視されます。

負の数ではここでは単純にマイナス符号を付けます。（符号は「追加」ページで選択可）

●ヒエラティック数字 ②　(Hieratic-2)　（Ｂ）

（Ｂ）では（Ａ）と比べると、字形がやや異なる点に加えて

[10000]と[100000]の文字が「１つずつ」追加になっています。

この場合の数値表現は、残念ながら具体的な例示を見つけることができませんでした。

[10000]と[100000]は、文字が１つずつしかありませんので

ヒエラティックでの基本的な数値表現法からは外れますが

ここでは試みとして、[10000]の桁と[100000]の桁については

ヒエログリフの記法を参考に「桁の数字を書き連ねる方法」を採ることにしました。

（このため（Ｂ）では正しい表現から逸脱している可能性があります。）

仕組みとして表現可能な６桁 [999,999] までの数値すべてを変換します。

ゼロの表現はありません。ここでは小数部は無視されます。

負の数ではここでは単純にマイナス符号を付けます。（符号は「追加」ページで選択可）

（ヒエラティックについては、[Nilus] フォントの旧版において「私用面Ａ」を用いる「ベンダー外字」として　　

表示可能となっていましたが、現行版では削除されているため、当アプリでも外字以外は非対応としています。）

●デモティック数字 (Demotic) （Ｃ）

（Ｃ）では字形が若干違うだけで（Ａ）と同じ記法を採っています。

仕組みとして表現可能な４桁 [9,999] までの数値すべてを変換します。

ゼロの表現はありません。ここでは小数部は無視されます。

負の数ではここでは単純にマイナス符号を付けます。（符号は「追加」ページで選択可）
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●メロエ数字 ①・②　(Meroitic-1,2)　 （Ｄ）（Ｅ）

メロエ数字は、北アフリカのナイル川中流域にある、現在のスーダンの首都ハルツームの北東に繁栄した

メロエ王国で、紀元前２００年頃～紀元後４００年頃に使われた数字です。現在は使われません。

メロエ王国は、以前からエジプトと交易があった地域に、アッシリアからの侵攻を受けたエジプトの

第２５王朝が逃げ延びて、紀元前５９１年頃に遷都して誕生した国だということです。

エジプトから継承したピラミッドも作られており、世界遺産にも登録されています。

文字については、古代エジプトの神聖象形文字のヒエログリフや

筆記体の神官文字ヒエラティック・民衆文字デモティックから変化した

メロエ文字としてのヒエログリフや草書体（筆記体）の文字が残されています。

（エジプトの３種類の文字とは異なり、メロエ文字はアルファベット様の音素文字だったとされます。）

これらの中には未発見の文字もありますが、Unicodeにも登録済みで利用可能な部分もあります。

　 　メロエ記念碑書体• (Meroitic Hieroglyphs) U+10980  ～  U+1099F

　 　メロエ草書体• (Meroitic Cursive) U+109A0  ～  U+109FF

メロエ文字のうち、数字に関しては「メロエ草書体」に分類されており

近年も発掘・発見が続いているようです。

ここでは最新の研究結果から Unicode登録時の申請書類に書かれた こちら や こちら も参考にしており

これらをもとに Ｄ.では[外字]とし Ｅ.では Aegyptus フォントを利用して 文字表示を実現しています。

（本稿執筆時点(2020)では、外字以外の使える形でメロエ数字を表示できるのは [Aegyptus] フォントだけが確認できています。

　Unifont Upper フォントでも表示可能ですが、追加多言語面への確認用途のため 外字よりも字形が荒く お薦めできません。）

（2020年現在 [Nilus] フォントはオリジナルサイトでの提供が終了しており入手困難となっています。）

（数字に関しては、現時点で [80]と[90] の文字が未発見となっているため

　電卓でも、これらの数値を扱う場合は、不正確な表示となります。ご了承ください。）

仕組みとして表現可能な６桁 [999,999] までの数値すべてを変換します。

ゼロの表現はありません。ここでは小数部は無視されます。

負の数ではここでは単純にマイナス符号を付けます。（符号は「追加」ページで選択可）
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●　メロエ数字の文字

筆記体のみで書かれるメロエ数字の文字には、古代エジプトの筆記体である

ヒエラティック や デモティック の数字の特徴が 継承されたようです。

（例示は Nilus フォントを使用）

十の位の文字を除き、一の位の文字の形を踏襲して、規則性を持った形になっています。

[80][90]の文字は未発見となっているようで、現時点では登録されていませんが

数字の文字は、近年になって発見が相次いでいるようで

Unicodeへの文字登録依頼の度に追加されてきた経緯があるので、将来的に発見される可能性もあります。

現時点では[80][90]の文字は正しく表示されませんが、文字コードは予約済みの番号を使っているため

文字が発見された段階で、（Ｄ）の場合は外字の該当箇所の字形を発見された字形に差し替え

（Ｅ）の場合は（フォントに追加されれば）フォントを入れ換えるだけで、使えるようになります。
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◆　書字方向

エジプトのヒエラティックやデモティックでは、基本的には [9,000] までの

個別の値を持つ数字が３６個あったことが確認されています。（参照先は中段以降）

このような、各桁の個別の数字がそれぞれ固有の値を持つ、という方式の記数法では

数字の文字は、違う順序で書いても同じ値を示す、という性質があります。

（この方式はイオニア式のギリシア数字をはじめ、コプト数字やゴート数字などにも継承されました。）

これはヒエログリフでもおこなわれていましたが、ヒエログリフでは

象形文字の顔などの向きが横書きの際の書字方向をあらわし、さらに縦書きもおこなわれていました。

上記参照先によれば、少なくともヒエラティックでは

左右が逆の順序の横書きについては実際におこなわれていたようです。（参照先の [2,765] の２例）

さらにメロエ数字では、前掲の表のように [900,000]までの

（未発見の [80][90] も含めると）５４個の数字があり

ヒエラティック、あるいはデモティックとも同様に

数字の文字の順序は、順不同でも構わなかった、とも考えられます。

電卓では、まったく自由な順番ではなく、一定の順序を決めておいたほうが処理しやすいため

ラジオボタンで【左←右】と【左→右】の２通りの書字方向が選べるようにしています。

画像例　[2,765]
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