
◆◆◆　コプト・エパクト数字　Coptic Epact　◆◆◆

コプト  ・エパクト  数字 は、数値の表現に、後期 コプト語 で用いられた「数字」を使う方法です。

エジプトがイスラム帝国により征服された後、１３世紀頃には使われていました。現在は使われません。

コプト語とは、エジプト語がギリシア語からの影響を受けて変化した、エジプト語の一形態で

後期にはアラビア語からの影響を受けています。（現在もエジプトで話されるのはアラビア語です。）

コプト・エパクト数字は、おもにエジプトでのアラビア語の文書における

数値表現専用の文字（数字）として、アラビア文字と併用された数字です。

この数字は、Unicode 7.0 にて「追加多言語面」に定義されました。(U+102E0  ：  Coptic Epact Numbers)

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）

コプト・エパクト数字は「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４つの「上曲線」を切り替えて表示したものです。
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http://www.unicode.org/L2/L2011/11062r-coptic-epact.pdf
http://www.unicode.org/charts/PDF/U102E0.pdf
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%97%E3%83%88%E8%AA%9E
http://www.unicode.org/L2/L2011/11062r-coptic-epact.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_Epact_Numbers


◆　関連情報

コプト語とは、 ローマ帝国 期以降の エジプト で使われた、エジプト語 の一形態のことです。

　コプト語は、コプト文字 を使って書かれていました。

　この文字は、ローマ帝国の分割後にエジプトを支配した 東ローマ帝国 の公用語であった

　ギリシア語 からの強い影響で、ギリシア文字 の流れを汲んだ文字です。

（コプト語の変遷等については、別項「コプト数字」もご参照ください。）

　７世紀にエジプトが イスラム帝国 により征服されると

　イスラム教 の聖典である コーラン（クルアーン） の詠唱に必要であった アラビア語 の流入により

　アラビア文字 が一般にも使われるようになります。

（これ以降、現在のエジプトで話される言語は、アラビア語となっています。）

コプト・エパクト数字は、おもにエジプトにおけるアラビア語で、アラビア文字と併用された

固有の字形を持つ数値表現専用の文字（つまり数字）です。

　アラビア語やペルシア語など「アブジャド」（子音文字）と呼ばれる文字体系では、その多くが

　「右から左」の書字方向（左←右）を採っています。（別項「アブジャド数字」も「左←右」です。）

　これらの言語での、現在の数値表現には、いわゆる「アラビア数字」の [1234567890] とは異なり

　インドから伝わった「インド数字」の [١٢٣٤٥٦٧٨٩٠]（ペルシア語では [١٢٣۴۵۶٧٨٩٠]）が使われます。

　このため現在も、数値表現の部分だけは「左から右」（左→右）で書きます。

インド数字とは「インドからアラビアなど中東地域に伝わった数字」のことで

アラビア数字とは「アラビアからヨーロッパに伝わった数字」のことです。

現在使われるすべての数字の源流は、インドの「ブラーフミー数字」（の後期型）とされています。

ゼロの発見によりうまれた「真の十進法」ともいえる効率的な書き方は、インド～中東～欧州と

近い順に、長い時間をかけて広まる中で、字形が変わっていったものと考えられています。

　エパクトではない「コプト数字」は、ギリシア語からの強い影響で「左から右」にしか書きません。

　「コプト・エパクト数字」についても、現在のアラビア語の文中でのインド数字と同じように

　数値表現の部分だけは「左から右」の書き方（アラビア語とは逆向き）が使われていたということです。

なお「コプト・エパクト数字」の具体的な書き方は、インド数字とは異なるもので、イオニア式のギリシア数字と同様に

数値の表現に２７個の異なる文字（数字）を用い、ゼロの表現も無いものです。（後述）

エパクト (Epact, Epakt) とは、本来の意味としては

「太陽暦と太陰暦の暦法の違いによる差分の付け足し」のことだそうです。

エジプトでは、民族本来の言語であったエジプト語が、すでにコプト語へと変化していましたが

「コプト・エパクト数字」は、当時の征服者がもたらした宗教上の外来言語であったアラビア語へと

大転換をしていく時期に登場していることから、ここでの「エパクト」の語は

「最終段階のコプト語で付け足された、アラビア語の表記との違いを埋める、追加的な数字」

といった意味合いで使われているように思われます。

（エパクトの語はこの他にも、数字の箇所だけアラビア文字の書字方向（左←右）とは異なる

　ということを指している可能性もあるように思われます。）

なお、コプト・エパクト数字の拡張形と思われる Zimām と呼ばれる書き方については

結合文字になると思われる一部の記号で、Unicodeに登録予定がないため、電卓では未対応です。
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http://www.afrikanistik-online.de/archiv/2012/3553
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E6%96%87%E5%AD%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%95%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%B8%9D%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%A2%E6%96%87%E5%AD%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%A2%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%B8%9D%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%97%E3%83%88%E6%96%87%E5%AD%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%B8%9D%E5%9B%BD


◆　数字の文字

コプト数字（別項）では、イオニア式ギリシア数字から直接受け継いだ

文字を使って数値をあらわす方法が採られました。

コプト・エパクト数字でも、基本的にはこの方法が踏襲されています。

違っているのは、言葉を書き表すという意味での「文字」を使うのではなく

数値をあらわすためにしか使われない専用の記号としての「数字」を使う、という点だけです。

[1]から[900]までの表現に使われる、基本の２７文字は次のとおりです。

コプト数字（文字） 　　コプト・エパクト数字
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◆　対応フォント

コプト・エパクト数字の対応フォントには

Aegyptus , Noto Sans Symbols2 , Symbola などがあります。

Aegyptus

Noto Sans Symbols2

Symbola

Unifont Upper   

（以上フリーフォント。以前は Analecta や Nilus もありましたが、これらは公式サイトでの提供終了により入手困難です。

　また Unifont Upper については追加多言語面への確認用途のため 字形が荒く、お薦めできません。）

現在は使われない表現であり、Unicodeへの登録が遅かったことからも、対応フォントは限られますが

元来の「コプト語」に対応しているフォントから探すと、見つけやすくなる傾向があるようです。

当アプリでの「コプト・エパクト数字」の初期設定フォントは Aegyptus にしています。
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https://dn-works.com/ufas/
http://unifoundry.com/unifont.html
http://unifoundry.com/unifont.html
https://dn-works.com/ufas/
https://www.google.com/get/noto/#sans-sym2
https://dn-works.com/ufas/
https://dn-works.com/ufas/
https://www.google.com/get/noto/#sans-sym2
https://dn-works.com/ufas/


【書き方】

[900]までの数字は、基本的にはそのまま書かれたようです。

（以下ではコプト文字を使って書かれる「コプト数字」の表現と併せて見れるようにしています。）

　「コプト数字」では「文字ではなく数字である」ということを示すため、上線が引かれました。

　「コプト・エパクト数字」では、あらためて「数字である」ということを示す必要が無いため

　「コプト数字」での上線のような記号は、基本的には不要となりますが、それまでの流れからか

　しばしば上線と同様に、数字全体の上に１本の曲線を描いた表現もおこなわれたようです。

　　（ここではその曲線の表現も、可能な限り再現できるようにしています。詳しくは後述します。

　　　なお Zimām と呼ばれる書き方では、コプト数字と同様に、上に直線を引いたようです。）

このように [900]までは、２７個の文字をあてて表現することが、基本の書き方となっています。

これはギリシア数字（イオニア式）の基礎的な表現と共通するものです。

　　参考　ギリシア数字（イオニア式）の [900] までの表現

1 Αʹ αʹ 10 Ιʹ ιʹ 100 Ρʹ ρʹ

2 Βʹ βʹ 20 Κʹ κʹ 200 Σʹ σʹ

3 Γʹ γʹ 30 Λʹ λʹ 300 Τʹ τʹ

4 Δʹ δʹ 40 Μʹ μʹ 400 Υʹ υʹ

5 Εʹ εʹ 50 Νʹ νʹ 500 Φʹ φʹ

6 Ϛʹ ϛʹ 60 Ξʹ ξʹ 600 Χʹ χʹ

7 Ζʹ ζʹ 70 Οʹ οʹ 700 Ψʹ ψʹ

8 Ηʹ ηʹ 80 Πʹ πʹ 800 Ωʹ ωʹ

9 Θʹ θʹ 90 Ϟʹ  ϟʹ 900 Ϡʹ  ϡʹ
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[1,000]以上の値になると、文字の右下に記号[ ](U+102E0 : COPTIC THOUSANDS MARK)が付きます。

（コプト・エパクト数字では、[1,000]以上をあらわす記号[ ]は、文字の右下に付きます。

　Zimām という書き方では、[1,000]以上をあらわす記号[ ]は、文字の左下に付いたようです。）

このように、基本的には

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。

　　例

なお、Aegyptus 付属の pdf によれば、数値表現の文字には異体字表現もあったようですが

現状では 資料に乏しいこともあり、当アプリではそれらの表現には対応していません。
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◆◆　上曲線（上に引くことのできる曲線状の記号）について　◆◆ 　

「コプト・エパクト数字」は、数値表現のためだけに作られた専用の文字（つまり数字）であるため

本質的に「文中で数値表現の箇所であるということを示す記号のようなもの」は、特に必要ありません。

それ以前の、コプト語の文字を使って数値表現をおこなう（エパクトではない）「コプト数字」では

話し言葉の文字を使っていたため、数値表現の箇所には必ず上線を引いて、話し言葉と区別していました。

この習慣からか「コプト・エパクト数字」でも、「コプト数字」での上線と同様に

数字全体の上に１本の曲線を描いた表現 も（場合によっては）おこなわれていたようです。

　　これは、右から左へ書かれるアラビア語の文中において「コプト・エパクト数字」が混在する場合に

　　数値表現の箇所については書字方向が左から右である、ということを示すものであった可能性もありそうです。

この「上曲線」の記号は「コプト・エパクト数字記号」として Unicodeへの登録が申請されていましたが。

最終的には Unicode「アラビア文字」区画に含まれる記号として追加申請がおこなわれ、現在では すでに

追加定義もされています。ただ残念なことに、そのために「使いづらい状態にある」というのが実情です。

　　この記号は [U+0605: ARABIC NUMBER MARK ABOVE] で、[  may be used with Coptic Epact numbers] • との注釈があります。

　　歴史上の､実際に使われていた当時は､アラビア文字と併用されていたため､「アラビア文字」区画での追加となったようです。

　　ところが残念ながら、この追加された「アラビア文字」区画内の上曲線記号に対応しているフォントは

　　（少なくとも「コプト・エパクト数字」と併用できるものとしては）見当たらないというのが実情です。

　　これはフォント製作者により「コプト・エパクト数字」と「アラビア文字」の記号を組み合わせた際に起こり得る

　　書字方向の不整合など実際の利用時における不都合が少なくなるよう配慮されたものと考えられます。

　　　　ちなみに「コプト・エパクト数字」の対応フォントのうち、「Analecta」や「Nilus」フォントの初期版では

　　　　類似の記号が、第 15面の私用面（補助私用領域Ａ:U+F02E9）に、独自仕様として用意されていました。

　　　　ただし、この記号は「コプト・エパクト数字」の Unicodeへの正式追加後には削除されており、その後はフォント自体が

　　　　「Analecta」「Nilus」とも公式サイトでの提供終了により入手困難となっています。（Aegyptusに統合された模様）

当アプリでは、このような状況を踏まえ、できるだけ往時の表現に近づけたいと考えました。

パソコンで、２文字～３文字以上の上にまたがる横Ｓ字状の「全体で１本のなめらかな曲線」を描くには

フォントによる文字や記号だけの表現には限界があり、グラフィクス的な画像処理が適しています。

　　こちらの資料 では、必要な場合は [COMBINING OVERLINE] を使って上線を引く、としていますが

　　これでは「まっすぐな直線」となるため、エパクトではない「コプト数字」と似た表現となります。

　　当アプリでは、別項にて「コプト数字」も扱うため、表現の混乱につながると考えて、採用していません。

いろいろ探してみましたが、結局のところ、この記号には「Analecta」や「Nilus」「Aegyptus」などの

対応フォントによって得られる字形の「結合用チルダ」(U+0303: COMBINING TILDE) もしくは

「結合用ダブルチルダ」(U+0360: COMBINING DOUBLE TILDE) を使うのがいいようです。
（ただし前述のとおり「Analecta」「Nilus」については公式サイトの提供終了により入手困難です。実質[Aegyptus]のみ。）

（ Analecta : U+0303　[     ] Nilus : U+0360　[     ] ）　　Aegyptus : U+0360　[     ]

　　これらの記号は、他の一般的な結合記号と同じく「ゼロ幅」となっています。

　　つまり数値表現の全体の幅に対してではなく、各１文字ごとの上に引くものであるため、

　　記号だけでは、２文字～３文字以上にまたがる「全体で１本のなめらかな曲線」にはなりません。

このため電卓では、「描画」を選んだ際には、この記号をグラフィクス的に横方向に引き伸ばして

数値表現全体の上にかかるように表示します。

それとは別に、他でも使いたい場合などに備えて、文字や記号だけでのコピーもできるよう

「記号（先頭）」もしくは「記号（すべて）」も選べるようにしています。

電卓では、もちろん「上曲線なし」も選べますので、計４種類となっています。

これらは、具体的には次のように処理されます。
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http://www.unicode.org/L2/L2011/11062-coptic-epact.pdf
http://www.unicode.org/charts/PDF/U0600.pdf
http://www.unicode.org/L2/L2011/11062r-coptic-epact.pdf
http://www.unicode.org/charts/PDF/U0600.pdf
http://www.unicode.org/L2/L2010/10114-copticnumbers.pdf
http://www.unicode.org/L2/L2011/11062r-coptic-epact.pdf


画像例　　[15]　[123,456]

Aegyptus フォント
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