2.1 τάχα δ᾿ αν δόξειεν (ὥσπερ ελέχθη) και όὗτός εκεινὥν ειναι χάριν· αὗτὥν γὰρ τὥν
δὗνάμεὥν, όὗτὥς απόδιδόὗς, όιεται τὰς αιτιας απόδιδόναι δι᾿ ας ό μὲν στὗφει και
ξηραινει και πηγνὗσιν, ό δὲ λεαινει και όμαλὗνει και καθιστησιν, ό δὲ εκκρινει και
διαχει και αλλό τι τόιόὗτό δρα. πλην ισὥς εκεινα αν τις επιζητησειε παρὰ τόὗτὥν,
ὥστε και τό ὗπόκειμενόν απόδιδόναι πόιόν τι· δει γὰρ ειδέναι μη μόνόν τό πόιόὗν,
αλλὰ και τό πάσχόν, αλλὥς τ᾿ ει και μη πασιν ό αὗτός όμόιὥς φαινεται (καθάπερ
φησιν)· όὗθὲν γὰρ κὥλὗει τόν ημιν γλὗκὗν ετέρόις τισι τὥν ζὥὥν ειναι πικρόν, και επι
τὥν αλλὥν δὲ όμόιὥς.
2.1 すでに述べたように、この最後の議論もおそらく、 先の 2 つの議論をもとにしてい
るのだろう。というのも、属性の原因を特定しようとして、デモクリトスもまた、渋みや渇
き、固着などをもたらすのは何か、平坦化や均一化、安定をもたらすのは何か、分離や拡散、
あるいはほかのそうした効果をもたらすのは何かを特定することを考えているからだ。た
だし、同様にそうした議論の論者たちについて、それぞれの性質が与えられる基体を探るこ
ともできるだろう。というのも、そうした作用をなす側だけでなく、受け取る側についても
知るべきだからだ。デモクリトスが言うように、同じ成分であっても、誰にも同じように感
じられるとは限らないからだ。私たちが甘いと感じるものが、ほかのなんらかの生き物にと
っては苦いと感じられることも十分ありうるし、ほかの味覚についても同様である。
2.2 δηλόν γὰρ ὥς εν τὥ αισθητηριὥ τις εστιν ετέρα διάθεσις, επει τό γε τόὗ χὗμόὗ
σχημα ταὗτό, και εν αλλὥ εόικεν όὗ ταὗτό δὗνασθαι πανταχόὗ πόιειν. ει δὲ τόὗτό
αληθές, αιτιαν όμόιότητός ειναι τὥν ὗπόκειμένὥν· διό δη και λεκτέόν ὗπὲρ αὗτὥν.αμα
δὲ κακεινό φανερόν, ὥς όὗ μια τις δὗναμις τόὗ αὗτόὗ σχηματός, ει γε ταναντια πέφὗκε
πόιειν εν αλλὥ και αλλὥ· τό μὲν γὰρ μη πάντα πρός την αὗτόὗ δὗναμιν αγειν όὗχ
όμόιὥς ατόπόν (ὥσπερ όὗδὲ τό πὗρ κάειν)· ει δὲ και εναντιὥς ενια διατιθέναι, τόὗτό
πλειόνός λόγόὗ δειται. καιτόι κακεινόὗ δει τινα λεγειν αιτιαν.
2.2 感覚器官になんらかの異なる配置があることは明らかである。味わいの図形が同じで
あっても、場合が異なればどこでも同じ効果を生み出せるとは限らない。そのことが正しい
とするならば、類似性の原因も基体にかかわるものだということになる。ゆえにその原因に
ついても議論しなくてはならない。と同時に、次のことも明らかである。かかる図形には単
一の属性のみがあるのではない。しかじかの場合によって逆の効果をもたらすこともある。
すべてをその属性に帰すことができないことは、火が燃やすことができない場合があるこ
とと同様、奇妙なわけではない。なにがしかの味わいが逆の属性をもつのであれば、そのこ
とについても、より幅広い説明がなされてしるべきである。上に挙げたことも、いかなるこ
とに起因するのか説明しなくてはならない。

2.3 επι γόὗν τόὗ πὗρός, όσα μη δὗναται καειν, η τό ὗδὥρ ὗγραινειν, εστιν τις αιτια και λόγός·
ει δε και τόὗναντιόν εκατερόν επόιει, μαλλόν αν εδειτό και πλειόνὥν. τόὗτόις μεν όὗν ὗπερ
απαντὥν τόὗτὥν λεκτεόν· τόις δε κατα τας δὗναμεις εκεινό μόνόν αναγκαιόν, πόιόν τι τὥν
αισθητηριὥν εκαστόν. δει γαρ ειδεναι και την τόὗτὥν φὗσιν και διαθεσιν, επειπερ όὗχ ότιόὗν
μόριόν αισθητικόν· ισὥς δε και όταν εκ πλειόνὥν εν τι γενηται, την εκ θατερόὗ δὗναμιν και
όὗσιαν όὗ δει λανθανειν. ατόπόν δε κακεινό τόις τα σχηματα λεγόὗσιν, η τὥν όμόιὥν διαφόρα
κατα μικρότητα και μεγεθός εις τό μη την αὗτην εχειν δὗναμιν.
2.3 たとえば火ならそれが燃やすことのできないもの、あるいは水ならそれが湿らせること
のできないものがある場合、なんらかの原因と説明があるはずである。それぞれに反対の作
用が生じるなら、より多くの説明の必要もいっそう高まるだろう。（図形で論じる）論者た
ちは、それらすべてについて説明しなくてはならない。属性で論じる人々にとって唯一必要
とされるのは、それぞれの感覚器官はいかようであるかということのみである。その性質と
配置とを知らなくてはならないからだ。というのも、体のどの部位でも感覚が生じるわけで
はないからである。また、複数の要因からいずれかの感覚が生じるとき、副次的な属性や原
因を知らぬままにしておいてはならない。図形を論じる人々の奇妙さには、同じ図形の大小
の違いにより属性が同じではなくなってしまうという議論もある。
2.4 όὗ γαρ ετι της μόρφης, αλλα τὥν όγκὥν δὗναμεις· ας εις μεν τό διαβιασασθαι (και απλὥς τό
μαλλόν και τό ηττόν) ταχ᾿ αν τις απεδὥκεν, εις δε τό μη αὗτό δὗνασθαι μηδε πόιειν, όὗκ εὗλόγόν,
επει εν τόις σχημασιν αι δὗναμεις. ᾗ γαρ όμόιός σχηματι, ταὗτόν [ει] τό ὗπαρχόν, ὥσπερ και εν
τόις αλλόις· τό γαρ τριγὥνόν τό πόδιαιόν και τό μὗριόπόὗν όμόιὥς <ισόν απασαν> [δὗό όρθαν]
και [τό μὗριαγὥνόν τετταρσιν όρθαν· η] τό τετραγὥνόν [τετρασιν]. και ταὗτα μεν, <όντα> και,
κατα τό πόσόν, διαφόρα· τα δε λόγὥ, [μεν όντα] ταὗτόν, όιόν η ασὗμμετρια της διαμετρόὗ, τό
δε πόσόν, διαφόρόν. ὥστ᾿ επει εκ τόὗτὥν (η από τόὗτὥν) εγινετό, τό μεν πόσόν, διαφόρόν αν
ην, τὥ δ᾿ ειδει, αδιαφόρόν. αλλα γαρ αι μεν κατα <τα> σχηματα και τας μόρφας δὗναμεις πλειὥ,
και περι πλειόνὥν, εχόὗσιν απόριαν.
2.4 属性は形状にではなく、その大きさにあるとされるからだ。その場合、属性は発現に際
して形をうがつこと、あるいは単純に大小に、すぐさま関連づけられるか、発現しえないこ
と、発現をなさないことに関連づけられるが、これは論理的であるとはいえない。属性は図
形そのものにあるからである。というのも、ほかの例でも見られるとおり、同種の図形には
同じ潜在性があるからだ。1 フィートの三角形も、1 万フィートの三角形も、すべて（内角
の和は）直角 2 つ分になるし、四角形ならば直角 4 つ分になる。そうした図形は、数量的に
異なることもあれば、同じ名前であっても、対角線が類比関係にない場合のように大きさが

異なることもある。したがって味わいが図形から、あるいは図形の一部から生じているとす
るなら、大きさは違うけれど形状は違わないという場合も生じうるのである。しかしながら
明らかに、図形や形状に結びついた属性には、さらに多くの点でより多くの問題がある。

