1.1 περὶ δὲ χυλῶν καὶ ὀσμῶν, επεὶδὴ καὶ ταυτα τῶν φυτῶν ὀὶκεὶα, πεὶρατέὀν ὀμὀὶῶς
απὀδὀυναὶ τὀὶς πρὀτερὀν τά τε συμβαὶνὀντα περὶ εκαστὀν εὶδὀς καὶ δὶὰ τὶνας αὶτὶας.ὴ
μὲν ὀυν φυσὶς πὀὶα τὶς εκατέρὀυ τὀυ γένὀυς εν αλλὀὶς αφῶρὶσταὶ, καὶ ὀτὶ μὶκτά πῶς
αμφῶ κατὰ λὀγὀν εστὶ· χυλὀς μὲν ὴ τὀυ ξὴρὀυ καὶ γεῶδὀυς τῶ υγρῶ εναπὀμὶξὶς, ὴ ὴ
<δὶὰ> τὀυ ξὴρὀυ [δὶα] τὀυ υγρὀυ δὶὴθὴσὶς υπὀ θερμὀυ (δὶαφέρεὶ δ᾿ ὶσῶς ὀυδέν)· ὀσμὴ
δὲ τὀυ εγχυλὀυ6 ξὴρὀυ τῶ δὶαφανεὶ (τὀυτὀ γὰρ κὀὶνὀν αέρὀς καὶ υδατὀς)· καὶ σχεδὀν
τὀ αυτὀ πάθὀς εστὶ χυλὀυ τε καὶ ὀσμὴς, ὀυκ εν τὀὶς αυτὀὶς δ᾿ εκάτερὀν. ταυτα μὲν
ὀυν ὀυτῶ κεὶσθῶ κατὰ τὀν εὶρὴμένὀν αφὀρὶσμὀν.
1.2 τὰ δ᾿ εὶδὴ τῶν χυλῶν, ῶς μὲν εὶς αρὶθμὀν απὀδὀυναὶ, ραδὶὀν, ὀὶὀν γλυκυς, λὶπαρὀς,
αυστὴρὀς, στρυφνὀς, δρὶμυς, αλμυρὀς, πὶκρὀς, ὀξυς· ῶς δὲ κατὰ τὴν ὀυσὶαν εκάστὀυ,
χαλεπῶτερὀν· αυτὀ γὰρ τὀυτὀ πρῶτὀν εχεὶ τὶνὰ σκέψὶν, πὀτερα τὀὶς πάθεσὶ τὀὶς κατὰ
τὰς αὶσθὴσεὶς απὀδὀτέὀν, ὴ (ῶσπερ Δὴμὀκρὶτὀς) τὀὶς σχὴμασὶν εξ ῶν εκάστὀὶς (εὶ μὴ
αρα καὶ ταυτα συνάπτεὶ πῶς εὶς τὰς δυνάμεὶς, κακεὶνῶν λέγεταὶ χάρὶν), ὴ καὶ εὶ τὶς
αλλὀς τρὀπὀς εστὶν παρὰ τὀυτὀυς.
1.1 味わいと香りについて、それらが植物に固有のものであることから、これまでと同様に
まずはそれぞれの植物の種に何が宿るのかを、次いでそれがどのような原因によるの
かを説明しなくてはならないだろう。どのような性質によって２つの類（味わいと香り）
が相互に区別されるのか、また混合した両者が一定の比率になっていることなどは、他
所で示しておいた。味わいの成分とは、固体ないし土に類するものが液体と混じったも
の、あるいは熱の作用により、固体から液体を濾したものだからである（両者におそら
く違いはない）。香りの成分は、水分を含んだ固体が透明にまで希釈されたものだ（透
明であることが気体と液体に共通するものだからである）。また、味わいと匂いに生じ
ていることは近いものだが、両者は同じ器官で生じているのではない。さしあたりここ
での議論は、他所で示す定義にもとづくものとしておこう。

1.2 味わいの種類を数え上げるのは容易である。甘さ、油っぽさ、えぐみ、渋み、辛さ、し
ょっぱさ、苦さ、酸味である。一方、それぞれのもととなる要素を特定するのはもっと
難しい。それにはなによりもまず、次のような考察が必要になるからだ。味わいという
ものは、感覚にもとづいて感じ取るものに帰されるべきなのか、あるいは（デモクリト
スが言うように）
、それぞれの種類の味わいを感覚に結びつける図形に帰するべきなの
か（その図形が属性に密接に結びついていて、属性の説明のために図形が用いられるの
でもない限り）
、あるいはまた、それら以外の要因が関係してくると見るべきなのか。

1.3 λέγῶ δὲ τὀὶς πάθεσὶν τὀὶς κατὰ τὰς αὶσθὴσεὶς, ὀὶὀν εὶ τὶς απὀδὀὶὴ12· γλυκυν μὲν τὀν
δὶακρὶτὶκὀν τὴς εν τῇ γλῶττῇ συμφυτὀυ υγρὀτὴτὀς, ὴ χυμὀν λεαντὶκὀν ὴ λεπτὀν ὴ λεὶὀν·
στρυφνὀν δὲ τὀν ξὴραντὶκὀν ὴ πὴκτὶκὀν13 ὴρέμα ταυτὴς· δρὶμυν δὲ τὀν [τὴκτὶκὀν
ὴ]14 τμὴτὶκὀν,15 ὴ εκκρὶτὶκὀν τὴς εν τῇ συμφυτῶ υγρὀτὴτὶ θερμὀτὴτὀς εὶς τὀν ανῶ τὀπὀν,
ὴ απλῶς χυμὀν καυτὶκὀν ὴ θερμαντὶκὀν· αλμυρὀν δὲ τὀν δὴκτὶκὀν καὶ ξὴραντὶκὀν· πὶκρὀν
δὲ τὀν φθαρτὶκὀν τὴς υγρὀτὴτας, ὴ τὴκτὶκὀν16 ὴ δὴκτὶκὀν17 ὴ απλῶς τραχυν ὴ μάλὶστα
τραχυν· αυστὴρὀν δὲ τὀν ρυπτὶκὀν τὴς αὶσθὴσεῶς ὴ τὴς υγρὀτὴτὀς τὴς εν αυτὀὶς18 ὴ τὴς
επὶπὀλὴς υγρὀτὴτὀς, <ὴ>19 δὴκτὶκὀν ὴ πὴκτὶκὀν20 ὴ ξὴραντὶκὀν, ὴ απλῶς στρυφνὀτὴτά τὶνα
ὴρεμαὶαν21 καὶ μαλακὴν.
1.4 ὴ πάλὶν, ῶς Πλάτῶν καθὀλὀυ τὰς δὶαφὀρὰς τῶν δυνάμεῶν απὀδὶδῶσὶ τῶ συγκρὶνεὶν καὶ
δὶακρὶνεὶν, κεχρὴμένας τραχυτὴτὶ καὶ λεὶὀτὴτὶ, καθ᾿ εκάστας δὲ δὶαὶρεὶ τὀὶς εὶδεσὶν· ὀσα
μὲν ὀυν συνάγεὶ τὰ φλέβὶα καὶ απὀξὴραὶνεὶ,τραχυτερα μὲν ὀντα, στρυφνά, <ὴττὀν δὲ
τραχυνὀντα>,
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απὀπλυνὀντα.ὀσα δὲ ρυπτεὶ πέρα μὲν τὀυ μετρὶὀυ, ῶστε καὶ απὀτὴκεὶν αυτὴς τὶ τὴς φυσεῶς,
ὀὶὀν ὴ τῶν νὶτρῶν δυναμὶς, πὶκρά· τὰ δὲ υπὀδεέστερα τὀυτῶν,καὶ επὶ τὀ μέτρὶὀν τῇ ρυψεὶ
χρῶμενα,

αλυκά, ανευ πὶκρὀτὴτὀς τραχεὶας, καὶ φὶ λα μαλλὀν ὴμὶν.

1.3 私が「感覚にもとづいて感じ取るもの」と述べるのは、次のようなことである。舌本来の分
泌液を明確にさせうるもの、あるいはまた潤滑さをもたらすか、繊細もしくは滑らかな風味
を甘さと称する。水分を失わせるもの、あるいはわずかながら固着させるものは渋みと称す
る。破壊的で刺すような風味、あるいは自然の分泌液が含み持つ熱さを上位の段階へと引き
上げるもの、もしくは端的に焼け付くような、熱をもたらす風味を辛さと称する。刺すよう
な、渇きをもたらす風味をしょっぱさと称する。分泌液を破壊するようなもの、解体的で刺
すような、あるいは単純に口当たりが悪いもの、この上なく口当たりが悪いものを苦さと称
する。感覚器官、もしくはそこに含まれた分泌液を押し流すようなもの、あるいは表面的な
風味にあって、刺すような刺激、固着させるような刺激、水分を失わせる刺激をもたらすも
の、あるいは単純に荒れてはいるものの緩和された渋みを、えぐみと称する。
1.4 再びプラトンの話になるが、彼は全体的な性質の違いを、ざらつきと滑らかさをもとに結合
と分離によって説明し、一方でそれぞれの風味について、そうした特性により分類してい
る。導管を収縮させ水分を取り除くものは、ざらつきが大きい場合には渋みとなり、それよ
りも小さい場合にはえぐみとなる。洗浄的な作用もあり、舌をとりまく一切を洗い流してく
れる場合もある。度を越えて洗浄効果のあるものは、硝石（ソーダ）の作用のように、自然
に備わっている風味まで溶解させ、苦みを生じさせる。それよりも弱く、洗浄力が穏やかな
ものであればしょっぱさとなり、苦みがなくわれわれにとっていっそう好ましいものとな
る。

1.5 τὰ δὲ τῇ τὀυ στὀματὀς θερμὀτὴτὶ κὀὶνῶνὴσαντα καὶ λεαὶνὀμενα, καὶ συνεκπυρὀυμενα
καὶ πάλὶν αντὶκάὀντα, φερὀμενα δ᾿ υπὀκὀυφὀτὴτὀς ανῶ πρὀς τὰς τὴς κεφαλὴς αὶσθὴσεὶς
καὶ τέμνὀντα, δρὶμέα· τὰ δὲ πρὀλελεπτυσμένα υπὀ σὴπεδὀνὀς, εὶς δὲ τὰς στενὰς φλέβας
εὶσδυὀμενα, καὶ ανακυκῶντα καὶ αναζυμὀυντα καὶ αφρὶζεὶν πὀὶὀυντα καὶ ελκεὶν, ὀξέα· τὀ
δὲ συμπασὶ τὀὶς περὶ ταυτα πάθὀς εναντὶὀν ὀὶκεὶὀν εστὶ τὴς γλυκυτὴτὀς· ὀταν λεαὶνῇ
επαλεὶφὀντὰ τραχυνθέντα, καθὶστῇ δὲ καὶ συνάγῇ1<τὰ> παρὰ φυσὶν κεχυμένα, τὰ δ᾿ αυ
συνεστῶτα δὶαχαλα, καὶ απλῶς ὀτὶ μάλὶστα ὶδρυῇ κατὰ φυσὶν, γλυκυ .ὀυτὀς μὲν ὀυν ὀ
τρὀπὀς ταὶς δυνάμεσὶν αφὀρὶζεὶ.
1.6 Δὴμὀκρὶτὀς δέ, σχὴμα περὶτὶθεὶς εκάστῶ, γλυκυν μὲν τὀν στρὀγγυλὀν κα ευμεγέθὴ
πὀὶεὶ· στρυφνὀν δὲ τὀν μεγαλὀσχὴμὀν, τραχυν δὲ καὶ πὀλυγῶνὶὀν καὶ απερὶφερὴ· ὀξυν δέ,
κατὰ τὀυνὀμα, τὀν ὀξυν τῶ ὀγκῶ καὶ γῶνὀεὶδὴ καὶ καμπυλὀν καὶ λεπτὀν καὶ απερὶφερὴ·
δρὶμυν δέ, τὀν περὶφερὴ καὶ λεπτὀν καὶ γῶνὀεὶδὴ καὶ καμπυλὀν· αλμυρὀν δέ, τὀν γῶνὀεὶδὴ
καὶ ευμεγέθὴ καὶ σκὀλὶὀν καὶ ὀυ σκαλὴν πὶκρὀν δέ, τὀν περὶφερὴ καὶ λεὶὀν, εχὀντα
σκὀλὶὀτὴτα, μέγεθὀς δὲ μὶκρὀν· λὶπαρὀν δέ, τὀν λεπτὀν καὶ στρὀγγυλὀν καὶ μὶκρὀν. Οὶ μὲν
ὀυν τρὀπὀὶ τὀσὀυτὀν δὶαφέρὀυσὶν.

1.5 口内の熱を共有し均一化した成分が、その熱により火がついて再び口内を燃やし、軽さ
によって上昇し、頭部の感覚器官にまで至り損傷を与えると、それが辛さとなる。解体
されてあらかじめ小片に分かれて狭い導管へと入り、混じり合って発酵し、泡を生じさ
せ逸脱を引き起こすと、それが酸味となる。こうした感覚すべてに対立するのが、甘さ
に属する成分である。ざらつくようになったものが塗布によって滑らかになるとき、自
然に反して広がったものを修正し結集させ、また結集したものを再び弛緩させ、最大限
自然のもとに置きなおすもの、それが甘さをなす。以上が、属性による味わいの区分で
ある。
1.6 一方、デモクリトスは、それぞれの風味に図形をあてがい、甘さとは丸くて適度な大き
さとなるものと考えている。渋みは、ざらつきを伴い、様々な角度をもち、丸みのない
大きな図形とされる。酸味は、尖がっている（oxus）というその名が示すように、鋭い
突起をもち、角張っていて、細くて丸みのない線をなす。辛さは、丸みを帯びつつも細
くて角張った線をなす。しょっぱさは、角張っていて、適度な大きさをもち、湾曲し、
不ぞろいである。苦さは、丸みがあり滑らかな湾曲を示し、小さな図形をなす。油っぽ
さは、細くて丸みがあり、小さい図形となる。以上、解釈はこれほどまでに異なるので
ある。

