
18.1 ὅθεν καὶ ταύτης τῆς ἀπορίας λύσις· διὰ τί ποτε, μᾶλλον ὄντων εὐόσμων τῶν θερμῶν τόπων, οὐχ 

ἅπαντα ἐν ἅπασι τοῖς θερμοῖς, τὰ εὔοσμα δ᾿ ἔτι μᾶλλον; διὰ τί ποτε τὰ μὲν παρὰ τοῖς ἄλλοις ἄοσμα, 

παρὰ τούτοις εὔοσμα (καθάπερ κάλαμος καὶ σχοῖνος ἐν Συρίᾳ)· τὰ δὲ παρὰ τοῖς ἄλλοις εὔοσμα, παρ᾿ 

ἐκείνοις οὐδὲν μᾶλλον (ὡς δέ τινές φασι, καὶ ἧττον); καίτοι κατὰ λόγον καὶ ταῦτα μᾶλλον. ὑπὸ γὰρ τὴν 

λεχθεῖσαν αἰτίαν ἅπαντα ταῦτ᾿ ἐστίν· ἡ γὰρ ἀνωμαλία τοῦ ἀέρος καὶ τῆς τροφῆς, ἑτέρων ὄντων τῶν 

εἰδῶν, ἄλλη πρὸς ἄλλους ἁρμόττει. 

 

18,1 そこから次のような疑問が解消する。暑い地域にはより多くの芳香があるというのに、すべ

ての植物の芳香が暑い気候で生じるのではないのはなぜか、また、シリアのアシやイグサのよう

に、ほかの場所では無臭であるものが、そうした地域では芳香をなすのはなぜか、ほかの場所で芳

香を放つものが、そうした場所で必ずしもいっそうの芳香を出すわけではなく、一部の報告によ

ればむしろ減じているのはなぜか。論理的には、そうした植物はいっそうの芳香を出すのでなけ

ればならないだろう。そうした事象は、先に述べた原因によるものだからである。けれども、空気

の状態や栄養分が例外的である場合、植物の様相も異なり、別様の環境に別様のかたちで適応す

るのである。 

 

18.2 διὰ τοῦτο γὰρ καὶ αὐτῆς τῆς Συρίας βραχύς τις τόπος καὶ τοῦ καλάμου καὶ τοῦ σχοίνου (καὶ πάλιν 

τῶν τὸ ὀποβάλσαμον, καὶ τῶν ἄλλων τῶν τὰς εὐοσμίας ποιούντων [τε])· <ἃ> πρὸς <τὰ> μὲν τὴν 

οἰκείαν, πρὸς δὲ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις εὐώδη παραπλησίαν ἢ χείρω κρᾶσιν ἔχει (καθάπερ συμβαίνει καὶ 

ἐπὶ τῶν καρπῶν)· οὐ γὰρ ἴσης πάντα δεῖται θερμότητος, οὐδ᾿ ὁμοίας, ἀλλὰ τὰ μὲν πλείονος, τὰ δὲ 

ἐλάττονος καὶ μαλακωτέρας (ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἑψομένων, καὶ ὅλως τῶν κατὰ τὰς τέχνας γινομένων). 

 

18.2  ゆえにシリアでは、アシもイグサも狭い範囲の場所にある。また、バルサムを産出する植物

や、芳香を醸すほかの植物も同様である。そうした場所は、本来の産出場所や、ほかの同様の産出

場所の芳香に比べると、ほぼ同程度、もしくはやや劣る成分配合になっている。果実についても同

様である。すべてに同じ質の、あるいは同量の暑さが必要なのではなく、いっそうの暑さを必要と

するものもあれば、より少ない暑さ、あるいは弱い暑さを必要とするものもある。熱で調理するな

ど、人為的に熱を加える場合がいずれもそうであるように。 

 

18.3 ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τοῖς καθ᾿ ἕκαστα εὔδηλον· ἐν Αἰγύπτῳ γὰρ χείριστα τὰ ἄνθη καὶ τὰ στεφανώμαθ᾿ 

(ὡς εἰπεῖν) ὅτι ὁ ἀὴρ ὁμιχλώδης καὶ δροσοβόλος. ἐν δὲ ταῖς τοιαύταις χώραις οὐ γίνεται τὸ ὅλον 

εὐωδία διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι πέψιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν ταῖς καταξήροις, ἐν ταύτῃ γὰρ ἐκπέττουσιν. ἐπεὶ τὰ 

περὶ Κυρήνην διὰ ταῦτα εὔοσμα, τά τ᾿ ἄλλα καὶ μάλιστα τὸ ῥόδον καὶ ὁ κρόκος· ἡ γὰρ χώρα λεπτὴ καὶ 

ξηρὰ καὶ οὐκ ἄγαν θερμή, καθαρῷ δὲ τῷ ἀέρι καὶ ἀνύδρῳ. πρὸς εὐωδίαν δὲ αἱ τοιαῦται τροφαὶ 

συμμετροῦνται· τὸ δὲ ῥόδον καὶ ὁ κρόκος ὀλιγότροφα, διὸ καὶ τῶν ἄλλων εὐοσμότερα.  



18.3 一部の地域で、そのことは個別の種に明確に見て取れる。エジプトでは、花も冠状の植物も

いわば最悪の状態にあるが、それは空気が霧になりやすく、露ができやすいからである。そのよ

うな地域では、芳香はまったく生じない。熟成がなされないためである。芳香はむしろ乾燥の度

合いが強い場所で多く生じる。そのような場所では熟成が進むからだ。たとえばキュレネの植物

には、まさにそうした理由で芳香が生じている。とくにバラやサフランがそうである。その地は

土壌が軽微で、乾いており、暑すぎもしない。空気は混じりけがなく、湿ってもいない。芳香に

とっては、そのような養分が最適なのである。バラやサフランはわずかな養分のみを必要とし、

そのためほかの種よりも香りが立つ。 

18.4 θαυμασιώτερον δ᾿ ἐν Αἰγύπτῳ τὸ περὶ τὰς μυρρίνας, ὅτι τῶν ἄλλων ὄντων ἀόσμων, 

ὑπερβάλλουσιν αὗται τῇ εὐοσμίᾳ· καὶ γὰρ ἡ ξηρότης καὶ ἡ θερμότης οὐχ ἧττον, ἀλλὰ μᾶλλον ἔν τισιν 

ὑπάρχει τῶν λοιπῶν, καὶ τὰ ἄλλα δὲ σχεδὸν τὰ κατὰ τὴν αἴσθησιν. ἔστιν μὲν δὴ καί τι γένος ἴσως ὃ 

μεταφυτευόμενον εἰς ἑτέρας χώρας (οἷον Κύπρον, Ῥόδον, Κνίδον) ἐμφαίνει τι τῆς δυνάμεως· οὐθὲν 

μέντοι τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ πλατυφυλλότερα γίνεται (λεπτὴ γὰρ ἐκείνη) καὶ τὴν εὐωδίαν οὐκ ἐγγὺς 

πρὸς ἐκείνην.  

18.4 だが、さらに驚くべきは、エジプトにおけるミルテである。ほかの場所のミルテは無香だ

が、その地のミルテはほかを凌駕するほどの芳香を放つのだ。乾燥や熱はほかのミルテも同程

度、もしくはそれ以上あったりするし、嗅覚にかかわる性質も同様だったりする。けれども、キ

プロスやロードス、クニドスなどのよその土地に移植すると、そのような潜在性をあらわにする

種もあるのである。エジプトのミルテと同じとはいかず、葉が広くなり（エジプトのミルテは葉

が細い）、香りもかけ離れたものになるのだが。 

18.5 οὐ μὴν ἀλλὰ τό γε πλεῖστον τῇ χώρᾳ τὸ αἴτιον, καὶ τὴν ἰδιότητα ποιεῖ πρὸς τἆλλα τὴν 

θαυμαζομένην. τὸ γὰρ αὖ μικρόκαρπόν τε εἶναι, μήτε λευκὴν ἀλλὰ μέλαιναν, οὐχ ὑπεναντίον πρὸς τὴν 

εὐωδίαν· ἄμφω γὰρ ξηρότητος (αἰτιῶνται δὲ ὡς μικρόμυρτον διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὸ οὐράνιον ὕδωρ, 

ὡς ἐπιζητοῦντα τὸν καρπόν, τὰς δὲ δρόσους οὐ βοηθεῖν).  

18,5 しかしながら、多くの場合その原因は場所にある。それこそが、そのミルテにほかのミルテ

に比して驚くべき特徴をなしているのである。実が小さい種、白ではなく黒の種であることも、

芳香とは矛盾しない。（大きさと色の）いずれも乾燥によって生じるからである。雨が降らない

ことを、実が小さいことの原因と見なす向きもあるが、それは実が水を必要としていると推測し

ているからである。実際には、水分が多いことは大して助けにならない。 

18.6 τοῦτο μὲν οὖν, <καὶ> εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον ᾧ συμβαίνει δυνάμεις ἰδίας ἔχειν παρὰ τἆλλα κατὰ 

τόπους ἐνίους, ἰδιωτέρων δεῖται λόγων· ὁ γὰρ κοινός, ὅτι πολλὰς ἀνωμαλίας αἱ χῶραι φέρουσιν, 

ἀληθὴς μέν, προσαπαιτεῖ δὲ καὶ τὰς οἰκείας δυνάμεις καὶ διαφοράς. ἔοικεν <δ᾿> οὖν ὁμοίῳ καὶ τὸ ἐν 



Κιλικίᾳ περὶ τὰς ῥόας συμβαῖνον· ὡς γὰρ ἐκεῖ περὶ τὸν χυλόν,  ἐνταῦθα περὶ τὴν ὀσμὴν ἡ δύναμις καὶ 

ἡ ἰδιότης.  

18.6 こうした現象、あるいはなんらかの場所おいて、ほかの種にはない固有の潜在力が発現する

ようなその他の現象には、より個別的な説明が必要になるだろう。多くの不規則な現象は土地に

よって引き起こされるとする一般的な説明がたとえ真であっても、個々（の植物）に内在する潜

在力や差異でそれを補完する必要がある。キリキアのザクロでも、同じようなことが生じている

ものと思われる。そちら（ザクロ）では風味において、こちら（ミルテ）では香りにおいて、潜

在力や個性が見られるのである。 

18.7 ἐκεῖ μὲν οὖν αἰτιάσαιτ᾿ ἄν τις τὴν τοῦ ποταμοῦ γειτνίασίν τε καὶ φύσιν· ἡ γὰρ ῥόα φίλυδρον, καὶ 

μεταβάλλειν φασὶν ἐξ ὀξέος εἰς γλυκὺν ἐὰν ἔχῃ πολυυδρίαν, ὥστ᾿ εἴ τι διαρρέων ὁ ποταμὸς ἅμα τῷ 

πλήθει καὶ τῇ ποιότητι ποιεῖ τοιαύτην μεταβολήν, οὐδὲν ἄτοπον. ἐνταῦθα δὲ πειρᾶσθαί γέ τινα δεῖ 

ζητεῖν ἰδίαν αἰτίαν ἥτις οἰκεία πρὸς τὴν εὐοσμίαν. ἔοικεν δὲ μάλιστα τοιαύτη τις εἶναι, συντιθεμένων 

εἰς ταὐτὸ πάντων, οἷον τοῦ τε κοινοῦ καὶ τοῦ ἰδίου γένους τῆς μυρρίνης, καὶ τοῦ ἐδάφους, καὶ τοῦ 

ἀέρος. 

18.7 また（キリキアのザクロについて）川が近傍にあることと、その川の性質が原因であると見

る向きもあろう。ザクロは水分を好み、水が豊富であれば酸味が甘味に変化すると言われる。川

が近くをあふれんばかりに流れていれば、そのような質的・量的な変化がもたらされることは別

に変な話ではない。けれどもここでは、芳香をもたらす（エジプトのミルテに）固有の個別原因

を突き止めるよう尽力すべきだろう。ミルテの種にとっての一般的・個別的な性質、さらに土壌

や空気の性質など、芳香をもたらす様々な原因を集めてみると、そのような個別原因がわかるだ

ろうと思われる。 

18.8 αὐτό τε <γὰρ> τὸ φυτὸν ὅλως ξηρόν, καὶ τὸ γένος τοῦτο μᾶλλον τῶν ἄλλων· δηλοῖ δὲ ἡ 

στενοφυλλία, καὶ ἡ μικροκαρπία, καὶ ἡ χρόα τοῦ καρποῦ, πάντα γὰρ ταῦτα ξηρότητος. τὸ δὲ ξηρὸν 

ὀλίγον ὑγρὸν ἔχει, τὸ δ᾿ ὀλίγον εὔπεπτον· ἡ εὐωδία δ᾿ ἐν πέψει τῇ πρὸς ὄσφρησιν, αὕτη δὲ ἀγλυκὴς 

καὶ οὐκ εὔχυλος. ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ φυτοῦ ταῦτα προϋπάρχοντα. 

18.8 ミルテという植物は全体的に乾燥しており、（エジプトのミルテは）ほかの種よりも乾燥の

度合いが強い。葉が細いことや、実が小さいこと、実の色がそのことを表している。それらの特

徴はどれも乾燥を示すものだからだ。乾燥した植物は水分が少なく、その少なさによって熟成が

進む。そうした熟成による芳香は（人間の）臭覚には向いているが、ミルテの香りそのものは甘

いものではないし、風味がよいわけでもない。以上が、その植物そのものからの要因である。 



 


