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中世イスラーム世界のレモン利用と伝播に関する一考察

レモンがインドから中東にもち込まれ、栽培が開始されたのは 9世紀・10世紀のこと

であり、13世紀になると、中東全域でよく知られた果物として文献資料に記述されるよ

うになる〈1〉。しかしながらその間の約200年、11 ～ 12世紀のレモンの利用に関する記録

はアラビア語資料にはほとんどなく、この時期のレモンをめぐる社会的状況は明らかでな

い。

ところが、『レモンの効能についての論考 Maqāla fī manāfi` al-līmū（以降『レモンの書』

とする）〈2〉』には、12世紀のエジプトにおけるレモン利用の実相と、レモンを取り巻く社

会的状況を知る手がかりになる記述がある。この書は、サラディンの命によって、宮廷

医の 1人であったユダヤ教徒医師イブン・ジュマイウ（d. 1198）が編纂したものである〈3〉。

11 ～ 12世紀のレモン利用などに関する資料面での空白を埋める史料として以前からその

存在は知られていたものの、校訂も研究もなされてこなかった。その理由としては、現

存する写本数の少なさ〈4〉に加え、中世最大の本草書であるイブン・アル・バイタール

（d. 1248）の『薬物集成』にかなりの分量の原文が引用されているためであると考えられ

る〈5〉。

しかしながら筆者は、イブン・アル・バイタールの引用抜粋がこの書の約半分に過ぎな

中世イスラーム世界のレモン利用と
伝播に関する一考察

なぜ 12世紀に『レモンの書』は編纂されたのか

〈1〉 中東地域のレモンとオレンジの伝播については、A. M. Watson, Agricultural Innovation, pp. 42-50 を参

照。

〈2〉 MS. No. 2136, Library Ahmet III, Topkapı Library, Istanbul, fol. 112v-128r. イブン・ジュマイウの著

作集であるこのトプカプ宮殿写本には 9書が所収されている。本論では、この写本のゼロックス版 Ibn 
Jumay ,̒ Rasāʼil f ī al-ṭibb, ed. by Fuat Sezgin in collaboration with Fabian Käs, Reproduced from MS 
Ahmet III 2136, Topkapı Sarayı, Istanbul, 2010, pp. 224-251を使用する。

〈3〉 著者イブン・ジュマイウ al-Muwaffaq Shams al-Riyāsa Abū al-‘Ashā’ir Hibat Allāh b. Zayn b. Ḥasan b. 
Ifrā’īm b. Yaʻqūb b. Ismā’īl b. Jumayʻ al-Isrā’īlī（d. 1198）については、Ibn Abī Usaybi ,̒ ʻUyūn al-anbā’ 
f ī ṭabaqāt al-aṭibbā’, pp. 576-579; C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Bd. 1, p. 458, 
p. 488; Ibid., Supplementband 1, p. 892; M. Meyerhof, “Notes sur quelques médicins juifs égyptiens 
qui se sont illustré à l’ époque arabe”, p. 123; Ibn Jumay ,̒ al-Maqāla al-ṣalāḥīya f ī iḥyā’ al-ṣinā‘a al-
ṭibbīya, pp. 1-2; S. Jadon, “A Comparison of the Wealth, Prestige, and Medical Works of the Physicians 
of Salāh ad-Dīn in Egypt and Syria”, pp. 74-75; U. Manfred, Die Medizin im Islam, pp. 164-165 を参照。
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いこと、引用から外された部分には、編纂の経緯や目的、編纂当時の状況が書かれていた

ことを見出した。本論文は、それらと同時代資料の記述から、なぜ『レモンの書』が 12世

紀にエジプトで編纂されたのか、すなわち『レモンの書』の編纂理由を考察する。

第一章　『レモンの書』の概容とレモンの伝播

1．書の構成と意義

『レモンの書』は、前書き・レモンとレモン加工品の医学的効能・先達たちの見解・レ

モン加工品類のレシピの 4部から構成されている（表1参照）。校訂版はなく、トプカプ宮

殿図書館が所蔵する著者イブン・ジュマイウの論考集に所収されている写本が、現存する

唯一の写本である〈6〉。

その内容は、レモン、レモン加工品、レモン飲食品の個々の医学的効能とレシピである。

レシピがあるものは、シロップ（スパイス入り甘味飲料）3種、ジャム、ファッカーウ〈7〉

（スパイス入りレモン非発酵飲料）、酢の 6品である〈8〉。

またライムーニーヤと呼ばれるレモン汁煮込みについては、レシピでなく、具材による

効能の違いが列記されている（表2参照）。このように一品の食材に関して効能と利用法を

まとめた構成の書は極めて珍しい。

著者イブン・ジュマイウは、サラディンに最も影響を与えた医師であったとされる〈9〉。

〈4〉 18葉からなるトルコのトプカプ宮殿図書館所蔵写本については F. E. Karatay, Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu, Bd. III, S. 835, Nr. 7297 を参照。インドのラムプールにあるラ

ザー図書館には 13葉からなる『レモンの特質の書 Risālat f ī khawāṣṣ al-līmū』という異名写本があるが

筆者は未見で、同一本か否か確認できていない（F. Sezgin, An Introduction to Rasāʼil f ī al-ṭibb by Ibn 
Jumay ,̒ Rasāʼil f ī al-ṭibb, p. IX を参照）。

〈5〉 イブン・アル・バイタールは、レモンの項目内容をこの書の引用抜粋のみで構成し、他の医学書からの引

用をしていない。このことからもこの書の記述は、13世紀以降の中世イスラーム世界でレモンの効能に関

する最も信頼できる情報と評価されていたといえる（Ibn al-Baytār, Kitāb al-Jāmi‘ li-mufradāt al-adwiya 
wa al-aghdhiya, fol. 3, pp. 118-122; 仏訳 L. Leclerc, Histoire de la médecine arabe, vol. 2, pp. 255-
262）。

〈6〉 Ms. Ahmet III 2136, fol. 112v-128r; F. E. Karatay, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Arapça Yazmalar 
Kataloğu, Bd. III, S. 835, Nr. 7297 を参照。

〈7〉 元来ファッカーウとは大麦あるいは小麦発酵または非発酵飲料を指すが、レシピからはこのレモンファッ

カーウは、レモン果汁を水で割り、味がわからない程度の塩を入れ、ミントの葉とヘンルーダの葉で香り

と味付けをした甘みのない飲料であったことがわかる（ファッカーウについては、尾崎貴久子「中世イスラー

ム世界の大麦と大麦食品―医学書や養生書の記録から」、171頁 ; Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-
līmū, p. 254）。効能については、消化不良や発熱に効果があり、吐剤としても用いると著者は述べる（Ibn 
Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 241）。14世紀エジプトの市場監督官の書によれば、ファッカー

ウは酢と砂糖を煮て作られる飲料であるアクシマー aqsimāと呼ばれるものとされる（Ibn al-Ukhuwwa, 
Ma’ālim al-qurba f ī aḥkām al-ḥisba, p. 118）。時代や地域によって原材料や生産工程も異なるファッカー

ウがあるため、その定義は今後の課題である。

〈8〉 各加工品（sharāb al-līmū al-sādhaj, sharāb al-līmū al-sāfarjar, sharāb al-līmū al-muna‘na‘, rubb al-līmū, 
khall al-līmū, faqqā’ al-līmū）のレシピは Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, pp. 252-255 参照。
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表1　『レモンの書』の目次

網掛けされた項目は、イブン・アル・バイタールの書に引用されなかった項目である。
[ : ] は [ 頁数 : 行数 ] である。

内容 項目
Ibn Bayṭār

『薬物集成』

前書き [225:1-230:16] 編纂理由 ―

医学的効能（部位別）[230:17-235:14] 皮 ○ [118:5-118:17] 

果肉 ○ [118:17-119:17]

種 ○ [119:17-119:19]

医学的効能（加工品）[235:15-245:17] レモンシロップ ○ [120:11-121:29]

マルメロ入りレモンシロップ ○ [121:29-122:1]

ミント入りレモンシロップ ○ [122:6-122:8]

レモンジャム ―

レモンファッカーウ ―

レモン酢 ―

ライムーニーヤ（レモン汁煮込み） ―

塩漬けレモン ○ [119:19-119:23]

“接ぎ木レモン” ○ [119:23-119:29]

医学者の見解

（10世紀から 12世紀の在エジプト医学者

たち）[245:17-251:13]

al-Tamīmī (d.10th) の見解 ―

Abū Faraj al-Bālisī (d. 967) の見解

Ibn Ridwān (d. 1061) の見解 

Ibn Abī al-Bayān (d. 1240) の見解

製法 [251:14-255:15] レモンシロップ ○ [119:29-120:10]

マルメロ入りレモンシロップ ○ [121:24-121:29]

ミント入りレモンシロップ ○ [122:1-122:6]

レモンジャム ―

レモンファッカーウ ―

レモン酢 ―

〈9〉 A-M. Eddé, Saladin, p. 414.
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〈10〉 Ibn Jumay ,̒ al-Maqāla al-ṣalāḥīya f ī iḥyā’ al-ṣinā‘a al-ṭibbīya, p. 1. 
〈11〉 先人の見解部分の冒頭では「これまで述べた私の見解が、先達たちの意見から逸脱したものではないこと

を示すために、先人たちの意見をここに記す」とある（Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 246）。
〈12〉 例えば食品をテーマにした書としては、香料・食品・果物のジャンル別に 15 世紀の文人 al-Suyūṭī 

(d. 1505) が編纂した論考類（al- Suyūṭī, al-Maqāma al-fustuqīya, および Manhal f ī al-kunāfah wa al- 
qaṭā’if, al-Maqāma al-tuffāḥīya）があるが、これらは故事や詩などを過去の文献から収集した文芸作品

といえる。

彼はフスタート生まれのユダヤ教徒で、医学のみならず語学においても優れた才能をもつ

学者であった。アイユーブ朝スルタンのナジュム・アッ・ディーン（治世1240-1249）に

仕えた大臣イブン・マトルーフがイブン・ジュマイウを 10世紀の医師イブン・リドワー

ン（d. 1061）とともに、エジプトの最高医師と評したように、後世においてもエジプトの

名医として知られた〈10〉。

ところで、編纂時期・構成・動機から、この書の資料的価値として以下の 3点を指摘す

ることができる。

第1点は、12世紀後半という編纂時期である。10世紀・11世紀のアラビア語文献に、

レモンの利用に関する記録はほとんどない。本書は、10世紀から 12世紀の中東における

レモン利用に関する具体的な情報を網羅した書としては、最古の文献といえる。

第2点は、個別の食品を取り上げ、その効能と製品のレシピを収めたという体裁にある。

4人の学者のレモンに関する見解を列記した部分以外はすべて、著者の独見と著者自身が

入手した情報である〈11〉。当時のレモン情報の総覧ともいえる構成は極めて稀であり、一

食品に関して同様の体裁で編纂された記録はいまだ確認されていない〈12〉。

第3点は、サラディンの命令によって編纂されたことである。サラディンが『レモンの

書』を要請した理由は本書では触れられていないため、編纂命令の背景にある社会状況に

ついて次章で検討する。ところで、サラディンは著者にこの書以外にも 2書の編纂を命じ

ている。1書は、医療の荒廃したアイユーブ朝の現況をふまえての医学復興の提言書である。

もう 1書は、アレキサンドリア住民の健康状況の改善策を提起した書である。これらの書

の公衆衛生的な内容から推察するに、『レモンの書』編纂は、サラディン個人の利用を目

的としたものではなく、都市の医療状況において何らかの必要性があったと考えられよう。

12世紀以降のイスラーム医学者たちに、この書はレモンの効能を示す第一の典拠とし

て認識された。例えば、植物学者イブン・アル・バイタールは、中世イスラーム世界最

大の本草書『薬物集成』のレモンの項にこの書の情報のみを採用した。その後この項目は、

16世紀イタリアの医学者によってラテン語に翻訳され、その後『イブン・バイタールに

よるレモンの効能の書』として 18世紀にパリで刊行された〈13〉。つまりこの『レモンの書』

に記載された医学知識は、中世のイスラーム世界・ヨーロッパ世界での共有知となってい

たといえる。

ところで、イブン・アル・バイタールによる引用部分は薬としての情報部分であった。
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〈13〉 16 世紀にヴェネツィアの医学者 Andrea Alpago (d. 1520) によって、ラテン語翻訳された。その後 1702
年にはパリでDe limonibis Tractatus Emabetar Arabis, per Andream Bellunensem latinitate donatesと
いう書名で刊行された（A. I. Silvestre de Sacy, Relation de l’Égypte par Abd-Allatif, p. 116）。ところで

ラテン語翻訳では、著書はイブン・アル・バイタールとなっていたため、ヨーロッパ地域ではイブン・ジュ

マイウの存在は知られることはなかった。

〈14〉 Watson, Agricultural Innovation, pp. 45-48; E. Lev and Z. Amar, Practical Materia Medica of the 
Medieval Eastern Mediterranean according to the Cairo Geniza, pp. 200-201.

〈15〉 Al-Masʻūdī, Les prairies d’or, vol. 2, pp. 438-439; cf. A. Mez, A, The Renaissance of Islam, p. 432; 
Watson, Agricultural Innovation, pp. 42-43.

すなわち、レモン 3種（生果・塩漬け・接ぎ木）、レモンシロップ 3種の医学的効能とシ

ロップ 3種のレシピである。ちなみにシロップは、果汁と砂糖に薬としてのスパイス類を

混ぜ込んだ薬であり、イスラーム医学で最も利用された剤型であった。

一方、引用から除外された部分は、前書き、他の 4人の医学者の見解一覧、レモン加工

品のうちレモンジャム、レモンファッカーウ、レモン酢、そしてライムーニーヤ（レモン

汁煮込み）に関する記述であった。第二章および第三章では、これらの記述から編纂の背

景を検討する。

2. 12世紀までのイスラーム社会におけるレモン利用

レモンの栽培はオレンジと同様、9世紀末には中東地域で開始されていた〈14〉。その伝

播ルートについては、10世紀の歴史家マスウーディー（d. 956）による記録がある。

オレンジと“丸いシトロン”の木は、（ヒジュラ暦）300（912 or 913）年、オマーン

で栽培され、バスラに運ばれ、その後イラク・シリア地域・パレスチナ・エジプト

に伝えられた〈15〉。

“丸いシトロン”はレモンを意味し、その栽培がオマーンからイラク・シリア・エジプ

トに広まったという。この記述から 10世紀前半には、レモンやオレンジの苗は中東各地

に移送されていたことがわかる。

その後の 10世紀・11世紀の文献資料の記述からは、マシュリク地域（東イスラーム世

界）とマグリブ地域（西イスラーム世界）では、レモンでなくオレンジ栽培が広がったこ

と、エジプトでは、レモン栽培と利用が普及したことがわかる。

（1）マシュリク地域

地理学者たちの栽培地に関する情報からは、インドとパレスチナでのレモン栽培が確認

できる。10世紀の地理学者イスタフリー（d. 957）は、インドのマンスーラ周辺（当時の

イスラーム世界の南縁部：現在のシンド州ハイデラバードの北東に位置した都市）での栽
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〈16〉 Al-Istakhlī, Masālik al-mamālik, p. 103（独訳 Das Buch der Länder, p. 83）; cf. Watson, Agricultural 
Innovation, p. 46.

〈17〉 Al-Muqaddasī, Aḥsan al-taqāsim f ī ma̒ rifat al-aqālīm, p. 181; A. Mez, The Renaissance of Islam, 
p. 482.

〈18〉 Al-Bīrūnī, Al-Bīrūnī’s Book on Pharmacy and Materia Medica, vol. 2, p. 334.
〈19〉 Al-Idrīsī, Kitāb al-Jāmi‘ li- ṣifāt ashtāt al-nabāt wa-ḍurūb anwā’ al-mufradāt, p. 259. 一方イドリー

スィーは、10 世紀インドのビールーニーの記述を引用したが、『レモンの書』に引用されている10 世紀エ

ジプトの医学者バーリスィーや医学者タミーミーのレモン見解を引用していない。つまり10 世紀から12
世紀には、レモンの医学的見解は複数系統存在していたといえる。

〈20〉 Al-Warrāq, Kitāb al-Ṭabīkh, p. 120, p. 156, p. 214; English trans., p. 234, p. 280, p. 347.
〈21〉 哲学者、科学者として知られたキンディー（d. ca. 873）は処方箋集や医学書を編纂した医学者でもあった

（U. Manfred, Die Medizin im Islam, pp. 123）。キンディーの書からの挽肉料理と名付けられた料理のレシ

ピのなかで、酸味煮込みの一例として記載がある（al-Warrāq, Kitāb al-Ṭabīkh, p. 194; English trans, p. 324）。
〈22〉 Ibn Jazla, Minhāj al-bayān f ī mā yasta̒ milhu al-insān, s.v. “sharāb al-līmū”, fol. 132b, s.v. “rub al-

līmū, fol. 104a.

培を記録している。彼は、「リンゴの様な形をして、非常に酸味が強い実」とレモンを記

述している〈16〉。同じ時期の地理学者ムカッダスィー（d. 991）は、パレスチナにおけるレ

モン栽培を記録している〈17〉。

レモンはインド北部が原産地であると、10世紀のインドの医学者ビールーニー （d. 925）

は述べ、以下のように効能を記載した。

カスダール（パキスタン南西部クエッタの南に位置する町：以下引用文内の（　）

のなかは筆者による補足説明である）から運ばれた。オレンジと似ているが、重さ

と光沢をもつ。外皮はなめらかである。果肉はオレンジと類似するが、苦味が強い。

胃の収縮運動を起こし、強心作用がある〈18〉。

レモンに関するマシュリクの医学書の最古の記録であるこのビールーニーの記述は、12

世紀の地理学者イドリースィー（d. 1165 or 1166）の編纂した本草書に引用されている〈19〉。

しかし、エジプトで編纂された『レモンの書』には引用されていない。

レモンの食用利用の記録は、10世紀のアッバース朝宮廷の料理書に確認できる。レモ

ン水 ma’ līmū は、肉料理に振りかける酢やブドウ果汁の代わりに使用されていた〈20〉。た

だし食材リストには果物としてのレモンの記録はなく、バグダードではなじみの果物では

なかったといえる。ライムーニーヤは、同書のなかの挽肉料理のレシピ内に酸味料理の一

例として名前が挙げられているものの、レシピはない〈21〉。

一方、レモンの薬用利用は、11世紀から確認できる。バグダードのアドゥドゥ病院の

勤務医であった医学者イブン・ジャズラ（d. 1100）は、シロップとジャムの健胃と解熱の

効能、またそれらのレシピを記録している〈22〉。ただし生果実としてのレモンの記述はな

い。
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〈23〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, pp. 245-251.
〈24〉 Al-Idrīsī, Kitāb al-Jāmi‘, p. 259.
〈25〉 Al-Masʻūdī, Les Prairies d’or, vol. 8, p. 336.
〈26〉 オレンジとシトロンの接ぎ木法は 10 世紀のアンダルスの著者不詳の農書において確認できる（Anonimos 

Andalusi, Kitāb f ī tartīb awqāt al-girāsa wa-l-magrūsāt: un tratado agrícola andalusí anónimo, p. 74）。
〈27〉 イブン・バッサールは『農業の庭園』をトレド王国のマアムーン（在位1043-1075）に献呈した植物学者であ

る。この書には 180種以上の栽培作物の記録があり、『簡潔と明瞭の書』は、この書を実用のために一

冊にまとめた抄訳書であり、13世紀にカスティーリャ語にも翻訳された。イブン・バッサールはトレド陥

落後ターイファ諸国のアッバード朝ムウタミド（在位1061-1091）が支配するセビーリャに移住し、彼のため

に“スルタンの庭園”と名付けた植物園を築き、ジャスミンやアスパラなどを栽培した（s.v. “Ibn Baṣṣāl” 
< http://filaha.org/author_Ibn_bassal.html > (visited October 22, 2017)）。

〈28〉 Ibn Baṣṣāl, Libro de Agricultura: Kitāb al-qaṣd wa al-bayān, p. 92.
〈29〉 11世紀のイブン・バッサールのオレンジ栽培法の記述から、11世紀アンダルスではオレンジはレモンより

普及していたと考えられる。オレンジは、果物類の部でリンゴ、イチジク、ブドウ、シトロンの次に記載さ

れている（Ibn Baṣṣāl, Libro de Agricultura: Kitāb al-qaṣd wa al-bayān, p. 82）。

レモンの解毒性については、10世紀インドの学者ビールーニーは言及していない一方、

同時代の在エジプトの学者たちは認識し記述していた〈23〉。その後イドリースィーの書に

はレモンの解毒性が書き留められているが、その出典元は明記されていない〈24〉。

総じて 11世紀・12世紀のイラク、バグダードについては、レモン加工品であるレモン

シロップの食材・薬としての利用記録は確認できたものの、レモン栽培に関する記述が見

出せなかった。それゆえ使用されたレモンシロップ類は、イラクでは製造されずに輸入さ

れていた可能性を指摘できる。

一方オレンジの栽培は開始されていた。それは食用ではなく観賞用植物としてであった。

マスウーディーは、バグダードのアッバース朝カリフ宮廷の屋上庭園で栽培されていたオ

レンジの果実は、大きく丸いもので、赤や黄色の星のようであったと記録している〈25〉。

（2）マグリブ地域

マグリブ地域でのレモンに関する最古の記録としては、11世紀イブン・バッサール 

（d. 1106）の農書とアブ・ル・アラーゥ・ズフル（d. 1130）の医書がある。他方でオレンジ

栽培の開始は、それ以前の 10世紀の農書に確認できる〈26〉。レモンを最初に記録したイブ

ン・バッサールはヒジャーズ、エジプト、シチリア島など各地に赴いて、植物調査を行っ

た農学者であった。綿花をはじめ新しい栽培植物の苗や種をアンダルスにもち帰ったこと

でも知られている〈27〉。彼の農書『簡潔と明瞭の書』において、レモンは水利に恵まれ果物

栽培に適した“第三の土地”に植えるべき果樹の一例として、シトロン、オレンジと並び

記されている〈28〉。彼がオレンジの栽培法を記録しながら、レモンの栽培法は記録してい

ないことからも、レモン栽培は 10世紀のアンダルス地域ではほとんど普及していなかっ

たと考えてよい〈29〉。そして 14世紀のアルメリア（スペインの南部海岸都市）の学者イブ

ン・ルユーン（d. 1349）の農書では、レモンはオレンジ、サトウキビと並び栽培法が詳述
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〈30〉 Ibn Luyūn, Tratado de agricultura, p. 117.
〈31〉 「レモン酢あるいはシトロンの果肉」と併記されており、シトロン果肉もレモン酢と同じ塗布薬に使用され

た（Abū l- A̒lā’ Zuhr, Kitāb al-Muŷarrabāt, p. 112, no. 281）。
〈32〉 Ibn Baṣṣāl, Libro de Agricultura, p. 82.
〈33〉 al-Tujībī, La Cuisine andalou-marocaine au XIII siècle: Fuḍālat al-khiwān f ī ṭayyibāt al- ṭa̒ ām wa al-

alwān, pp. 173-174.
〈34〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 250. 料理内容として「鶏肉類あるいは羊肉類を（鍋に）入れ、

ミント、甘松、肉桂、ガリンゲール根、サフラン、タバルザドの砂糖を入れ、砕いたアーモンド粉をたく

さん入れる。すると大変美味な滋養に良い料理となる」と説明する（Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-
līmū, p. 250）。エジプトでの酢の利用については、酢は蜂蜜あるいは砂糖のように塩味のパンにつけ

て食するのがエジプト住民の日常の食習慣であることをマイモニデスは記録している（Maimonides, On 
Asthma, p. 21）。

〈35〉 接ぎ木レモン līmū murakkab は 10世紀フスタートで作られた新たな特徴をもつレモンであるとの医学者

タミーミーの言及を、『レモンの書』にイブン・ジュマイウは引用記載した（Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ 
al-līmū, p. 246）。

〈36〉 Nāsir-i Khusraw, Sefer Namèh, p. 51, p. 150.

されていることから、14世紀までにはレモン栽培がアンダルス地域で普及していたこと

は明らかであろう〈30〉。

レモンの薬用利用は、医学者アブ・ル・アラーゥ・ズフルの『臨床の書』に記録がある。

レモン酢は、神経の麻痺が生じた部位に塗る軟膏として利用されている〈31〉。注目すべき

は、レモンが服用薬でなく塗布薬の材料であった点であろう。オレンジも同様で、イブ

ン・バッサールは、油漬けしたオレンジ皮を麻痺部位やリューマチ患部に塗布すると効果

があると記録している〈32〉。12世紀初めまで、オレンジもレモンもアンダルスでは食用果

実としての利用はなかったといえる。

レモンの食用利用は 13世紀アンダルスで編纂された料理書に確認されている。レモン

の保存法として塩漬けレモンと酢漬けレモンの製法が専章を設けて記録されており〈33〉、

そのころには大規模なレモンの消費が通年あったと考えられる。

（3）エジプト

エジプトでは 10世紀にはすでに、食用・薬用ともにレモンが日常的に利用されていた。

ファーティマ朝の宮廷医タミーミー（d. 10th）は、レモン酢は（ブドウ）酢の代わりにパ

ンの付け合わせとして食卓に供され、ライムーニーヤと呼ばれるレモン汁で煮た鶏肉料理

が日常的に食べられていたと伝えている〈34〉。このライムーニーヤと呼ばれたレモン汁煮

込みの利用については第三章で検討する。

11世紀には、果物レモンとレモンシロップが市場で販売されていたことを示す記録が

ある。旅行家ナースィル・ホスロー（d. 1061）は、フスタートでは接ぎ木レモン〈35〉がリ

ンゴ、イチジク、スイカ、バナナとともに店頭販売されていたことを伝えている〈36〉。ま

た瓶入りのレモンシロップがフスタートで流通・販売されていたことが、11世紀のユダ

ヤ教徒の記録であるカイロ・ゲニザ文書のなかの領収書に記されている〈37〉。
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レモンの栽培については、8月から 10月にかけての収穫と 10月の塩漬け保存作業がイ

ブン・マンマーティー（d. 1209）の農事暦に記録されている〈38〉。つまり 12世紀には農事

暦に必要な情報として記録されるほど、エジプト各地でレモンの大規模な生産があったと

推察できる。

なぜ、エジプト以外の地域では 14世紀までレモンの栽培が普及しなかったのか。その

理由としては、10世紀にアラビア語翻訳された『ギリシャの農業』〈39〉に記された、「オレ

ンジと比べて寒さに弱い」レモンの耐寒性の弱さ〈40〉が挙げられる。すなわち当時の栽培

技術では、レモン栽培の北限がパレスチナであった可能性を指摘できる。

一方、オレンジはレモンより耐寒性があると 10世紀のイラクやアンダルスの農学者に

認識されていることから〈41〉、実際にイラク地域やアンダルス地域でオレンジ栽培が普及

していたと考えられる。

第二章　『レモンの書』の編纂の背景としての社会状況

1．レモンを取り巻く 3つの状況

本書の前書きからは、編纂当時のレモンを取り巻く 3 つの状況がわかる。前書きの冒頭

には、そのうち 2 つの状況が記されている。

ある集団がエジプト人を侮蔑嘲笑 izarā’ する（話題の）中に、エジプト人のレモン

利用がある。適正な方法で使用すれば素晴らしい薬効が現れる〈42〉レモンを、エジ

プト人は病のあらゆる症状の治療に利用しているというのである〈43〉。

すなわち、第1 の状況は、エジプトでレモンが万病に効く薬としてあらゆる飲食品に投

入されていることであった。レモンが様々な薬効をもつとの認識は、医師、庶民を問わず、

〈37〉 S. D. Goitein, A Mediterranean Society, vol. 1, p. 121.
〈38〉 C. Pellat, Cinq calendriers Égyptiens, pp. 92-93 （収穫時期）, pp. 88-89（塩漬け作業）.
〈39〉 Qustūs al-Rūmī, Al-Filāḥa al-yūnānīya である。ワトソンは、著者 Qustūs al-Rūmī は 6 世紀から7 世

紀初めに活躍した農学者のカッシアヌス・バッススであり、この書は 10 世紀にサルジース・イブン・ヒ

ルヤーによってアラビア語翻訳がなされたこと、またビザンツ期の写本との比較から、アラビア語に翻

訳された際に、新種の栽培作物類の情報が追記されたという校訂者の見解を紹介している（Watson, 
Agricultural Innovation, p. 221 参照）。

〈40〉 Qustūs al-Rūmī, Al-Filāḥa al-yūnānīya, p. 98; cf. Watson, Agricultural Innovation, p. 46. 13 世紀エジ

プトの医学者イブン・ナフィース（d. 1288）もレモンの耐寒性の弱さを記録している（Ibn Naf īs, Al-Shāmil 
f ī al- ṣinā‘a al- ṭibbīya, vol. 9, pp. 275-276）。

〈41〉 Qustūs al-Rūmī, Al-Filāḥa al-yūnānīya, p. 98; Ibn Baṣṣāl, Libro de Agricultura, p. 82.
〈42〉 アラビア語は maʻ ẓuhūr jalīl manāfiʻihi idhā wuḍiʻa f ī mawāḍiʻihi (Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-

līmū, p. 225).
〈43〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 225.
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エジプト住民に共有されていた〈44〉。

一方、第2 の状況とは、ある医師の集団がレモンの効能を認めずに、エジプト人のレモ

ン利用の習慣を侮蔑嘲笑していたことである。彼らは、いかなる医学書にもレモンの薬効

の記録はないから、レモンの効能などないと発言していた。

もしレモンにそれほどの効能があるのなら、先人たち（古代ギリシャ医学の学者た

ち）が（すでにその効能を）書き記していただろう〈45〉。

本書編纂の目的は、レモンの薬効を否定する医師たちの認識の誤りを証明することであ

ると著者は述べる。

エジプトの医師たちの（レモン利用）行為を、ゆがめて認識する人々の誤りを証明

するために、この書を書いた〈46〉。

レモンの医学的効能は、エジプトでは 10世紀から医学者らにより論じられていた。そ

して 12世紀の中東イスラーム世界では、レモンの薬効を認識して積極的に薬として利用

するエジプトの医師たちと、レモンを薬とは認めない他地域の医師集団がいた。上記の記

述からレモンの薬用利用は、イブン・ジュマイウの時代にはエジプトに限定されていた可

能性が高い。

注目すべきことに、イブン・ジュマイウの反論は、レモンと同じく古代ギリシャ医学者

たちが知らなかった薬は現在多数ある、という事実の確認から始まる。まず中国、インド、

東南アジアから輸入された香辛料類の存在を列挙した。そして、

（これらは）秀逸なる者ガレノスも、我々の手元に残された彼の著作を見る限り、

言及していない〈47〉。

と述べ、古代ギリシャには存在しなかった薬材が新薬として導入されたことを提示した。

それらはミロバラン、ツルペス、センナ、クローブ、イヌサフラン、ナツメグ、ショウノ

ウ、タマリンドなどであり、「すべてを列挙すれば大変記述が長くなるほど多い」種類に

のぼるとした〈48〉。

〈44〉 10世紀から12世紀の 4人のエジプト在住医学者のレモン見解が『レモンの書』に引用抜粋されている

（Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, pp. 245-251）。
〈45〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 225.
〈46〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 230.
〈47〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 226.
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次に砂糖や果汁のシロップや肉の煮込みも古代ギリシャ医学者たちは知らなかったとし、

それらを新しくイスラーム医学に導入された薬用飲食品として紹介した。

シロップや煮詰めたジャムシロップ、薬用飴 lu‘ūqāt を彼（ガレノス）は知らなかっ

た。例えばスイレン、シトロン、スミレのシロップやジャム、ソレル、ザクロ、リ

ンゴのシロップ、これらに類するものを叙述すると長くなる。

また病人のための滋養食もガレノスは知らなかった。ズィールバージュ（酢と砂糖

入り煮込み）、マスース（乳漿入り煮込み）、ルッマーニーヤ（ザクロ果汁の煮込み）、

ヒスリミーヤ（ブドウ果汁入り煮込み）、ズィルシャキーヤ（バーベリー果汁入り煮

込み）、スッマーキーヤ（スマック入り煮込み）、これらのムザッワラ料理（肉を入

れない料理）、これらは大変数多いものである〈49〉。

さらに彼は、イスラーム医学者らにより発見された生薬の新たな効能を提示する。それ

らは、中国大黄の下剤作用、 大麻の解毒作用、インド乳香シロップのしょう紅熱・天然痘

といった疫病に対する予防効果である。　

中国大黄の下剤効果の発見について、イブン・ジュマイウは以下のように述べる。

彼（バーリスィー（d. 967）〈50〉：エジプトのイフシード朝の宮廷医でイスラーム医

学薬剤一覧リストを掲載した『完全な書』の著者）は、薬品すべてを列挙したもの

の、個々の全効能を追求してはいない。例えば中国大黄、この薬剤に下剤作用があ

ることを彼は知らなかった。彼以外の古代の人も、現在の医師も知らない。（これ

は）下剤薬として最良で価値がある。私はこの下剤力の安全を確かめ、危険性も記

録した。『中国大黄について』を執筆して（これを）証明した〈51〉。

イブン・ジュマイウの上記の記述は注目すべきであろう。なぜならこれは、イスラーム

医学の到達レベルについての同時代人による評価であり、古代ギリシャ医学を土台とした

イスラーム医学への冷静な認識がここにあるからである。著者の提示する一覧から、イス

ラーム医学の発展は、主に薬学分野の、特に生薬の種類、剤型のパターン、効能の著しい

〈48〉 Halīlaj (mylobaranミロバラン), turbadh (turpethツルペス), sanā (senna センナ), qaranful (clove クロー

ブ), sūrinjān (meadow saffron イヌサフラン), tamrhindī (tamarind タマリンド), taranjbīn (alhagi アルハ

ギ), sarakhs (male fern メンマ), akshūt (flax dodder), ṭabāshir (tabasheer ある種の竹からとれる強壮・

収れん薬), būzīdān (green-winged orchid), ṣandal (sandalwood ビャクダン), dharūnaj (great leopard’s 
bane), bahman (sea lavender), kāfūr (camphor ショウノウ), jawz bauwā (nutmeg ナツメグ), khūlanjān 
(galingale ガリンゲール) の 17種類を挙げている（Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 226）。

〈49〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 226.
〈50〉 Al-Bālisī については、Ibn Abī Usaybi ,̒ ʻUyūn al-anbā’ f ī ṭabaqāt al-aṭibbā’, p. 545 参照。

〈51〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 226.
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増加という実践面で顕著であったとわかる。さらにいえば、上記の薬用飲食品（料理とシ

ロップ）リストは食餌療法を投薬治療より優先する、いわば患者の体に負担をかけない治

療をよしとするイスラーム医学の特質を示している〈52〉。

そして以下の著者の非難から伺えるように、臨床に基づく新薬の発見に消極的で、かつ

新薬効能を認めない医師らが存在していた。

多くの人々は現在（の所業）を罪あるものとし、一方過ぎ去った過去を讃えている

だけである〈53〉。

さらに医師の本分とは、研究による治療法や治療薬の発見であると述べた〈54〉。

この（医）術を行う者は、調査や究明を行い、（古代ギリシャの）先人たちが見出せ

なかったことを見出す努力を行うのが義務である。私が（彼らの研究に）続くなら、

彼らの発見はさらに偉大な段階に到達する〈55〉。

ところで、本書の編纂当時のレモンをめぐる第3 の状況は、この書がアイユーブ朝のス

ルタン・サラディンの命令で編纂されたことであった。

エジプト人のレモン利用を嘲笑する医師集団の誤りを示す論考の執筆を、あなたは

私に依頼した〈56〉。

しかし本書のなかでは、サラディンが『レモンの書』を編纂させた理由は明らかにされ

ていない。もっとも、サラディンは、都市の公衆衛生と医療環境の整備に対して、それ以

前の支配者よりも積極的な関心をもっていた〈57〉。それは、カイロやエルサレムなど各地

の都市に病院の建設を命じたことや〈58〉、少なくとも 18人の高名な医学者に宮廷医として

〈52〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 226; 例えばマイモニデスは、エジプトの人々が強力薬による

投薬治療を避け、弱い効力であっても身近にある植物や果物の調合薬を好む傾向を最も安全な方法とし

て高く評価した（M. Maimonides, On Asthma, p. 107）。
〈53〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 226
〈54〉 イブン・ジュマイウのほかにも、ダマスカスで活躍した医学・哲学およびハディース学者であるアブドゥ・

ル・ラティーフは自著『2 つの助言の書』のなかで、旧来の医書での効能を鵜呑みにし強力な薬を選び、

調合し、治験による安全性の確認なく重篤な患者に処方する医師団の治療と、彼らがアイユーブ朝支配

者一族の医療を担当していた状況を非難している（N. Peter Joose, Physician as a Rebellious Intellectual, 
pp. 14-16）。

〈55〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 226.
〈56〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 225
〈57〉 Z. Amar and E. Lev, Arabian Drugs in Early Medieval Mediterranean Medicine, pp. 70-71; 

A-M. Eddé, Saladin, pp. 442-443.
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多大な援助を行ったこと〈59〉、そしてイブン・ジュマイウに『レモンの書』を含む 3 つの書

の編纂を命じたことからも明らかである。

サラディンは支配地域の荒廃した医療の状況に関して、イブン・ジュマイウと面会し

た際に意見を交わしたという。前述のように、その後サラディンは、『レモンの書』に加

えて 2 つの書の執筆をイブン・ジュマイウに命じた〈60〉。1 つは医療改革の提言書であり、

もう 1 つはアレキサンドリア住民の健康養生書であった。両書の内容から、サラディン

が抱いた医療行政構想のなかに、都市の医療の質の保持や公衆衛生の向上があったことは

疑いない。それゆえ『レモンの書』の編纂命令も同様に、個人的なものではなく、公共的

福利を目指したものであると推測できる。

そこで次節では、アイユーブ朝期の支配者と医学者との関係および支配者が医師に望ん

だことを検討したい。

2．アイユーブ朝期の支配者たちが医学に望んだこと ―新薬の研究開発

アイユーブ朝の歴代支配者たちが積極的な医学振興政策をとったことは、先行研究で明

らかにされている〈61〉。彼らは、有能な医学者を各地から召喚し、宮廷医として雇用した。

例えばサラディンの宮廷医は 18人で、11名はシリアのダマスカス、7名がエジプトに居

住していた。アイユーブ朝の支配者たちは出自の様々な医師をシリア地域、特にダマスカ

スに集中させようと試みた〈62〉。その結果、ダマスカスにはイラクやアンダルス各地から

名医が集ったのである。医療活動に加えて、彼らによる医学教育も展開され、ダマスカス

は医学の学術研究の中核都市となった。一方、エジプトのカイロでは、ファーティマ朝時

代からの宮廷医や医学者が引き続き雇用され、宮廷医として活動していた。彼らはダマ

スカスに赴かずエジプトにとどまった〈63〉。エジプト在住の医師たちは他地域の医学者た

ちとは距離を置いていたことが推察できる。イブン・ジュマイウがレモンについての見解

を参考引用した学者も 4人全員が、エジプト在住の医学者であった。それらは、イフシー

ド朝の宮廷医バーリスィー、エルサレム生まれでテリアカ（古代から珍重された万能解毒

剤）の卓越した処方で知られた医学者タミーミー、ファーティマ朝エジプトの医学者イブ

〈58〉 F. Klein-Franke, “Health and Healing in Medieval Muslim Palestine,” p. 121.
〈59〉 S. Jadon, “A Comparison of the Wealth, Prestige, and Medical Works of the Physicians of Salāḥ ad-

Dīn in Egypt and Syria”, pp. 66-67.
〈60〉 これら 2 書は『医業復興についての公正な提言』と『アレキサンドリアの地の性質に関するイブン・ジュ

マイウの同胞への書簡』として公刊された。サラディンの命による執筆であることは両書の前書きに書

かれている（Ibn Jumay ,̒ al-Maqāla al-ṣalāḥīya f ī iḥyā’, p. 7; Ibn Jumay‘, Risālat Ibn Jumay̒  li-ba̒ ḍi 
ikhwānihi f ī ṭabʻ al-Iskandarīya, p. 332）。 

〈61〉 Z. Amar, The History of Medicine in Jerusalem, pp. 69-76.  
〈62〉 F. Klein-Franke, “Health and Healing in Medieval Muslim Palestine,” p.105; Z. Amar and Y. Serri, 

“Ibn al-Sūlī, Physician and Botanist of al-Sham,” p. 124.
〈63〉 S. Jadon, “A Comparison of the Wealth,” p. 67.
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ン・リドワーン、イブン・ジュマイウの教え子でスルタン・アーディル（在位1200-1218）

の宮廷医かつカイロのナースィリー病院教授のイブン・アビ・ル・バヤーン（d. 1240）で

ある〈64〉。

支配者たちはいずれの地でも、医学者たちに多大な援助を行った。高額な報酬を得た医

学者たちは、病院や医学教育で活躍するとともに、様々な病気やその治療を記した医学書

を支配者に献呈した〈65〉。

アイユーブ朝支配者の援助を受けて、新しい生薬や薬効の発見を成し遂げる医学者た

ちも現れた。中国大黄の新薬効を発見したイブン・ジュマイウもその 1人であった。同時

代の発見としては、大麻の解毒性や乳香シロップの疫病予防の効果があった〈66〉。また新

薬の開発で知られた医学者としては、エルサレムの病院に勤務した医学者イブン・アッ・

スーリー （d. 1242） （以下スーリーとする）がいる。スーリーは、現地調査によって得た植

物に関する知識に加えて、混合練薬（マアジューン）の処方において特筆すべき知見をも

つことで知られた〈67〉。特に“大テリアカ”と呼ばれるテリアカの処方の改良に成功し、ダ

マスカスの支配者ムアッザム（在位1218-1227）のために大量のテリアカを調合した〈68〉。 

スーリーの“刻印粘土 ṭīn makhtūm”の項目の記録〈69〉から、支配者たちは新薬、とりわ

け解毒剤テリアカ類の材料の発見に強い興味と関心を抱いていたことがわかる。刻印粘土

とは、その塊に印が押されたために名付けられた粘土であり、古代ギリシャ時代より外傷

に塗布する止血剤として利用されていた。刻印粘土はこの時代には、服用薬・塗布薬とし

てサソリ・蛇類の毒に対する解毒作用をもつとされた〈70〉。以下の記述からは、テリアカ

の重要な材料として、支配者や医学者が刻印粘土の獲得に強く執着していたことがわかる。

私（スーリー）は人々を（その）獲得に向かわせるために、（刻印粘土の）効能を詳

細に説明した。（ヒジュラ暦）610（1213）年に、（ダマスカスで調合された）カイロ

〈64〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, pp. 245-251.
〈65〉 S. Jadon, “A Comparison of the Wealth,” pp. 67-69; A-M. Eddé, Saladin, pp. 442-443.
〈66〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, pp. 227-228.
〈67〉 スーリーは、各地を旅行し、観察と農民からの聞き取りによる植物の調査を行った。その調査には花の色、

葉の形状、種や実の大きさなどの具体的な情報を記録するために絵師を随行し、挿絵を描かせ植物誌を

作成し、植物学の知識と薬学の知識で傑出した医師として知られた（Z. Amar and Y. Serri, “Ibn al-Sūlī, 
Physician and Botanist of al-Sham,” p. 124-126）。

〈68〉 Ibn Abī Usaybia, p. 700.
〈69〉 スーリーの友人の 1人でシリアの医学者アンサーリー ‘Alī ibn ‘Abd al-‘Azīm al-Anṣārī の『ファールーク・

テリアカDhikr al-tiryāq al-fārūq』（米国国立医学図書館所蔵写本（MS A64））に引用抜粋された記述で

ある（Z. Amar and Y. Serri, pp. 126-127）。この写本を著者は未見であり、本論の引用は論文に所収され

た英訳を用いた。スーリーの著書はすべて散逸している。

〈70〉 13 世紀エジプトの医学者イブン・ナフィースはこの粘土の解毒作用を「服用した毒に効果がある。毒を

服用する前か後にこの土を飲むと、粘土が毒を吸収し、それらが出るまで吐き続ける。同様に虫に刺

された場合にも効果を示す」としている（Ibn Naf īs, Al-Shāmil f ī al- ṣinā‘at al- ṭibbiya, vol. 6, s.v. “ṭīn 
makhtūm”, p. 240）。
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で有名なテリアカを、スルタンのアーディルの隊商はたくさん積み込んだ。この粘

土の一部ももち帰った。その一部は私がもっている粘土である。（テリアカ調合の）

残りはシャイフの手に残った。アーディルの息子のムアッザムは、自分のテリアカ

の調合時に、保存していた父親のテリアカ調合の残りの粘土を混ぜた。私はダマス

カスで（ヒジュラ暦）646（1248）年に（医学者）ラシード・アッ・ダウラの手元に

（それが）あることを目撃した〈71〉。

テリアカは支配者にとって必需品で、自分のためのテリアカを調合させ常備していた。

マイモニデス（d. 1204）はその使用例に関する逸話を記録している。それは、マグリブの

支配者が昏睡状態に陥った際、医師の判断でテリアカを使用することに決まったため、宝

物庫に保管されていた支配者の名を刻印したテリアカが医師によってもち出され、そのテ

リアカの服用後にその支配者は息絶えたという話である〈72〉。

テリアカは他の重篤な病にも効果があると支配者たちに考えられていた。“ファールー

ク・テリアカ”というテリアカを求めた十字軍のエルサレム王の逸話が残されている。

エルサレムの王アモーリー 1世（d. 1174）は、アイユーブ朝の医学者ダーウード・

イブン・アビ・ル・ムーサーの調合した“ファールーク・テリアカ”と、彼の息子

で医学者のラシード・アッ・ディーンを自国へ連れ帰った。その理由は、王が癩病

に罹患した息子の治療のため、テリアカとそれを処方できる医師を求めたためで

あった〈73〉。

当時“ファールーク”と名付けられたテリアカの調合ができるのは、数少ない医学者に

限られており、イブン・ジュマイウはその 1人として知られていた〈74〉。そしてその彼が、

レモンは猛毒サソリの毒に対しても解毒作用をもつことを言及した。

レモンは、サソリや毒蛇類から注がれた毒にも飲用された毒にも対抗する力をもっ

ている。特にアスカルムクリムの地のジャラーラと呼ばれる猛毒のサソリの毒にも、

多くの殺し薬にも効力がある。事前に飲めば、毒の害を少なくし、その害を払う力

をもっている。服毒した場合は、ヨーグルトやバターを服用し胃のなかの毒の残留

物を吐き出した後で（レモンを）服用すると効果がある〈75〉。

〈71〉 Z. Amar and Y. Serri, “Ibn al-Sūlī, Physician and Botanist of al-Shām,” p. 127.
〈72〉 M. Maimonides, On Asthma, p. 104.
〈73〉 F. Klein-Franke, “Health and Healing,” pp. 120-121. 
〈74〉 F. Klein-Franke, “Health and Healing,” p. 115.
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サソリや毒蛇の毒の入った飲食品を想定した見解として注目できる。

次にイブン・ジュマイウは、レモンシロップを“ファールーク・テリアカ”と同じ解毒

性をもつ薬品と位置付けた。

これは、毒蛇、蛇、サソリ、特にジャラーラートと呼ばれるアスカルムクリムの地

域にいるサソリの毒、上記すべての刺し毒や服用毒に、殺し薬 al-adwiya al-qitāla

の大部分に対して効果がある。…中略…これは“ファールーク・テリアカ”と同じ

効能をもつ〈76〉。

またレモン酢で作る舐剤〈77〉についても解毒性と消化促進力をもつ薬として記録した〈78〉。

もっとも、レモンが解毒薬テリアカとしての働きをするという認識は、イブン・ジュマイ

ウ独自のものではなく、10世紀からエジプトの医学者たちの間で存在していた。

例えばタミーミーは、レモン酢の舐剤を、テリアカ以上の強い解毒作用をもつ薬品と位

置付けている。

（元来種のレモンである小レモンで作った）スカンジャビーンは、アスカルムクリ

ムにいるジャラーラ、これは緑の（猛毒）サソリであるが、その毒に最も有効であ

る。これ以上有効なものは、テリアカやシロップ類にない。毒蛇やサソリの毒、殺

し薬にも、毒前毒後いずれでも効果をもつ。…中略…アスカルムクリムの人々は、

それ（ジャラーラート）を敵とし、その毒に対して活用している〈79〉。

タミーミーは、レモンシロップは、“大テリアカ”より優れているとした。

小さいレモンのシャラーブは、サソリの毒に効果がある。“大テリアカ”よりも効

果がある。サソリや蛇の毒、それら（で作られた毒入り）飲食品に対しても（解毒）

効果がある〈80〉。

レモンの解毒性はマイモニデスも記録しており、12世紀のエジプトではレモンの解毒

〈75〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 234.
〈76〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 245.
〈77〉 酢と砂糖に香辛料を入れて煮詰めた剤型スカンジャビーン sukanjabīnであり、健胃消化薬としてよく利用

される剤型であった。

〈78〉 「レモン酢に砂糖を加えたスカンジャビーンを私は処方する。これは“種子のスカンジャビーン”と同じ（消

化健胃）効力をもち、それよりも胃には負担とならず、解毒作用もある（Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ 
al-līmū, p. 241）」とイブン・ジュマイウは効能を定義した。

〈79〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 249.
〈80〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 247.
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性が認知されていたといえる。テリアカと同等の解毒効果をもつ薬品としてレモンを利用

しているエジプト住民の状況に、支配者サラディンは注目したと推察できる。

それではなぜ、テリアカの代用解毒剤としてレモンが求められたのか。理由の 1 つは、

レモンがテリアカより安全性に優れ（すなわち扱いやすく）、より安価で入手が容易であっ

たためである。

テリアカは、高価な劇薬であった。かつ使用法や服用量を間違えれば、致死力をもつこ

とで知られていた。例えばマイモニデスは、テリアカなど、あらゆる解毒薬は、多量に服

用すると体を破壊すると述べている〈81〉。マイモニデスは、先述の逸話でテリアカを処方

されたマグリブの支配者の容体が急変し死に至った理由を、服用の量と回数における医

学者の処方ミスに帰している〈82〉。テリアカは調合だけでなく、処方もまた困難な薬品で

あった〈83〉。

これに対し、イブン・ジュマイウはレモンの安全性の高さを以下のように説明する。

つまりレモンには有益な効能が多数あるが、一方で隠された恐るべき害はない。体

に多量に摂取しても、体内のどこにも残存しない〈84〉。

テリアカよりも安全な解毒薬を支配者たちは必要とし、それは医学者の研究対象でも

あった。大麻もまた解毒薬の 1 つとして利用された。イブン・ジュマイウによれば、

（大麻は）テリアカの代わりに利用される。いや、むしろそれ以上の効果をもつ。

また処方も簡単で、（医）学生や蛇などにかまれた人に直接、容易に与えることが

できる。だから、これがあれば、“ユーナーニー・テリアカ”は不要である〈85〉。

つまり、大麻は素人や学生でも扱える安全な解毒薬であった。

もっとも、レモンは大麻と比べても 2 つの利便性をもち合わせているため秀逸であった

といえる。それは毒が体内に入る前に服用しておけば副作用なく予防ができ、「毒飲料や

毒料理〈86〉」を摂取後でもすぐの飲用であれば効果があるという点である。

〈81〉 M. Maimonides, On Asthma, p. 104
〈82〉 M. Maimonides, On Asthma, pp. 103-104.
〈83〉 マイモニデスはテリアカ処方の臨床例を調査したと述べた後に、ガレノスの言として「（殺し薬に対応できる

解毒薬）すべては、多量に服用すると体に甚大な害を及ぼす。だからその量は多すぎず、効き目がない

ほどには少なくせず、ちょうどの量でなければならない」と結論付けた。（M. Maimonides, On Asthma, 
pp. 103-104）。

〈84〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 234.
〈85〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 228.
〈86〉 アラビア語は dhawāt al-sumūm al-maṣbūba al-mashrūba である（Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-

līmū, p. 234）。
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ちなみに、コルドバからエジプトのフスタートに移住したマイモニデスは、レモンの解

毒性は認めているものの、テリアカの代用品とまでは認めていない〈87〉。テリアカに比す

る解毒性は、12世紀のエジプト在住の医学者のみの認識であった可能性も高い。加えて、

この時代の医学者らが殺し薬への解毒薬に注目し書に記録した背景については、今後さら

に検討の必要があると考える。

なお、解毒薬としてレモンがエジプトで重宝された理由の 1 つとして、この時代のエ

ジプト人にあった弱い薬を好む傾向を挙げることができる。マイモニデスは、エジプト人

がテリアカの強い薬効を好まなかったことを伝えている〈88〉。彼らは身近な花を混ぜたり、

身近な果物を用いたりして薬を作り、下剤薬もできるだけ緩下性（弱い下剤力）のものを

使用し、さらにどのような病気においても身近にある薬や食品、かつ少ない種類に限定し

て使用し、治癒しようとしたと述べる〈89〉。こうした状況の下で、最終的な解毒効果は同

じでも、体への負担が小さい解毒薬、すなわち劇薬ではない解毒薬としてレモンが求めら

れていたと思われる。

このように見てくると、支配者サラディンによる編纂命令の背景には間違いなく、新薬

とりわけ解毒剤への支配者たちの関心と興味があったといえる。そしてそのためレモンを

テリアカと同等の解毒剤とみなしていたエジプトでの利用に注目したと思われる。そし

てレモンは、サラディンの信頼する医師で、テリアカ調合ができる数少ない医師の 1人で

あったイブン・ジュマイウによって、安全性が高く使用法が簡便な、動物や虫の毒から調

合された毒薬まで、広範に対応できる解毒薬と位置付けられた〈90〉。

もっともイブン・ジュマイウは、レモンの解毒性だけでなく健胃作用や緩下作用という

効能も確定している〈91〉。そして、レモン入りの飲食品の効能・利用法・レシピをも本書

に掲載した。第三章では、なぜ 12世紀のエジプトで『レモンの書』が編纂されたのか、そ

の理由について、エジプトでのレモン利用状況に関する記述を中心に考察する。

〈87〉 Maimonides, On Poisons and the Protection against Lethal Drugs, p. 135; Z. Amar and E. Lev, 
Arabian Drugs, p. 201.

〈88〉 M. Maimonides, On Asthma, pp. 107-108.
〈89〉 M. Maimonides, On Asthma, p. 105.
〈90〉 殺し薬にも解毒効果をもつレモンはテリアカの代用薬であるとイブン・ジュマイウは見解を出したが、13 世

紀以降の医学書のなかで、殺し薬に有効な解毒薬としてレモンを論じたものを現在のところ筆者は確認し

ていない。例えば 13 世紀エジプトの医学者イブン・ナフィースによるレモンに関する論考は規模が大きい

が、殺し薬の解毒効果についての言及はない（Ibn Naf īs, Al-Shāmil, pp. 51-71）。
〈91〉 マルメロ入りレモンシロップとミント入りレモンシロップは健胃剤、レモンファッカーウは解熱剤および吐剤、

レモン汁煮込みは滋養食品であることに加え、解熱・健胃・結石除去などの効能をもつ食品とした（Ibn 
Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, pp. 240-244）。
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第三章　接ぎ木レモンとレモン料理

レモンは 10世紀からエジプトの食生活に様々な形で取り入れられた。またその薬効か

ら多くの病の治療に利用された。こうした利用の拡大過程において、エジプトでは他地域

にはないレモンに関する新たな状況が出現した。1 つは、接ぎ木技術による新しいレモン

（以下、「接ぎ木レモン」とする）の生産と、もう 1 つはレモン汁煮込みライムーニーヤの

普及であった。これらの利用に関する記述を中心に、『レモンの書』の編纂理由を検討する。

1．7世紀から 10世紀における農産物の移植事業

ワトソンはイスラーム諸王朝征服後の中東で起きた農業面での一連の歴史的変化を、

“中世イスラーム世界の農業革新”と名付けた〈92〉。その変化とは、イスラーム諸王朝支配

による政治的安定ののち、支配者らの農業推進政策のもと、既存の水利施設や灌漑設備の

再整備、農地開墾、農業専門家や専門的労働集団の移住、耕作動物の移動〈93〉、新種栽培

作物の移植〈94〉などが行われたことである。その結果、各地で農業生産量の増大〈95〉がみら

れた。また集約農業の展開が可能となった土地ではコメ、サトウキビ、レモン、オレンジ、

綿花など、それまで栽培が不可能だった亜熱帯性栽培作物類の生産が可能となった。これ

らは価値の高い換金作物であったがゆえに従来の経済構造に影響を与え、他方新たな食材

として受容され食体系に多大な変化をもたらした。この農業面における一連の変化を、ワ

トソンは 14 の作物を事例に挙げて立証している。ただし、灌漑設備の整備や新種作物栽

培の移植導入における支配者らの施策に関する具体的な事例の提示はしていない〈96〉。

こうした支配王朝による移植事業に関して、筆者は 3 つの事例を文献から確認している。

それはウマイヤ朝（661-750）のヨルダン渓谷でのミロバラン移植事業、10世紀マルワー

ン朝（990-1085）の首都でのイチジク移植事業、そして 10世紀アッバース朝カリフの屋上

庭園でのオレンジ移植栽培である。10世紀までのこれらの移植事業は、いずれも同じ限

〈92〉 A. M. Watson, Agricultural Innovation, pp. 124-135.
〈93〉 アマルは、事例として水牛とズット族のパキスタン地域からイラク経由でのシリア地域への移動を挙げて

いる（Z. Amar and E. Lev, Arabian Drugs, p. 50）。
〈94〉 栽培作物の個別事例は A. M. Watson, Agricultural Innovation, pp. 9-73 を参照。ワトソンの提唱し

た農業革命を裏付ける新たな事例としてマンゴー豆やウリ類の伝播に関する個別研究も出されている

（Z. Amar and E. Lev, Arabian Drugs, pp. 53-71; Z. Amar and E. Lev, “Watermelon, chate melon and 
cucumber” を参照）。

〈95〉 11 世紀のエジプトにおける換金作物としての亜麻の生産量の増加について、ウドヴィッチのゲニザ文書

研究がある。ユダヤ教徒商人一家の書簡類からは、11世紀前半から急激に栽培地が増え、増産がされ

ていたことが確認でき、それらの亜麻はイラクやイタリア、チュニジアへと輸出されたことが明らかになっ

ている。一方、13 世紀に入るとエジプトでの亜麻の生産は急激に減少したことを指摘し、ウドヴィッチは、

他地域でも良質の亜麻の生産が可能になったことで、エジプトの亜麻への需要が減少したためとしている

（A. L. Udvitch, “International Trade and the Medieval Egyptian Countryside,” pp. 52-54）。
〈96〉 Watson, Agricultural Innovation, pp. 103-119.
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界に突き当たった。

まずウマイヤ朝の移植事業に関しては、10世紀エルサレム出身の医師タミーミーの記

述にある。それはイェリコのザックームと呼ばれる木に関するもので、その内容は、この

ザックームはミロバランと形状が類似してはいるが異なる種であること、それにもかかわ

らずイェリコの住民たちは、この木の元来種はウマイヤ朝期にカーブルから移植されたミ

ロバランであると認識しているというものだった。

（イェリコ・バルサム）オイルは、イェリコつまりエルサレムの近郊の低地で栽培

される“ザックーム”の木の実からの油である。この木は、“ザックーミー・ミロバ

ラン”と類似するが、異なるものである。

この地の老人や賢人は、この植物ザックームは元来、“カーブリー・ミロバラン”

だという。ウマイヤ朝の支配者がカーブルからミロバランの種子をもち込み、ヨ

ルダン渓谷のこの地で生育させ大木になったという。しかしながら、その（カーブ

リー・ミロバランの）実の性質をイェリコの土地（の性質）は変えてしまったと彼

らはいう。つまり形は（ミロバラン）そっくりの緑色の実であるが、その殺菌能力

は消失したという〈97〉。

アフガニスタンのカーブルは 7世紀なかごろウマイヤ朝により征服され、その後のイン

ド侵攻の拠点となった。この周辺で産出されたミロバランは、カーブリーというニスバ

（アラビア語で関係形容詞。ここでは産地を示す）をつけて輸出された。このカーブリー・

ミロバランは、イスラーム医学における最も重要な薬品の 1 つであった〈98〉。ちなみにア

マルはこの記述を、ヘブライ語文献に記録されたヨルダン渓谷の水利事業とともに、ウマ

イヤ朝の支配者によるヨルダン渓谷での移植・栽培事業を示す証拠として位置付けた〈99〉。

ただし彼はザックームとミロバランの植物同定に関する記述としてではなく、ウマイヤ朝

の移植事業が約200年後の住民に記憶されていたという事象に重要性を見出している。

筆者は、むしろ移植事業の結果に注目したい。すなわち移植後に生育し着果も成功した

ものの、その実は元来の薬用効能を失い、在地の植物の実に類似したものになってしまっ

たという、移植事業の限界である。

実はマルワーン朝の移植事業も同様の結果となった。10世紀のマルワーン朝支配者に

よる移植事業が、サラディンの宮廷医の 1人イブン・ムトゥラーン（d. 1191）の『医学の

〈97〉 Z. Amar and E. Lev, Arabian drugs, p. 50.
〈98〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 226; ミロバラン halīlaj はインド・ビルマ原産でイスラーム

医学ではその果実は鎮咳・鎮痛・健胃・止血作用をもつ薬品として認識された（E. Lev and Z. Amar, 
Practical Materia Medica, pp. 218-220）。

〈99〉 Z. Amar and E. Lev, Arabian drugs, pp. 50-51.
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庭園』に記録されている〈100〉。それは甘みの強い“大臣のイチジク”をイラクから首都に

移植したムワッヒド・アッ・ダウラ（在位997-1010）の事業であった。

（マルワーン朝の医師アブー・サイードによれば）首都マイヤーファーリキーンの

水や植物、動物の状況はすべて悪い状態にあった。支配者ムワッヒド・アッ・ダ

ウラは、この土地が痩せていることを理解した。そして（ヒジュラ暦）397（1006-

1007）年、“大臣のイチジク”の優れた甘さや美味しさについてムワッヒド・アッ・

ダウラは話を聞いた。すると彼は、木の一部を（自分の王都に）もち帰り移植しよ

うと決意した。イラクから運ばれた木は植物園 bustān に移植された。

1年後“大臣のイチジク”は実をつけた。イラク人たちは「これは、味を除けばイチ

ジクにそっくりである。味は甘さが少ない。」といった。日光の強さで甘みは増す

のだから、この実の甘さが少ないのはイラクに比べてのこの地の日照の弱さのため

であろうと彼らは判断した。2年目に“大臣のイチジク”に似た実をつけたが、味、

色、形とも少々異なっていた。3年目には、この地のイチジクに類似した実をなし

た。“大臣のイチジク”の特徴はほぼ消失していた。4年目には、この地のイチジ

クの実がなった。（“大臣のイチジク”とは）形・色・味・大きさ、すべての点で異

なっていた。そしてムワッヒド・アッ・ダウラは、（この結果を）植物はその土地

の栄養によって育つためと理解したという〈101〉。

この記述は果樹移植の経過が具体的である。支配者の苗木移植事業において専門家の手

により数年間研究が行われた過程を示している。移植そのものは実現したものの、4年後

には、そのすべての特徴が失われ、“大臣のイチジク”は、在地のイチジクの実と同じも

のになった。この結果はウマイヤ朝のヨルダン渓谷での移植事業と同じである。

アッバース朝の首都バグダードでも、カリフの屋上庭園でのオレンジ移植栽培について

同様の結果があった。マスウーディーは、中東のオレンジ栽培について、インドのオレン

ジの「芳醇した香りとインドの地での良い色を失った」、すなわち着果に成功したが実の

特徴は失われたことを記録している〈102〉。先に述べたカリフの屋上庭園の、赤や黄色の観

賞用オレンジ〈103〉は、移植後の改良結果であった可能性が高い。

この時代、専門家の手による移植栽培事業でも植物は本来の特徴を失い、その土地の植

〈100〉 Ibn Muṭrān, Bustān al-aṭibbā’ wa rawḍat al-alibbā’, pp. 33-36. イブン・ムトゥラーンは、この逸話をナ

スィール・アッ・ダウラ（在位 1011-1061）の医師であったアブー・サイード（Abū Said Manṣūr b‘ Isā）の

『病院の書 Kitāb al-Bimāristān』から抜粋したと記述している。マルワーン朝の医師アブー・サイードの

書は現存が確認されていない。

〈101〉 Ibn Muṭrān, Bustān al-aṭibbā’, p. 34.
〈102〉 Al-Masʻūdī, Les Prairies d’or, vol. 2, pp. 438-439.
〈103〉 Al-Masʻūdī, Les Prairies d’or, vol. 8, p. 336.
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物と同じものになってしまうという事象が起こっていた。それが当時の移植栽培の限界で

あった。

2．接ぎ木技術とレモン

『レモンの書』には接ぎ木による新しいレモンが登場する。接ぎ木技術は、10世紀のイ

ラク地域やアンダルス地域においても実践されていた。いずれの地域の同時代の農書にも

接ぎ木 tarkīb 専章が設けられており、主に果実類に関して、掛け合わせる植物の種類や接

ぎ木の時期に関する指示がある〈104〉。また 10世紀のバグダードの宮廷料理書には、接ぎ

木された雑種シトロンの食用利用がみられる〈105〉。さらにアンダルスでは穂木のオレンジ

を台木のシトロンにした“接ぎ木オレンジ”の例がある〈106〉。

10世紀のエジプトでは接ぎ木によるレモンの品種改良が成功していた。それは“接ぎ木

レモン līmū murakkab”と名付けられた。以下は『レモンの書』に引用されたタミーミーの

記述である。

フスタートで大きな実の素晴らしいレモンが、（元来種の）レモンから生まれた。

レモンはシトロンの木に接ぎ木された〈107〉。つまりレモンとシトロンの間から生ま

れた。その（接ぎ木）レモンは、大きく、丸く、シトロンのような果肉をもつ。た

だし（シトロンより）強い苦味をもつ。 著者（タミーミー）いわく、その強い苦味は、

前述したレモンほど（強い）苦味ではない。このレモンは、（元来種）レモンやシト

ロンの香りとは異なる、驚くべき芳香をもち、美しい形となった〈108〉。

ただし効能についての見解は「果肉の効能はシトロンに類似する。ゆえにシトロン果汁

と効能は同じく、小レモン果汁にある辛みと苦味はない〈109〉」というもので、果実のみに

限定した短いものであった。また『レモンの書』に引用された他の学者3人の見解には“接

〈104〉 Ibn al-Waḥshīya, Kitāb al-Filāḥa al-nabaṭīya, vol.2, pp. 1281-1309; Anonimos Andalusi, Kitāb f ī 
tartīb awqāt al-ghirāsa, pp. 72-76 参照。

〈105〉 “台木のレモンの上に穂木したシトロンの果肉 ḥummāḍ mā rukiba ’alā al-līmū (al-Warrāq, Kitāb al-
Ṭabīkh, p. 155; N. Nasrallah, Annals of the Caliphs’Kitchens, p. 278)”とあり、これは接ぎ木雑種シトロ

ンである。ところで英訳を行ったナスラッラーはこれを“接ぎ木レモン līmū murakkab”と同じものとして

いる（N. Nasrallah, Annals of the Caliphs’Kitchens, p. 278）。しかし接ぎ木技術の目的は、穂木の植物

の繁殖であり、これはシトロンの接ぎ木雑種と認識すべきである。そしてエジプトで 10 世紀に栽培され

ていたのは、穂木レモンを台木シトロンに接ぎ木した接ぎ木雑種のレモンであり、両者は異なるものであ

る。

〈106〉 Anonimos Andalusi, Kitāb f ī tartīb awqāt al-girāsa, p. 74.
〈107〉 「（穂木レモンを）台木のシトロンに接ぎ木する（rukkiba ‘alā al-turunj）」方法である（Ibn Jumay ,̒ Maqāla 

f ī manāfiʻ al-līmū, p. 246）。
〈108〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 246.
〈109〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, pp. 246-247.
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ぎ木レモン”の効能はない。

一方、イブン・ジュマイウは、レモン皮と果肉の効能を新たに定義した。

我々は（以下を）言及する〈110〉。このレモン皮の苦味と辛みは、シトロンより多く、

（元来種）レモンより少ない。加えて両者にはない少量の甘みがある。だから（この

レモンは）両者にない滋養がある。その効能はレモンとシトロンの効能のちょうど

中間にある。その果肉に顕著な甘さはない。シトロンの果肉にはない緩下作用があ

るため、消化が早く胃に負担をかけない〈111〉。

彼は“接ぎ木レモン”の部位すべての効能を決定した。その定義は元来種のレモンとシ

トロンの効能との比較検討の上、決定された。以前の学者が誰も行わなかった新しいレモ

ンの効能の確定は、『レモンの書』の執筆の目的の 1 つであったといえよう。

ところで “接ぎ木レモン”は、その果汁が元来種レモンより酸味が少ないという点で、

エジプト人の嗜好にあっていたといえる。エジプト人が元来種のレモンの強い酸味を好

まなかったということは、「（レモンジャムは優れた薬効をもつが）酸味が強いので（エジ

プトの）人々はそれを利用しない〈112〉」というタミーミーの言及や 12世紀のアブ・ル・バ

ヤーンの「レモンの酸味を好む人は少数である。だから多くの人とシャラーブ屋は（レモ

ンシロップに）砂糖を投入する〈113〉」という言及からわかる。イブン・ジュマイウが“接ぎ

木レモン”に“大レモン”と呼び名をつけたように〈114〉、それは大型ゆえに 1個でより多

くの果汁がとれる有用性の高いレモンであった。

接ぎ木レモンの生産はエジプトでその後も続いた。13世紀にはエジプトの特産となっ

ていた“接ぎ木レモン”を、医学者バグダーディー （d. 1231）は『エジプト旅行記』におい

て次のように紹介している。

エジプトではイラクにはない多くの種類の果物がある。その 1つに“接ぎ木レモン”

がある。これにはスイカより大きいものがある〈115〉。

13世紀では接ぎ木技術によりレモンの種類はさらに増えた。バグダーディーは“接ぎ木

〈110〉 「我々は言及する naḥnu naqūl bi-’anna (Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 245)」という文言は中

世イスラーム医学書や本草書の薬効解説のなかでは極めて珍しい冒頭句である。著者の医学見解は「lī（以

下の見解を私はもつの意味）」から開始される場合が多い。この文言は、言及の内容が著者を含めた同

時代の在エジプトの医師たちの合意であることを含意していると推察する。

〈111〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 245.
〈112〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 253.
〈113〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 252.
〈114〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 245.
〈115〉 A̒bd al-Laṭīf al-Baghdādī, The Eastern key, pp. 64-65.
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レモン”に加え“刻印レモン”、“バルサム・レモン”という名のレモンを紹介している〈116〉。

一方、エジプトでの接ぎ木技術は、9世紀のトゥールーン朝期にすでに高いレベルに

あった。マクリーズィー（d. 1442）の年代記には、支配者イブン・トゥールーンの息子フ

マーラワイヒ（在位884-896）の植物園にナツメヤシや亜熱帯植物が移植栽培されており、

各種の果樹や花々が栽培され、接ぎ木技術によりさらにそれらの改良種が生み出されたこ

とが記録されている〈117〉。

この記録はレモンや他の果実の改良研究に対し支配者が援助した可能性を示している。

マムルーク朝期においてもスルタンの庭園において果樹の改良が精力的に行われた。例え

ばスルタン・ナースィル（在位1293-1294, 1299-1309, 1310-1341）はカイロ郊外のシルヤー

クース村にハーンカーや庭園を設営した。その庭園ではシリアから移植された果樹が栽培

された。また移植のみならず、より品質の良い果物を収穫するために接ぎ木が行われてい

た〈118〉。接ぎ木技術がシリアでも成功していたことは農学者ガーフィキー（d. 1166）の記

録からも明らかで、接ぎ木による改良栽培技術はエジプト以外の地でも成功していたとい

える〈119〉。

接ぎ木技術による新しいレモンの生産はその後も中東で継続された。16世紀のアンター

キー（d. 1599）の医学書のレモンの項目では、元来種のレモン、オレンジとの接ぎ木レモ

ン、シトロンとの接ぎ木レモンの 3種のレモンの効能が言及されている〈120〉。

これらの記述から、12世紀以降の中東では接ぎ木技術が受け継がれ、接ぎ木技術によ

り果物や草花の改良が各地で実施されていたことがわかる。接ぎ木技術を含めた農業技術

に関する研究は現在までほとんどないが、今後着目すべき課題といえる。なぜなら“接ぎ

木レモン”の存在は、中東に栽培導入された新種作物の利用普及の背景に、品種改良の試

みがあったことを示唆しているからである。

3．レモン料理ライムーニーヤ

『レモンの書』には、レモン加工品6品と料理1品が紹介されている。それらには分量つ

きのレシピもある。しかしレモン料理ライムーニーヤにはレシピ提示がない。その代わり

に具材別の効能が記録されている〈121〉。合わせる具材により、料理の薬効のなかで強く出

るものが異なるというイブン・ジュマイウの見解（表2参照）は、極めて独自のものである。

〈116〉 A̒bd al-Laṭīf al-Baghdādī, The Eastern key, pp. 64-65.
〈117〉 Al-Maqrīzī, Al-Mawāʿiẓ wal-iʿtibār f ī dhikr al-khiṭaṭ wal-’āthār, vol. 2, p. 88; cf. A. D. Behrens, 

“Gardens in Islamic Egypt”, p. 303.
〈118〉 Al-Maqrīzī, Al-Mawāʿiẓ wa al-iʿtibār f ī dhikr al-khiṭaṭ wal-’āthār, vol. 3, p. 631; cf. A. D. Behrens, 

“Gardens in Islamic Egypt”, p. 306.
〈119〉 S. Hamarneh, “Medical Plants, Therapy and Ecology in al-Ghazzi’s Book on Agriculture,” p. 256; 

cf. E. Lev and Z. Amar, Practical Materia Medica, p. 202. 
〈120〉 Al-Anṭākī, Tadhkirat ūlī al-albāb, p. 326.
〈121〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, pp. 242-244.



29

中世イスラーム世界のレモン利用と伝播に関する一考察

なぜこのような記述の必要があったのか、イスラーム社会における食餌療法の重要性の面

から検討する。

「食べ物で治せる場合は、他の治療は必要ない〈122〉」と同時代に活躍した医師マイモニ

デスが述べているように、イスラーム医学では食べ物は薬であり、食餌療法は最重要か

つ最優先の治療であった。マイモニデスは「瀉血や薬よりも食べ物による治療のほうがよ

い〈123〉」とも述べている。つまり食餌療法・薬物療法・瀉血という 3 つの医療行為のなか

で、医師が第一にすべき仕事は、個人の体質や状況を見極めた食べ物の選択にあったとい

える〈124〉。

13世紀には、イスラーム医学に基づく薬・食品の知識は医学者占有のものではなく、

都市住民の生活知識の一部となっていた。マイモニデスは、エジプトの庶民が患者や家族

として医師からその知識を供与されるだけではなく、香薬商やシャラーブ屋での薬購入の

際に知識を獲得し、さらに医師の処方に対してさえ、自分に適しているか否かを判断し

選択できる知識をもっていたことを指摘している〈125〉。また医師不在時や疫病流行時には、

知識人や富裕層が医学書を読み食餌療法を自力で実践することもみられた〈126〉。

そうした食餌療法を重要視する社会にあって、レモン加工品レシピはその品質・薬効を

保持するための模範製法として定められるべきと著者は考えていたと思われる。なぜなら

「適正な方法で使用すれば〈127〉」レモンの素晴らしい薬効が現れるとイブン・ジュマイウ

は条件づけているからである。そしてレモンシロップ、レモンジャム、レモン酢は、家庭

で手作りされるよりむしろ専門職シャラーブ屋や香薬商によって製造・販売される商品で

あった。市場に出回るレモン加工品を、レモンの薬効を確実に有する品として品質管理す

ることこそ、レモンの薬効の証明とその普及には欠かせなかったといえる。実際、安価な

材料を用いた品質の劣化した製品が市場に出回ることが頻繁にあった。シャラーブ屋の製

品には偽物も多く、市場監督官の書や法学倫理書には店の不正を見破るための基礎情報と

して、各種レシピが記録されている〈128〉。

一方、イブン・ジュマイウがレモン汁煮込みのライムーニーヤについて、レシピを提示

〈122〉 M. Maimonides, On Asthma, p. 107.
〈123〉 M. Maimonides, Medical Aphorisms 16-21, p. 96.
〈124〉 M. W. Dols, Medieval Islamic Medicine, p. 17.
〈125〉 M. Maimonides, On Asthma, p. 107.
〈126〉 地理学者イブン・アル・ワルディー（d. 1349）は、1348 年ペスト蔓延時にアレッポの富裕層らの行動に

ついて「もしあなた（アッラー）が、アレッポの富裕層の人々が難解な医学書を研究していることをご覧に

なったならば。彼らは、“乾”で“酸”の食品を摂り養生している。健康を阻害するリンパ腺の腫れにはア

ルメニア粘土を塗布している。どの人も、自分の体液バランスに留意し、生活をより快適にしようとしてい

る。屋内では竜涎香、樟脳、サイプレス、白檀の香を焚き、ルビーを身につけ、タマネギ、酢、そしてイ

ワシを食べている。彼らは、スープや果物を食べず、シトロンの類いを摂る。」と記録した（Ibn al-Wardī, 
Essay on the Report of the Pestilence, pp. 451-453）。

〈127〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 225.
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せず、具材別の効能説明をしたのはなぜだろうか。まずこの料理はすでに「よく知られた

もので、様々な材料を加えての製法が多数ある〈129〉」もので、10世紀にはすでに美味な品

としてエジプトでよく知られていた〈130〉。また、この料理は病人食でもあった。「病人や

黄胆汁と粘液の（原因の）発熱者には鶏肉やシャコ、ライチョウ肉のレモン酢料理が作ら

れる〈131〉」とタミーミーは言及している。

病人食として、効能の確定なくライムーニーヤ料理は「病のあらゆる症状に多用して

いる状況〈132〉」にあった。その状況においては、入れる具材でいかなる効果が強まるかと

いった薬効の整理が必要だったのではないだろうか。

最初にイブン・ジュマイウは製法について述べた。

この料理には、多くの作り方がある。甘みなし、砂糖による甘みあり、とろみなし、

とろみあり、がある。（とろみづけのための）つなぎには、アーモンド粉、ピスタ

チオ粉、ベニバナ種子の核の液、のいずれかを用いる〈133〉。

材料には、肉入り・肉なしがあり、肉入りは羊類か鶏肉類かで分けられ、野菜に関して

は、フダンソウ、 カボチャ、ホウレンソウ、ヤマホウレンソウ、ハマアカザ、ナスを提示

し、個々の具材による効能を列挙した（表2参照）〈134〉。

実際のイブン・ジュマイウの処方からは、ライムーニーヤには主に 2 つの効能、すなわ

ち体を冷やす作用と弱い下剤作用があると考えられたことがわかる〈135〉。

まず体を冷やす効能ゆえ、ライムーニーヤは体内で黄胆汁が過剰状態にある人や発熱者

に適した料理であった。同様の冷やす効能をもつものは、ザクロ汁やブドウ汁の煮込みで

あった。これらは熱を取り去る食品として暑い時期や発熱時に処方された〈136〉。

もう 1 つの効能は、弱い下剤作用である。イブン・ジュマイウはライムーニーヤを、胃

腸の働きが停滞した者によい、弱い下剤力をもちつつ、滋養を与えることのできる食品

〈128〉 Ibn al-Ukhuwwa, Ma’ālim al-qurba, p. 115; そのレシピは、料理書の個人単位の分量ではなく、大鍋調

理用の分量を用いていた。イブン・アビ・ル・バヤーンの処方集は、シャラーブ屋の監督時に市場監督

官が依拠すべきマニュアルとして活用された（Ibn al-Ukhuwwa, Ma’ālim al-qurba, p. 117）。
〈129〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 242.
〈130〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 248.
〈131〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 248.
〈132〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 225.
〈133〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, p. 242.
〈134〉 Ibn Jumay ,̒ Maqāla f ī manāfiʻ al-līmū, pp. 242-244.
〈135〉 Ibn Jumay ,̒ Risālat Ibn Jumay̒  li-ba̒ di ikhwānihi f ī tabʻ al-Iskandarīya, p. 393（体を冷やす食品として）, 

p. 396（下剤作用をもつ滋養食品として）.
〈136〉 「アレキサンドリアの住人が摂るべき食品は体を冷やし（tabrīd） 黄胆汁の過剰を下げる（taskīn）ような食

品、例えば、laymūnīya, hummāḍīya, rummānīya, ḥiṣrimīya, zīrbāj（Ibn Jumay ,̒ Risālat Ibn Jumay̒ , 
p. 393）」とイブン・ジュマイウは言及している。
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表2　ライムーニーヤ（レモン汁煮込み）の調理別・具材別効能一覧

＜調理別＞

甘みの有無
とろみ ＜効能・効果＞

とろみの有無 つなぎ材料

なし なし － 滋養は少。冷やす効能 tabrīd は最大。 

あり

なし －

滋養は多。性質は中庸。

黄胆汁過剰を抑制する効果は最小。喉の

渇き。 

あり

アーモンド粉

頭痛、咳、鼻水の症状。

結石（肝臓・腎臓・膀胱）。

黄疸症状。犬に咬まれたとき。 

ピスタチオ粉

健胃作用。

結石（肝臓・腎臓・膀胱）。

気鬱。虫刺され。  

ベニバナの種子

体の乾燥状態。黄疸症状。

排尿困難。

サソリにかまれたとき。  

＜具材別・肉類＞

肉の有無 肉の種類 ＜効能・効果＞

なし

（ムザッワラ料理）

－

（野菜類のみ）
滋養は少。最も消化しやすい。

あり
羊などの獣肉 滋養豊富。消化早い。

鶏肉などの鳥類肉 肉なしと肉入り（獣肉）との中間にある。

＜具材別・野菜類＞

＜野菜の種類＞ ＜効能・効果＞

ビーツの葉
結石（肝臓・腎臓・膀胱）。

胃弱、黄疸症状。   

カボチャ
黄胆汁過剰。発熱、体の乾燥状態。

のどの渇きに最適。   

ホウレンソウ

黄胆汁過剰および発熱時の喉や肺の痛み

に最適。 
 胃に最適。

ヤマホウレンソウとハマアカザ
ホウレンソウ入りと同様の効能。

ただし、胃にはホウレンソウ入りが最適。   

ナス 鼻血。
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mulayyināt の 1 つとして位置付けた。

（胃腸の働きが停滞した状況で、体内から体液の余剰分を排出するためには）利尿

作用食品 mudarrirāt と弱い下剤力をもつ滋養食品 mulayyināt と、吐剤 istidʻā’ al-

qay’ の使用を推奨する。弱い下剤力をもつ滋養食には、ムッリー（大麦発酵調味

料）やオリーブオイル、茹でビーツの葉のからし漬け、脂のある鳥スープ、そして

ベニバナ種子でとろみづけされたライムーニーヤ（下線は筆者による）、ブドウの

ジュースなどがある〈137〉。

ちなみにマイモニデスも弱い下剤力をもつ滋養食は、病時にその摂取が大変有益である

ことと、その品数は極めて少ないことを述べている。

食品には、胃腸の滞りを解く作用 talyīn をもつものがある。それらは、スカモニ

ア（強力な下剤）、コロシント、ヘレボルスの根（いずれも緩下性下剤）の力をもつ。

これらの食品は薬でありながら滋養品である。その下剤力は薬の範疇には入らない

ほど弱い。その作用をもちつつ、滋養品としても機能している。こうした食品は希

少である〈138〉。

つまりライムーニーヤは、発熱時や疲労などで胃腸の消化機能が停滞したときに、体内

の余剰を排泄する働きをもつ滋養食として食べられた。マイモニデスも、砂糖とアーモン

ドあるいはベニバナ種子と鶏肉にレモンを入れた料理を病人食としている〈139〉。

その後ライムーニーヤがエジプトだけでなく中東、さらにはヨーロッパへ伝播したこと

は各地の料理書にレシピが掲載されていることでわかる。注目すべきはそのレシピにおけ

る材料から、ライムーニーヤがどのような目的で利用されていたかが判別できることで

あろう。例えば 14世紀エジプトの料理書のレシピでは、ベニバナ種子入りであることか

ら軽い下剤作用の効能を目的とし食されていたことを伺わせる〈140〉。一方ヨーロッパに伝

播しレシピブックに掲載されたアラビア語名料理は、ライムーニーヤの他に体を冷やす

料理とイスラーム医学で定義されたザクロ汁煮込みやブドウ汁煮込みが主たるものであっ

た〈141〉。すなわちヨーロッパにおいては、ライムーニーヤは体を冷やす食品として認識さ

〈137〉 Ibn Jumay ,̒ Risālat Ibn Jumay̒ , p. 396.
〈138〉 M. Maimonides, Medical Aphorisms 16-21, pp. 65-66.
〈139〉 M. Maimonides, On Asthma, p. 20．しかしその料理をライムーニーヤとは名付けてはいない。

〈140〉 Anonymous, Kanz al-fawā’id f ī tanwīʻ al-mawā’id, p. 279. 
〈141〉 ヨーロッパ地域の料理書におけるアラビア語名料理伝播の様相については、M. Rodinson, “Romanía et 

autres mots arabes en italian” および尾崎貴久子「中世ヨーロッパ料理書にみられるアラビア語名料理」

を参照。
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れ、その効能ゆえ料理書で紹介されたことが伺える。

接ぎ木技術という農業技術によって、レモンの種類が増え、より人々の嗜好にあった果

物となった。さらに医学者によって、レモンの医学的効能が明示された。農業や医学の発

達によってレモンは入手と利用が容易な果物となり、具体的な薬効を認識しての加工品の

利用が定着し、さらに広範な地域へその利用が伝播した。

おわりに  

レモンとその加工品の薬効とレシピを収めた『レモンの書』の著者はレモンをめぐる 3

つの状況に直面していた。エジプトでは医師も庶民もレモンを多様な薬や飲食品に入れて

常用していた。その一方でエジプト以外の地域の医師集団はレモンの薬効を認めず、エジ

プト住民の日常的なレモンの利用を嘲笑していた。そうした状況でアイユーブ朝のサラ

ディンはこの書の編纂を命じたのである。

本論文では『レモンの書』が執筆された背景として、10世紀から 12世紀の中東ではレ

モン栽培と利用がエジプトに限定されていたこと、在エジプトの医学者だけがレモンの効

能を認識していたこと、アイユーブ朝の支配者たちは解毒剤テリアカをはじめ、新薬や新

たな効能の発見に強い興味と関心をもっていたことを指摘した。

書に効能の記載がないという理由でレモンの薬効に批判的な医学者たちに向けて、『レ

モンの書』の著者は古代ギリシャには存在しなかった中世イスラーム医学の新薬一覧を提

示した。他方で支配者に対しては、テリアカ処方の熟知者でもあった著者は、レモンの解

毒性を評価し、レモンシロップをテリアカと同等の万能な解毒薬とした。

またエジプトでは、フスタートで生産された新しいレモンやレモン料理がすでに日常生

活で利用されていた。これらの効能を新たに定義することは、在エジプト医師である著者

にとって執筆目的の 1 つであったといえよう。

『レモンの書』はいわばこの 3者、すなわち医学者、支配者、そしてエジプト住民へ向

けられた、医学者によるレモン効能の論考であり、また利用指南書であったといえる。

以上の考察をふまえて、中東イスラーム世界での新たな食品の受容における傾向をみる

と次のことがいえる。まず受容の広がりと定着には、医学者による医学的効能や利用に関

する規範が不可欠であった。そしてその食品の薬効や経済的価値の重要性、もしくはその

可能性が認められる場合には、支配者たちがその研究に積極的な援助を与え、さらに農業

技術の発達により品種改良された場合、その利用はさらに拡大する、という流れが見えて

くるように思われる。

今後も 1 つの飲食物に着目し、その利用記録を中世アラビア語文献資料から渉猟し、そ

の時代の食生活の様態・変容・特質を見出す手がかりとしていきたい。
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London, Al-Furqan Islamic Heritage, 2002-2004.
al-Masʻūdī, Les Prairies d’or, ed. and French trans. by C. Barbier de Meynard and P. Couteille, 9 vols., Paris, 

Imprierie impériale, 1861-1877.
al-Muqaddasī, Kitāb Aḥsan al-taqāsim f ī ma̒ rifat al-aqālīm, ed. by M. J. de Goeje, Leiden, Brill, 1906.
Nāsir-i Khusraw, Sefer Namèh: relation du voyage de Nāsiri Khosrau en Syrie, en Palestine, en Égypte, 
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Pellat, C., Cinq calendriers Égyptiens, Cairo, Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire, 1986.
Qustūs al-Rūmī, al-Filāḥa al-yūnānīya, Cairo, 1876. < https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id =hvd. 

32044014290092;view=1up;seq=16 > (visited October 29, 2017).
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The Uses and Diffusion of the Lemon in the Medieval Islamic World:
An Analysis of Ibn Jumayʻ’s “Treatise on the Beneficial Effects of the Lemon”

Kikuko OZAKI

Given today’s almost universal appreciation of the culinary, medicinal and cosmetic 

properties of the lemon, one would be surprised to find that in the late 12th century a treatise 

had to be written defending such attributes. Ibn Jumayʻ’s “Treatise on the Beneficial Effects of 

the lemon” was compiled against the backdrop of the expansion of the newly formed Ayyubid 

Dynasty into Arabia, Syria and Mesopotamia, where in Damascus, the group for physicians 

who had gathered from all over the Middle East in response to the Crusades was both ignorant 

and condescending towards what lemon loving Egyptians had known, practiced and benefited 

from in their daily lives since as early as the 10th century. The present article discusses three 

sets of circumstances surrounding the decision by the Sultan Saladin himself to request his 

personal physician Ibn Jumayʻ, a native of the Jewish community of Fustat, to compile the 

work.

The first and most obvious aim of the work was to prove to sceptical physicians throughout 

the new Ayyubid Empire that any prejudices they may have harbored against the medicinal 

effects of the lemon were erroneous. Secondly, the work was motivated by the Ayyubid 

ruling class’ interest in the medical antidote concoction theriaca, which they encouraged their 

physicians to develop. Ibn Jumayʻ, as an expert in the preparation of theriaca, argued that 

lemon syrup had the same detoxification effects, and in some cases was even more effective.

Finally, the facts that in Egypt 1) new strains of lemon were developed via graftage for even 

greater potency than native strains and 2) several variants of  “lemon stew” were invented 

with different ingredients depending on the ailment (e.g., jaundice, constipation) shows the 

importance of the healing effects of the fruit in everyday culinary life of the people. Based on 

such facts, Ibn Jumayʻ attempted to present the idea that it was the accumulated experience 

of ordinary people, not the opinions and prescriptions of Islamic medical physicians, that 

had already before their ascendance determined and systematized medicinally beneficial 

ingredients and practices regarding food and drink. In this light, the work called for the re-

evaluation of the medicinal properties and effects purported by Islamic dietetics and medicine.

The author of the article concludes that Ibn Jumayʻ’s treatise should be regarded as an 

attempt to persuade three distinct uninformed and/or sceptical groups – Islamic physicians, the 

Ayyubid ruling class and those Egyptians still in the dark – concerning the beneficial effects of 

the lemon.




