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シュレイマニエ図書館、ベルリン国立

図書館所蔵のイスラム農書写本について

清水宏祐

1998年5月より 1999年2月まで，筆者は，国際交流基金のブエローシップに

より， トルコ， ドイツに滞在することができた。

この間，アンカラ大学との共同研究を行うかたわら，イスタンブル，ベルリ

ンにも出張して写本調査を行った。写本調査の中心となったのは，イスタンブ

ルではシュレイマニエ図書館（SlileymaniyeKtitliphanesi)，ベルリンでは国立

図書館東洋部（Staatsbibliothek zu Berlin Preusscher Kulturbesitz 

Orientabteilung）である。対象は，セルジューク朝史関係の年代記，王朝史，

地理書等の史料であるが，このほかにもアラビア語，ペルシア語， トルコ語で

書かれた農書も，可能な限り調査することにした。その結果，オスマン語の農

書数点をはじめ，かなりの数の農書の写本を確認することができた。

本稿では，上記の 2図書館に所在する農書写本に的を絞って報告を行い，書

誌学的なデータを提供し，いくつかの興味あるものについては，やや詳しく構

成を紹介したいと考える。

シュレイマニエ図書館所蔵の農書写本について

シュレイマニエ所蔵の写本は，旧所蔵元の名を付けた大分類記号で呼ばれて

いる。ここでは，それに従って農書写本をあげてみよう。写本名は便宜上，カー

ドに記されたトルコ語式転写（転写の原理は必ずしも一定していない）を，そ

のまま採用し，それにアラビア語本来の転写法による名を補っておくこととし
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ナこo

Esad Ef. 2490 

Ibn V ahsiya, Abu Bakr Ahmad (Ibn W al).shiya) 

Filahat al-N abatiya (Filal).a al-N aba !Iya) 

フォリオ数： 52葉，行数： 29行，大きさ： 201x127センチ，文字部分の大き

さ： 157x128センチ。

有名なアラビア語の農書，イブン・ワフシーヤの Kitab al-Filal).a 

al-N aba!Iyaの断片である。やや厚手で，やや白みがかったクリーム色，やや光

沢のある紙に書かれている。文字は，オスマン語を書き慣れた者の筆跡のよう

である。

f.13aの， BabDhikr Khawwa~~ al-Zaytunからはじまって， f.50b（これは，

フォリオの右肩に書き加えられた番号であるが，実際のフォリオ数は f.51bが

正しい）の BabDhikr al-Khazamに終わる18章が収められている。非常に細

かい字で書かれている。書写年代，書写した者の名については記載がない。他

の写本より情報は少ない。

Hamidiye 1031 

同じく，イブン・ワブシーヤの写本である。

425葉， 33行， 321x203センチ， 215x108センチ。

クリーム色，薄手であまり光沢のない，腰のない紙に書かれていて，新しい

ものであることがわかる。紙の張りは若干ある方である。 f.325bの終結部分で

は， 1181年（イスラム暦，以下同様）サブアル月の書写完成とあるが，書写し

た者の名は記載されていない。

f.lbの冒頭部分は，金，赤，青の彩色が施されている。

f.9bには， BabDhikr Khawwa~~ al-Zaytunの記述がある。

Turhan H. Sultan (Turhan V alde・ママ） 264 

-2-



同じく，イブン・ワフシーヤの写本。

紙は厚手で，片面にやや光沢がある。紙質は，腰と張りがある。色は，やや

クリーム色。インクはやや薄手で，書写年代の新しいことを窺わせる。

f.199bの終結部分には，赤，青，白，茶，緑の装飾部分があり，ここに「Kitab

al-FilaI:ia al-Nabatiyaの終わりjとの記述があるが，書写年代は記載されてい

ない。

イブン・ワフシーヤの写本のうち，良質のものを集めて，フアト・セズギン

が写真版を刊行している（Ed.Fuad Sezgin: The Book of Nabatian Agricul-

ture. 5vols (?parts), Frankfurt, 1984-1989.）。これは，基本的にはトプカプサ

ライのアフメット 3世（AhmetIII）写本1989番に基づき，欠落部分を，ブリ

ティッシュライブラリーの Add.22371と，イスタンプルの Beyazit19053写本

によって補ったものである。これと本写本とを照合してみよう。 Turhan H. 

Sultan写本では， f.laが装飾を施した扉の部分で， f.lbは， Bab Dhikr al-

Qaranfulではじまる。これは，セズギン本第4巻所収の Add.22371のf.32bに対

応する。 f.24bの， al-Kurunbの部分が，セズギン本第5巻，すなわちアフメツ

ト3世写本の1989に対応する。

ただし， f.27bの部分と f.30aにある記述とが，アフメット 3世写本にない部

分である。一方，セズギン本の 6巻『樹木編Jの官頭部分が，本写本の f.186bに

相当する。

全体を通観すると，セズギン本にも収められていない情報も含まれている貴

重な写本であるといえよう。

Fatih 3612 

同じく，イブン・ワフシーヤの写本である。

305葉， 15行， 258x170センチ， 180x127センチ。

厚手で丈夫，腰はさほどないが，しっかりとした紙に書かれている。片面は

ややなめらかで，やや光沢がある。 3613写本よりは，字体が丁寧である。裏側

の文字がしみていて，少々読みにくい。しかし，全体には保存状態は良好であ
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る。 f.305aの終結の部分には，書写年，書写した者の名はない。

f. lbの序文にはじまり， f.20bのBabDhikr Khawwa~~ al-Zaytunから f.271

bのBめ Dhikr'Amal al-Azbal （施肥の章）にいたる55章が収められている。

Fatih 3613 

これも，イブン・ワフシーヤの写本。 Kitabal-Fila』aal-Nabatiyaの第 1巻

にあたる。

234葉， 21行， 280x205,205x140センチ。

紙は厚手で，やや腰があって硬めである。ややつやがあるof.236aの最終部分

には，第 1巻の終結と第2巻の予告を記すが，書写年代と，書写した者の名は

記載されていない。 f.234bのBabDhikr al-Khubz al-Muttakhadh min al-I:I-

intaの部分が最終の章となる。 BabShajara al-Zaytunから最終章まで，全部

で47章にわたっている。トプカプサライ・アフメット 3世写本1984によるセズ

ギン本の第 1巻の終章 BabDhikr Zar‘al-I:Iintaは，ファーティフ3613写本で

は， f.213bにあたる。

Sehzade Mehmed 81 

Ibn Mubarakshah, Sihab al-Din Ahmad b. Muhammad b. Husayn (lbn 

Mubarakshah, Shihab al-Din A』madb. Mu』ammadb. I:Iusayn) 

Muntahabat fi Ilm al-Filaha (Muntakhabat fI‘Ilm al-Fila』a)

140葉， 175xl37センチ。

847年に書写されたアラビア語写本。厚手で硬く，光沢のある，クリーム色の

紙に，太い文字で，さっと書かれている。最終章の140aには， 847年，ジュマー

ダーII月に，アフマド・ムパーラク・シャーの手によって，とある。内容は，

作物ごとの各論形式で， f.lbのDhikral-Kummithra, f.35bの Dhikral-Khu~ 

まで，果樹，樹木を種類ごとに解説した f.18の「記述」（Dhikr）が含まれてい

る。多くの農書は，文中にイブン・ワブシーヤを引用しているが，本書は，そ

れには触れていないところが特徴である。
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Kasideci Zade 457 /1 

U nmuzac fi zikr al-ascar va’s-simar va’r-ryyahin (Unmudhaj古 Dhikral-

Ashjar wa al-Samar wa al-Raya}:i.In) 

39葉， 25行， 210x155,147x87センチ。

合冊の一部をなすもの。39aの最終部分を含めて，これ自身には書写年代は記

載されていないが，同一の筆跡で書かれた医学書Taqwimal-$i}:i.}:i.a白al-'fibb

の最後の部分に1085年の書写完成とあるので，これとほぼ同じころ写されたも

のと推定される。合本の最初の紙（f.lの前にある中表紙）には， Kitabal-Fila}:i.a 

wa Shaj ara 'f ibbとある。

全体は 4つの部分（Kitab）に分かれている。

第 1部（Kitabal-Awwal)は，果樹に関する部分で，全部で31の作物が， f.

lbのUtrunjから， 16bのNaranjまで，アルフアベット（アリフ・パー）順に

解説されている。

第2部は穀物，野菜に関するもので， al-Uruzz(17b）から Na'na‘（26b）まで，

38の作物が列挙される。

第3部は花に関するもので， al－λs(26b）から Yasamin(34b）まで， 15の作物

が論じられる。

35aよりはじまる第4部は，植物，土壌，水についての理論的な部分で， 7つ

の章よりなる。他の農書では，冒頭に書かれることの多い部分で，これが最後

にあるのが，本書の特徴であろう。 38bに書かれている第7章， Babal-Sabi‘古

al-Miyah alladhI ya~li}:i. al-Arはでは，塩害に関連する記述が含まれている。

$ehid Ali Pa;;a 2089 

Vatvat Muhammad b. Ibrahim b. Yahya (Watwat Mu}:i.ammad b. Ibrahim 

b. Ya}:i.ya) 

Mabahic al-fikr va manahic al-ibar (Mabahij al-Fikr wa Manahij al-'Ibar) 

140葉， 17行， 201x136,147x82センチ。

薄手の光沢紙に書かれたものo 書写年代はないが， 18世紀はじめか，それよ
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りやや古いころのものと思われる。

書写年，書写した者の名は記載されていない。イプン・ワフシーヤ，イブン・

ノてッサールを随所で引用しているアラビア語農書である。全部で9章よりなり，

「植物概論j，「土壌と植物の適合J，「穀物と綿花の栽培J，「野菜の栽培J，「果

樹の栽培J，「種のある果樹の栽培」，「実も種もできない植物の栽培J，「種々の

花の栽培」，「マンナとゴムの木の栽培Jについて論じている。

Ayasofya K.3688 

Tercumatu Kitab al-Filahat al-Rumiyye (Tarjama Kitab al-Fila.ha al-

Rumiya) 

123葉。

中庸の厚さか，やや薄手で，白っぽく，光沢とやや透明感のある紙に書かれ

たもの。f.123bの終結部にも書写年代の記載はない。ギリシア語農書のアラビア

語訳。原著者は， Qastusb. Askud Isnbika。

星の運行，土壌，水質，耕作時期，害虫駆除，葡萄酒の製法，養蜂，野菜，

果樹各論，養鶏にまで及ぶ詳細なものである。

la官頭の部分には，本書は全部で12巻よりなるとあるが，文中で確認される

のは，第 1巻15章（lb-8a），第2巻 8章（8a-16a），第3巻29章（16a-23a），第

4巻118章（23a…），第7巻134章（70b-123b）である。

Ayasofya K.3736 

Revnak-i Bustan 

44葉， 15行。

やや厚手，あまり腰のない紙に非常に九帳面に書かれた良質な写本で，オス

マン語で書かれている。

f.lの前，最初の扉の裏には， KitabMukhta~ar Fila}:la Rumiya bi-al-TurkI 

との書き込みがある。 f.lbには，金，赤，青，紺の 4色による装飾部分がある。

全体は 4つの章からなる。
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第 1章土壌の等級 f.3b 

第 1節土壌の等級 f.3b 

第2節土壌の改良 f.5b 

第2章樹木の植え付けについて f.6a 

第 1節植え付けの時期 f.6a 

第2節植え付けの方法 f.9a 

第3節種々の樹木の状態について f.12b

第3章樹木の勇定と接ぎ木について f.23b

第 1節接ぎ木について f.25b 

第4章 （樹木の）病気と治療について f.30b 

（第1節）その（対策の）効用 f.30b 

第 2節樹木の病気と治療 f.32b 

補遺果樹園と花について f.38b 

終わりに 集果と保存について f.42a 

土壌の種類にはじまり，樹木の病気と治療までを説く，伝統的な農書の形態

を踏襲している。巻末にも書写年代の記載はない。

Esad Ef.1876 

同じく， Revnak-iBustanの写本であるo

24葉， 21行， 194x150,150x64センチ。

やや厚手の紙に，独特の癖のある字で書かれている。内容はアヤソフヤ本に

一致するが，全体に粗雑である白書写年代の記載はない。個人用に書き写した

もののようである。

f.2aの目次は，アヤソフヤ本と一致する。

Ba泣dathVehbi Ef.1020 

同じく， Revnak-iBustanの写本。

27葉， 20行， 175x98,247x163センチ。

-7-



クリーム色，無光沢の，腰のない紙に書かれたもの。九帳面なナスフ体で綴

られる。タイトルは， Revnak-iBasafin (Bustanの複数形）となっていて，若

干の違いがある。

Yusuf Ghafar Allaによって， 1020年，ラビーII月4日に書写されたもので

あることが， f.27aの最終部分に記されている。

基本的にはアヤソフヤ本と共通である。第4章の「病気と治療Jのうち，「治

療」が， mualece（アヤソフヤ本）のかわりに ilacとなっている。

Ba言dathVehbi Ef.1022 

同じく Revnak-iBustanの写本。

34葉， 19行， 212x145,151x85センチ。

紙は，薄い黄色で，漉き線が明瞭で、，現代のものに近い。今世紀の写本であ

ろうか。 f.34aの終結部分には書写年代，書写者の名はない。

章立，内容はアヤソフヤ本にならうが，目次と本文では章の順が入れ替わっ

ている。すなわち， f.2bの目次には，

第 1章土壌について

第 2章樹木の植え付けについて

第 3章第定と接ぎ木について

第 4章病気と治療について

とあるが，本文の f.12bでは，第4章を，「第5章」と誤記している。

f.16aでは，果樹，樹木の名が30あげられている。ここでは，それぞれの名に

線が付けられて，一目で検索ができるようになっており，実際に手引き書とし

て用いられたことを示している。
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Yazma Ba営I§lan1402/2 

これも Revnak-iBustanの写本である。

合本のうちの第2648葉にわたるもの。 21行， 200x115,145x70センチ。

1023年に書写されたもので，ノートのような覚え書きである。実用に使われ

ていたことを示しているという点に，史料的な価値があるともいえる。

Reis al-Ktittab 1194 

Risala’－i Revnak-i Bustanとのタイトノレカまある。

これも合本のうちの134161葉に書かれたものである。 19行， 190xl16,149 

x73センチ。

Reis al-Ktittab 1195として整理されていたが，これは旧番号で，現在では

1194となっている。

内容は Revnak-iBustanと同一だが，リサーラ集の中に14番目のものとして

収められているために，この名になっている。書写年代は記載なし。同じ筆跡

の別のリサーラに1087年とある。これよりは新しい印象がある。中庸の厚さ，

やや光沢のある，しずんだクリーム色で，やや硬めの紙に書かれている。冒頭

部分より，上部に水によるシミがある。書き方は，雑ではないが，インクが薄

くなったような箇所が多々あり，さっと書いたような印象がある。

アヤソフヤ本と章立は同じであるが，節の区分けは，はっきりしていない。

Izmir 435 

同じく Revnak-iBustanの写本

33葉， 19行， 210x150,150x80センチ。

薄手の張りのある，片面に光沢のある紙に書かれている。外側は茶色に焼け

ているが，中は，さほどの変色はない。一部にタバコの灰によるような焼け跡

がある（f.9b）。ノートのような，新しいもの。

f.33bの終結の部分には書写年代の記載はない。 f.lbには，金と赤による装飾

模様を付けた部分がある。
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第 1章土壌の状態について

第 2章樹木の植え付けについて

第 3章努定と接ぎ木について

第 4章病気と治療について

の章立はかわらない。

次に紹介する写本は，合本の中に収められている連作である。

1 . N afiz Pa~a 1028/3 

Latifi, Abd al-Latif 

Bahariyya 

52-68葉の部分。 18行， 200x125,145x75センチ。

ノウルーズにはじまる，春作の心得を説いたもの。

2 . N afiz Pa§a 1028/ 4 

Sifat Fa~l-i Tabistan 

68 82葉の部分。 200xl25,145x75センチ。

ペルシア語の詩を多用して，夏作の農業について，わかりやすく教訓を説く。

Ayasofya K.4871/8 

Zikr ma yuvafik eyyam al-shuhur al-kibtiyye min al・a'malal-ziraiyye 

(Dhikr ma yuwafiq Ayyam al-Shuhur al-Qib!"fya min al-A'mal al-Zira‘Iya) 

80-89葉の部分。 23行。

書写年代，書写した者の名の記載はどこにもない。紙の質から見ると，さほ

どは古くないものと思われる。月ごとに必要な農作業を解説する「農事暦」形

式と，「作物各論jの複合形式をとっている。

f.80bのTut（コプト暦 1月）からはじまり， 84aのMisra（コプト暦12月）

までは，エジプトの一年の農事暦を，コプト暦にしたがって，オスマン語で解

説する。
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f.86aからの作物ごとの栽培法では，

f.86aではレンズ豆，コリアンダ一等

f.86bではタマネギ，綿花等

f.87bではナツメヤシ，キャベツ等

があっかわれている。

Had Mahmud Ef .5612 

Kamani 

Felahatname 

16葉， 13行， 165xl20,130x100センチ。

うす茶色に近い，両面に光沢のある，腰のあまりない紙に書かれた，オスマ

ン語の農書。最後の16bには，終結の辞はなく， sene の語の上に1163と，数字

で書写年代が書かれている。

内容は， 2aには目次として，

第 1章種々の土壌の違い

第 2章樹木，植物の植え付げ

第 3章努定・接ぎ木と活着の時期

第4章樹木の病気

の，各章があげられている。しかし，本文は，細かい節立になっている。

以上紹介したように，シュレイマニエ図書館所蔵の農書写本の多くはアラビ

ア語で書かれているものである。オスマン語によるもの数点の所在を確認した

ことは，今回の調査の収穫の一つであったといえよう。これらの多くは，伝統

的なイスラム農書の形式にのっとっている。しかし，内容は簡略で，アラビア

語のものほど体系的でないことが特徴のーっといえる。全体に，保存状態のよ

い，質の高い写本が多い。ノート，あるいはメモのような新しい写本も散見さ

れたが，これは農書が実用目的に，近代まで使われたことの証拠として意味の

あることであろう。
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次にベルリン国立図書館蔵の農書写本について報告する。

We.1710 

‘Abd al-Qadir al-Khala~I 

Kitab‘Umda al-$ana‘fI 'Ilm al-Zira‘a 

合本のうちの， 19-41葉にわたる部分。 22xl6,18.5xl2.5-13センチ。

腰のない，張りのない，表面にシボのような凹凸のある紙に書かれた，新し

い写本。走り書きのような，読みにくい字で書かれている。

内容は，土壌の選定にはじまり，潅減，作物各論に至るもので，

f.19b 第 1章（bab) 土壌の知識

f.20a 「潅滅についてJの章（bab）。ガレノスを引用する部分を含んでいる。

f.20b 「樹木の植え付けと潅減j の部（fa~l)

f.2la より，樹木についての，各論となる。「オリープ」の項からはじまり，全

部で38の樹木（主として果樹）についての説明がされている。

f.27a 「樹木の接ぎ木について」の部（fa~l)

f.27b 「樹木の勇定J の部（fa~l) では，さらに13の果樹について論じている。

f.28a からは「花」の章（bab）として， 13の花についての記述がある。

f.3la からの「野菜の栽培」の部では， 23の作物が扱われる。

f.34a からの「穀物についてjの部は， 26の作物についての各論より構成され

ている。

f.40b 最終部分では，「このリサーラ（risala）は，………の 3日に完成せり」

とあって，書写完成の年代を記す部分の直前で途切れている。

We.1241 

Watwat M由ammadb. Ibrahim b. Y aI:iya 

Mabahij al-Fikr wa Manahij al-'Ibar (Kitab fI 'Ilm al-Saqiya) 

57葉。

やや腰のある，中庸の硬さで，クリーム色の紙。インクの乗りが新しく，か
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なり新しいものと思われる。全体としては，走り書きのような，粗略な写本で

ある。

f.57aの最終部分には書写年代の記載はない。

第 1章植物概論 f.2a 

第 2章土壌と植物の適合 f.lOa 

第 3章穀物と綿花の栽培 f.22a 

第 4章野菜の栽培 f.32a 

第 5章果樹の栽培 f.36a 

第 6章種のある果樹の栽培 f.42b 

第 7-9章は欠落している。

Landberger 61 

Mifta』al-Ra』ali-,Ahl al-Fila』a

96葉， 19行， 20.25x14. 5, 14x8. 25センチ。

Yusuf b.A』madb.Yusuf al-J:IanafIが筆写したもの。著者はイブン・ワフシー

ヤではなく，後代のもの。イブン・パッサールをも引用する。

やや厚手，やや光沢のある，クリーム色の紙に書かれている。

(f.laには， Abu‘AbdAllah Shams al-Din Mu』ammadIbn Wahshiyaによ

るMifta』al・Ra』aIi-Ahl al-Fila』aとのタイトルが書かれているが…）。

序 f.2a

第 1章植物の本性・本質 f.2b 

第 2章植物にふさわしい土壌と肥料について f.lOb 

第3章穀物と綿花の栽培について f.22a 

第 4章野菜の栽培について f.28b 

第 5章実のなる植物の栽培について f.37a 

各論として， 以下，

al-Naranj f.50a 

al-Turnj f.52a 
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Qalb f.52b 

al-Limun f.53a 

といった作物が，順次あげられている。

第 9章樹脂・樹液を出す樹木について f.85a 

第10章 f.92b

f.96bの最終部分には，書写年代は記載されていない。

We.86 

NuwayrI 

Kitab al-Nihaya al-Adab百‘Ilmal-Adab 

168葉， 27x19,18. 5xllセンチ。

すかしはなく，漉きあとは，やや不明瞭な，厚くて硬い，クリーム色の，や

や腰と張りのある紙。きちんとしたナスブ体で書かれていて，タシュキールが

つけられている。

第 1部植物の根本 f.2b 

第 1章植物の根本と区分 f.2b 

第 2章土壌の特質 f.4a 

第 3章野菜，穀物の時期 f.6a 

第 2部樹木 f.30a 

第 1章 （樹木で）実がなるが，食用でないもの f.30a 

第 2章実がなり，種を生じるが食用でないもの f.41a 

第 3章実のならぬもの f.51a 

第 3部香りのある果物 f.64a 

第 1章香りがあって，蒸留して使うもの f.64a 

第 2章香りがあって，蒸留せずに使うもの f.78a 

第 4部 f.88a

第 1章庭園について f.88a 

第2章花について f.94a 
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第3章 ゴムの木について

第 5部

f.lOOb 

第 I，第2章と，第3章（木材，種々の材料，鉱物について）の最初の部分

が欠落している。

第 4章白檀

第5章 スンブル・アルヒンディー，ちょうじ

第6章 Qustについて

f.113a 

f.114a 

f.116a 

第7章香料，竜誕香について f.116b 

第8章下痢止めの薬ラーマク（Ramak），ラーマクの練り物，油について

f.122b 

第9章 口中で使う香料，それを蒸留した液，蒸留しないもの f.137a 

第10章性的な快感を増大させる薬について f.144b 

第11章終章 f.164a 

終結部（f.168b）では，書写年は，別の筆跡で書き加えられていて，さらに，

それが消してある。

植物概論から説き起こし，土壌について，野菜，穀物，果樹，香料について，

その用法をも含んだ、百科全書的な作品で，農書の一典型スタイルといえよう。

Landberger 456 

Ra~I al-Din Mu}:tammad b. A}:tmad Abu al・Faql

‘Ilm al-Mala}:ta古‘Ilmal-Fila}:ta 

フォリオ番号ではなく，ページ番号が書き加えられている口 300ページ， 15行，

17.5xl0, 11.3x5. 75センチ。

第 1章土壌の分類。よい土壌の見分け方 p.2 

第2章潅瓶について p.16 

第3章樹木，野菜，花の作付けについて p.31 

第4章樹木の算定について ・p.89 

第5章接ぎ木について p.110 
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第 6章樹木の様々な病気と治療について p.137 

第 7章果物の実のなりと収穫，うらなりのものの除去について p.170 

第 8章野菜，穀物と，土壌，作付け時期 p.189 

第 9章種々の有用な穀物と，それからつくるパンについて p.197 

第10章 （作物のための）役に立つ護符，魔除げについて p.300 

p.368の最終部分には，‘Abdal-GhannI b. Isma‘Il al 

年に完成とあるo

乱lfs.or.fol.310

ペルシア語農書の断片。やや腰のある，日本の障子紙のような紙に，太いナ

スタリック体で書かれている。

28葉， 18行， 32x16センチ。

書写年，書写した者の名，原著者，題目は，一切書かれていない。

f.laの冒頭の部分には 「第11章 よい土壌と悪い土壌との見分け方の手引

き」（‘Amal-iyazdahum dar Fila}:iat Da1Il-i Zamin-i $ali}:i wa Zamin-i Bad) 

とある。

内容は，土壌の分類，土壌の改良，除草の効用，樹木の植え替え，作物各論

等よりなる。

f.la土壌の良し悪しを雨水を使って判定する方法。

f.lb「収穫のふるわない土壌は，一年間 Baqila-yiRumIを栽培すると次の年に

は作物がよくとれるようになるj との記述がある。

f.28aの最後の部分では，「第12章J（‘Amal-i dawazdahum）とだけあって，

その後は途切れている。

Pet.543 

al-Ba~rI 

Kitab al-Fila}:ia 

41葉， 21.5x15. 5, 15. 5x10センチ。
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中庸の厚さ，クリーム色で光沢のない紙に書かれている。

f.41bに，原本の完成が， 1134年ジュマーダーII月28日，写本の完成が1244年

ズー・アルヒツジャ月 5日に， Dawdiya Jami‘の ImamI:Iasan b. Sayyid ‘Abd 

al-Razzaqの手によるものとある。

f.2aには目次があり，内容は，

第 1章水と土壌の存在についての論

第 2章井戸の掘削 J:iafral-abar 

第3章井戸と河川の水の（取水量の）増加について

第 4章 カナートの運用と貯水槽（地）の掘削と揚水に関すること

第 5章正しい土壌の見分け方

第6章 出来のわるい兆候によって，空気を換える（作付け地を換える？）や

りかたについて

第 7章雨を消す工夫

第8章土地を肥やすやり方について

第 9章樹木，作物を害から守ること

第10章樹木と野菜の栽培の仕方

第11章作付け，植え付けにふさわしい時期について

第12章潅減の無駄を防ぐこと

第13章熱風，虫害から収穫を守るまじないと薬

第14章土壌によって，果物本来の性質を引き出すこと

第15章節約の工夫について

とある。

乱faor.fol.3096

Abu Zakarya YaJ:iya b. MuJ:iammad b. AJ:imad b. al-'Awwam 

Kitab al-FilaJ:ia al-Nabatiya 

厚手で白い紙，腰はやや弱い。漉き跡の明らかな，現代の紙に似ているもの

に， 34行にわたって，びっしりと，やや角張った文字で書かれている。多少読
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みにくい。

196葉， 32x22.5, 23. 5x15. 5センチ。

第 1巻の30章まで。

第 1章「種々の土壌のうちからよいものを知ることについて」から第30章「建

物を建てる土地の選択と，木材を切る時期について」までが書かれている。内

容は，施肥，水質，樹木の植え付け，植え替え，算定，病虫害と治療，土壌の

改良，耕作時期を知ること，綿花，穀物，野菜，花の栽培，耕作の手順と，多

岐にわたっている。

以上，シュレイマニエ図書館と，ベルリン国立図書館所蔵の農書写本につい

て，簡単に紹介した。なお，ベルリンの国立図書館蔵の 2種の，イブン・ワフ

シーヤの写本（Landberger291, Mq.469）については，その成立に疑問の点が

あるので，本稿では割愛することとした。

本稿で取りあげた写本のうち，ベルリン国立図書館所蔵のペルシア語農書の

断片（Ms.or.fol.310）と，シュレイマニエ図書館所蔵のオスマン語農書について

は，稿を改めて論じたいと考えている。

終りに，調査に助力をおしまなかった，シュレイマニエ図書館長のネヴザト

博士，貴重な研究の機会を与えてくださった，フランクアルト・ゲーテ大学ア

ラブ・イスラム科学史研究所長のセズギン博士，およびベルリン国立図書館東

洋部写本室の職員諸氏に，心よりの感謝の念を表したい。
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