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choice for daily life
Our plant ingredients
         AURO社の天然原料

- 毎日の生活を自然と共に -
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母なる自然の恩恵
植物は、まるで化学物質を作り出す工

場のようです。植物の茎はセルロースを、
そして葉は着色料を作り出し、葉の表面
からは蝋がしみ出てきます。果実からは
脂肪とタンパク質を取り出すことができ、
花は香料と樹脂を含んでいます。AURO
社はこれらの再生可能な天然原料の恵
みを活かして、特別な製品を製造してい
ます。アルコールやオイル、酢などの天
然のクリーニング剤は、何千年にもわた
って有用であることが分かっています。
AURO社の専門家はこれまで、家庭用ク
リーニング剤を体系的に開発してきまし
た。そして、より価値の高いクリーニング
製品、として消費者の皆さんの幅広い需
要に合うように、更なる開発を進めていま
す。AURO社のクリーニング製品は、合
成香料や刺激物質を使っていないため、
敏感な方も安心して使えます。AURO社
の製品のもう一つの利点は、使った後、

迷わず自然の物質サイクルに返すことが
できる点です。植物たちの物語に耳を傾
けてみてください。AURO社の製品が
持っている素晴らしい香りや神秘的な輝
き、そして極上の触感は、植物からの贈
り物なのです。私たちは、亜麻仁オイル、
蜜蝋、チェンブラオイルといった、AURO
社のテストにより安全が証明されている
物質を使って、美しさと清潔さを簡単に
手に入れることができるのです。

この冊子が、消費者の皆さんにとって
有益なものとなるよう願っています。

‥ AUROチーム一同

“�自然の手によって生み出された
ものは全て良いものだ”

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
‥ （1749-1832）

ドイツの詩人、自然科学者、政治家
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ヒマワリオイル
淡い黄色のヒマワリオイルは、ヒマワリ
の種子から抽出されます。

4



太陽が恋した美しさ
ヒマワリは、素晴らしく美しい花を持

った夏を代表する花です。ある種のヒマ
ワリでは、高さ5メートルにまで伸びるも
のや、茎の直径が10センチメートルまで
肥大するものもあります。ヒマワリという
名前は、太陽がある方向に常に頭を向
け、朝は東に、夕方には西に向かって咲く
ことを日ごと繰り返すと考えられたことに
由来します。

約400年前、スペインの船乗りが北ア
メリカ大陸からヒマワリを持ち帰りまし
た。しかし石化したヒマワリの種が発見
されていることから、この花は5千年前か
ら既に存在していたと考えられています。
それ以来、人々はこの花の種子を食料と
してきました。種子からオイルが抽出で
きると分かったのは、わずか150年前の
ことです。

ヒマワリオイルはレシチンとビタミンを
豊富に含み、肌を外界の刺激から守り、
殺菌作用がわずかにあり、 薬用の
軟膏やクリームにも使われ
ます。しかし、ヒ
マワリオイルが最
も力を発揮す
るのは料理で
しょう。大量のヒ
マワリオイルがお
菓子作りや揚げ物といっ
た調理に使われています。

洗って皮をむいたヒマワリの種子か

ら、オイルが抽出できます。抽出の過程
で温度が220℃まで上がるため、オイル
の色がきれいな淡い黄色に変わります。
このオイルは、ナッツや樹木を思わせる
ほのかな香りがします。2.5キログラムの
ヒマワリの種子から、1リットルのヒマワリ
オイルが抽出できます。

AURO社では、管理有機栽培により
（certified‥organic‥ farming:‥cof）生産
されたヒマワリの種子から抽出される、

淡い黄色の脂肪分たっぷりのヒマワ
リオイルを使い、
ニスや塗料、石鹸
を製造していま

す。

生産地
ドイツ

from certified 
organic farming

Oils and fats 

cof
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ラベンダーオイル

真正ラベンダーとスパイク 
ラベンダーの交雑種

ここでは、主にラバンジンという種
しゅ

から
採取されるラベンダーオイルについて紹
介します。ラバンジン（学名：Lavandula 
intermedia）はプロヴァンスラベンダー
ともいい、高さ80センチにまで成長し、数
あるラベンダーの種の中でも、多くの特
徴を持っています。球状に密集した低木
にたくさんの紫色の花をつけ、カンファー

（樟
しょうのう

脳）の香りを他の種よりも強く放ちま
す。この香りは真正ラベンダーに比べると
より甘く、刺激性がありますが、香りはあ
まり強くありません。ラバンジンは真正ラ
ベンダーよりたくましくて収穫量も多く、
1キログラムの精油を精製するために、野
生の真正ラベンダーの花穂では150キロ
グラムを必要としますが、ラバンジンの場
合、40キログラム以下の量で精製するこ

とができます。プロヴァンス地方では、こ
の経済的に有利なラバンジンを1930年
代ごろから利用しており、その役割はま
すます重要になっています。ラベンダーオ
イルは医薬品にはほとんど使われません
が、精神に安定をもたらすための香水や
香料の原料にはとても適しています。ラバ
ンジンの花は、乾燥させて匂い袋（サシ
ェ）として使われ、オイルは、クリーニング
及びケア・メンテナンス製品の芳香剤とし
て使われます。

栽培と使用
ラバンジンの花は、7～8月に開花しま

す。種子ができないので、挿し木をして増
やします。AURO社では、地中海地方原
産のラバンジン（Lavandula hybrida）
から水蒸気蒸留によって抽出した精油
を、芳香用のエキスとして使用しています。
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生産地
フランス

美しいラベンダー畑の風景は、私たちの五感
を強く揺さぶります。ラベンダーは8月から9月
上旬にかけて収穫されます。
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ココナツオイル
搾機にかける前に、予
め種子を加熱すること
もあります。種子は、圧
搾機の中で押しつぶさ
れ、絞り出されたオイル
が幾重ものメッシュの
穴を通り抜け、食品用の漏斗をつたって
集められます。油かすは、機械の隙間か
ら押し出されます。ココナツオイルはココ
ナツ油脂とも呼ばれます。AURO社では、
管理有機栽培（cof）されたココナツの果
実から抽出されたオイルを使用していま
す。また、自社の製造工場でココナツオイ
ルにアルカリ溶液を加え、ココナツオイル
石鹸を製造しています。

豆知識
世界的にみても、ココナツは最重要な

作物の一つで、毎年の生産量は、約4千
4百万トンに上ります。また世界のオイル
の需要のうち、約8％をココナツオイルが
占めています。

異国情緒の象徴
「ココナツ」と聞くと、私たちは、ヤシの

木、ターコイズブルーの海と白い砂浜、
半分に割ったココナツに入ったジュースを
思い出さずにはいられません。ココナツ
は、異国情緒の象徴なのです。しかし、
熱帯地方沿岸の住人にとってココナツ
は、もう少し実用的な存在です。彼らに
とってココナツは、食材や原材料となる重
要なものなのです。葉から種子にいたる
まで、ココナツはそのすべての部分を使う
ことができます。原産の国々では、ココナ
ツの木は「命の木」や「無数の可能性を持
つ木」と呼ばれます。ココナツオイルの色
は白から黄色で、新鮮で穏やかな軽いコ
コナツの香りがします。ココナツ（Cocos 
nucifera）はマレー諸島を原産地とし、
3～4千年も前から栽培されてきました。

抽出
ココナツオイルは石鹸や蝋燭の製造

に使われます。また、ラウリン酸を多く含
むことから、界面活性剤の重要な基本原
料として使われます。オイルを抽出する

前に、ココナツ果
実の種子を洗

い、一 定の
水分量を含

ませる必
要があり
ます。圧

生産地
フィリピン

from certified 
organic farming

Oils and fats 

cof
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ココナツは海水、砂、嵐そして
熱に強い植物です。
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ヒマシオイル

「�キリストの手のひら」と呼ばれるトウゴマの木は、
熱帯地域で樹高13メートルにまで生長します。
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多才なオイル
ヒマシオイルは古代から知られてお

り、元々の原産地はおそらくエチオピアと
考えられています。古代エジプトでは、ヒ
マシオイルは万能薬としてだけでなく、ラ
ンプの燃料としても使用されていました。
ヒマシオイルは粘り気のある淡い黄色の
オイルで、味はマイルドですが決して美味
しくはありません。オイルはトウゴマとい
う植物から得られます。トウゴマは「キリ
ストの手のひら」とも呼ばれ、その由来は
明らかではないものの、聖書にも登場し
ます。トウゴマ（Ricinus communis）の
学名のRicinusはラテン語でダニを意味
し、果実が小さなダニに似ていることか
ら命名されました。赤茶色のカプセル状
の果実は柔らかいトゲを持ち、豆の形を
した種子が入っています。

ヒマシオイルは広い用途があ
りますが、特に、工業と医療分
野で重要な役割を果たしてい
ます。ヒマシオイルに含ま
れる成分は価
値が高く、多く
の目的に応
用され、例え
ば、モータ
ーの潤滑油、
ニスや塗料の結着剤などに使用されま
す。医療や美容分野では、天然の下剤、
傷や顔のシミの治療薬、口紅、ヘアーコン
ディショナーなどの原料として使用されま
す。

現在、トウゴマは亜熱帯地域で栽培

されています。環境が適していれば、生
長が早いものは3～4か月で5メートルの
高さにまで達します。熱帯気候では、数
年で最大13メートルにまで生長し、茎は
木質化します。

トウゴマの種子の皮にはリシンという
毒が含まれますが、ヒマシオイル自体に
害はありません。リシンは脂溶性ではな
いため、種子の圧搾後に残る残留物に含
まれます。ヒマシオイルを乾燥及び加熱
し、濃いスタンドオイルにした後に、結着
剤用の洗浄剤として使用します。AURO
社では、これをクリーニング及びケア・メ
ンテナン ス製品に使用しています。

生産地
インド
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天然物を原料としたクリーニ
ング製品の研究開発

マーカス・レッタウ
博士は、2011年以来、
AURO社の研究開発部
門の責任者を務めてい
ます。レッタウ博士は、
新たな生物由来の結着
剤の開発や、原材料の
研究を進め、AURO社
製品のより良い利用と

拡大を目指しています。

クリーニング用製品は、AURO社の商
品ラインナップの中でも特別な位置を占
めてきました。塗料やニスの開発に加え
て、クリーニング製品は、常にAURO社
の研究開発の構想において重要な柱と

なっています。塗料の製造に使う原材料
に関するAURO社のポリシーは、クリー
ニング剤にも同様に適用されます。最近
の消費者は、家庭で使う製品にかつてな
いほど環境への配慮を求めています。私
たちが毎日使う製品は、健康や生態系と
密接に関係しているため、環境に配慮し
た製品は今や日常的な存在になってきて
います。

より環境にやさしい製品を求める風潮
の影響を受けて、石油合成製品を製造す
る企業も、商品ラインナップに天然由来
の原料で製造した商品を加えるようにな
ってきました。AURO社の強みは、研究
開発を進めることにより、クリーニング及
びケア・メンテナンス製品を新たに開発
する際に、より多くの種類の原材料を選
択肢として持っていることにあります。

挑戦のないところに成果はない
AURO社の製品を構成する

成分が最終的に決まるまでに
は、数え切れないほどの実験と
研究が必要とされます。原料は、
AURO社の原材料に関する厳
しいポリシーに適合しているか、
何か矛盾している点はないか、と
いった観点からテストされます。
AURO社の製品として販売され
る前に、多くのテストであらゆる
種類の基準に達すること、また
その原材料の特性を最大限に
引き出すことが求められます。
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研究開発部門は、革新的な新しい原
材料を常に探求しています。そのために、
AURO社の実験室では膨大なテストが
行われています。

我々の研究開発の目的は、現在販売
している製品の構成成分を改良すること
により、品質の向上と、環境に対する負荷
の低減を同時に果たすことです。例えば、
新たな原料により製品の品質が上がれ
ば、その製造に使用する原料を最小限に
抑えることができ、結果的に環境への負
荷を減らすことにつながります。

消費者の皆さんにはおなじみでしょう
が、AURO社は透明性を大切にする会社
です。AURO社は、製品の全ての成分を

製品ラベル上またはウェブサイト上に記載
しているので、皆さんが製品を購入する
前に成分を確認することができます。

AURO社の研究開発部門は、室内環
境の改善や製品の品質向上に加えて、持
続可能であること、環境に配慮した原材
料を選択することにこれからも取り組ん
でいきます。

AURO社の製品を構成する多様な天然原料
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アルプスの女王
山岳地帯で育つこの木には、多くの名

前があります。チェンブラ松、ヨーロッパ
ハイマツ、スイス松などはそのほんの数
例です。この木はマツ科に属し、原産地
はアルプス山脈とカルパチア山脈です。
常緑樹で、樹齢が千年に及ぶものや、高
さが25メートルに達するものもあります。
5本の針が房状になって短い芽の先から
出ています。寿命が長いことに加え、山
岳地帯の荒れた天候をものともしないた
め、「アルプスの女王」という名誉ある名前
で呼ばれます。

上質なオイルの抽出
この針葉樹は、日当たりのよい高地で

育ちます。時間をかけて成長することで、
必要不可欠な成分を豊富に作り出しま
す。人々は何世紀も前から、木をほぐした
ものを水蒸気蒸留して貴重なオイルを手
に入れてきました。具体的には、木材を

生産する過程で残った小枝、葉、おがく
ずといった材料を蒸留するのです。蒸留
の過程で出る残留物も、蒸留炉を温める
燃料として使用されます。このように、石
油燃料に頼らずに貴重な天然原料が得
られるのです。

AURO社での利用
AURO社では、チェンブラの木から得

られる無色透明なオイルを、チェンブラ
オイル家具磨き剤に使用しています。強
く良い香りを持つチェンブラオイルを使
えば、余すところなく家具にワックスがけ
をすることができます。また、このオイル
には静電気防止と防虫効果があります。
AURO社では、オーストリアのケルンテン
で育ったチェンブラの木から得られるチ

ェンブラオイルを使用し
ています。専門家による
と、この地方で得られる
チェンブラオイルは世界
的にみても貴重なもので
す。

ちなみに、チェンブラ
オイルは匂い袋や、風邪
の治療薬、マッサージオ
イルとしても使用されて
います。

チェンブラオイル

生産地
オーストリア
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チェンブラ松はオーストリア南部のルンテンという
山岳地帯で育ちます。
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レモンオイル

爽やかでフレッシュな香り
レモン（学名：Citrus limonum）の木

の果実から抽出して得られるレモンオイ
ルは、黄色がかった色で、柑橘系特有の
香りがします。レモンはミカン科に属する
常緑樹で、トゲがあり、6メートルにまで
生長します。レモンの最大の特長は、四
季を通じて花を咲かせ実をつけることが
できる点です。つまり、一年に最大4回収
穫が可能なのです。レモンの花は白くて
大きく、先端が紫色をしているものもあり
ます。

レモンオイルは果皮を圧搾することで
得られます。おなじみの柑橘系の香りが
素晴らしく、清浄、清潔、爽やかといった
印象を与えます。香りの印象だけではな
く、実際レモンオイルは洗浄・殺菌・抗菌
作用を持っています。また、精油の香りは
気持ちを前向きにする作用があります。
更に、精神を研ぎ澄ませ、理性を活性化

させる効果が
あるとも言
われます。こ

の甘美で爽や
かなレモン

オイル
は、日々

の生活に
活力と

やる気をもたらします。
シトラールと呼ばれる必要不可欠な

成分を4％以上含んだレモンオイルは、最
も価値が高く、シチリア島で生産されて
います。1リットルの精油を生産するた
めに、約3千個のレモンを必要とします。
AURO社では、本物のレモンオイルを芳
香剤として使用しています。

生産地
シチリア島
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北インドを原産地とするレモンは、現在世界中の
温暖な場所で栽培されています。
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豊富な効能を持つ偶然の産物
酢は古代文明時代から生産されてい

ました。特に、古代の近東や地中海沿岸
では、ハーブを酢と混ぜ合わせて美味し
い飲み物を作っていましたし、香り付け
したオイルやジュースを酢と合わせて飲
んでいました。ローマ時代には酢に水を
加えたものが、戦士に強靭さと健康をも
たらす万能薬とされていました。その一
方、酢の歴史はごく平凡なもので、人々は
蜂蜜酒、ビール、ワインといった酒を長い
間放置すると、酸っぱい酢に変化すると
いうことに気が付いたのです。また、常在
菌がワインに入り込み発酵すると、アルコ
ールを酢酸に
変え、それが酢
と呼ばれます。
19世紀に入っ
て初めて、細菌
の働きによって
酢酸が作られ
るということが
解 明されまし
た。

酢はかなり
昔 から、呼 吸
器疾患や消化
不良などに対し
て医療目的で

使われてきました。18世紀に、酢は魚や
野菜の保存料として使えることや、殺菌
消毒と治癒作用を持つことが発見されま
した。また酢は、料理の分野で調味料と
しての人気に火が付きました。当時のフ
ランスではサラダに使う上品なマリネを
作る際に酢を使うのが流行っていました
し、様々な種類の酢が入った樽を手押し
車に乗せ、通りに出てその場で売る者も
現れました。その後、酢に関する研究が
進み、化学者によって、アルコールが蒸
発する際に酒石酸が酢酸に変化すること
が発見されました。近代では家庭でも酢
を治療薬として活用しています。例えば、
解熱のための湿布や、咳が出たときに酢
を溶かして吸入するのがその好例です。

現在、酢は保存料や調味料として食品
産業で多く利用されています。AURO社

では、ワインビネガーを天
然由来の酸として使用して
います。このビネガーは、
ワインをアルコールに、そ
してアルコールを酸に発酵
させて得られたものです。

酢

生産地
ドイツ
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ワイナリーの多くは、川に近く太陽光が届く南か西に
面した場所にあります。

19



ライムオイル

ライムの木は春の終わりから初夏にかけて（5～6月）
開花の時期を迎えます。
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最も爽やかな柑橘類のオイル
トロピカルでほろ苦いライムの香りは、

温暖な気候、ターコイズブルーの海に広
がる白い砂浜、緑のヤシの木を思い起こ
させます。アロマセラピーでは、ライムの
精油は、やる気や喜び、快活さをもたらす
とされています。また、人々の気持ちに活
力を与え、リフレッシュ効果があります。
新鮮で甘い香りのするライムはとても魅
力的な果物です。ライム（学名：Citrus 
aurantifolia）はレモンと同じミカン科に
属し、原産地は南アジアで、2～4メート
ルにも達する木に実をつけます。春、ライ
ムの木は白く強い香りの花を咲かせ、そ
の6か月後、黄色から緑がかった香りの
高い果実が熟します。しかし果実が熟す
までには木が生えてから5年もかかりま
す。

精油は、果実と果皮を水蒸気蒸留する
ことで得られます。AURO社では、黄色

がかった本物の精油を芳香剤として使用
しています。

ちなみに、本 物のライムとは別の
種類のライムがあります。本物のライム

（Citrus aurantifolia）はキーライムや
メキシカンライムと呼ばれ、サイズが卓球
の球より小さいものもあります。Citrus 
latifoliaという学名の別種類のライム
は、キーライムやメキシカンライムよりも
少し大きくて種子が少なく、原産地名を
冠してペルシアライムやタヒチライムと呼
ばれます。

生産地
シチリア島

21



ホホバオイル

ホホバはソノラ砂漠を原産地とする木です。

22



ホホバの神秘
ホホバは、カリフォルニア州からメキシ

コ北部にかけて広がるソノラ砂漠原産の
常緑の低木で、樹齢は数百年にもなりま
す。地中6メートルまで太い根を張り、砂
漠の厳しい環境でも生き抜く力がありま
す。ホホバの優れた特性は高品質の保湿
剤に利用されてきました。ホホバオイル

4 4 4

と
呼ばれますが、実際にはオイルではなく
植物性ワックスです。といっても、室温で
は液体の状態です。

ホホバには日焼け防止 効果 が
あり、日焼け止めの基本原 料として
利用され、また、手作りの
化粧品にも使われます。酸
化しにくいため、安定したオ
イルです。肌にハリや潤いを
与え、その保湿効果は長時
間続きます。また、これま
でマッコウクジラから
採取していた鯨蝋が
入手できなくなった
ため、その代替品とし
ても高い利用価値があり
ます。

ホホバオイルは、精密 機 器 用の
潤滑油や家具磨き剤、 カーワック
スなどの産業用途にも 使用されま
す。AURO社では、ケ ア・メンテ
ナンス製品に、ホホバの植物性ワックス
を使用しています。

ホホバは、奇妙な形をした黄色い花を
咲かせる雄株と、白い花をつける雌株に
分かれています。風や虫の働きにより受
粉した3～6か月後、カプセル状の果実を
つけ、皺

しわ

のあるオリーブの形をした種子
の中に、貴重なホホバオイルが含まれて
います。

ヘーゼルナッツと同様、ホホバの種子
はシリアルに入れたり、コーヒー豆の代
用にしたりと、食品としても利用されます。
工夫次第で、食事に採り入れるとができ
るのです。

生産地
メキシコ

23



蜜蝋

蜂の巣箱は暖かく保護されています。

蜂と花と蜜蝋
ミツバチは蜜蝋を分泌し、自らの巣作

りに使います。古代エジプトでは既に、蜜
蝋を実用に供するだけではなく、宗教的
な儀式にも使っていました。更に、蜜蝋
は現代の経済も支えています。蜜蝋は何
にでも使える引く手あまたの天然原料で、
その用途は、医薬品、化粧品、蝋燭の製
造、食品産業におけるコーティング剤や
分離剤など幅広くあります。蜜蝋は蜂が
巣を作る際の材料でもあるため、養蜂自
体でもたくさんの蜜蝋を使用します。六
角形の蜂の巣から蜂蜜の香りが漂う様
子は目をみはるものがあります。蜂の巣
は、蜂が卵を産み、住んで働き、蜂蜜と花
粉を貯蔵する、といった多くの役割を担
う場所なのです。

生産
蜜蝋の生産は花の蜜が豊富にある時

期、すなわち花が開花する4～7月にか
けて行われます。ミツバチは、一週間で
数個の蜂の巣を完成させます。養蜂場で
は、1ミリメートルの厚さの蜜蝋で出来た
シートをあらかじめ巣箱に入れておき、蜂
の巣作りの足がかりとします。これで巣作
りにかかる時間が短縮されるというわけ
です。蜂が作る小さな蜜蝋の巣板は、は
じめは白っぽい色をしていますが、花粉
の成分を取り込むことで黄色に変化しま
す。これは、花粉の油にカロテンという色
素が含まれているからです。蜂は集団に
なって蜜蝋を作ります。蜂の腹部にある
蝋分泌腺から、約0.8ミリグラムの小さな
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生産地
ドイツ

週に一回、養蜂家が蜂の巣の様子を確認します。

板状の蜜蝋が分泌されます。つまり、1キ
ログラムの蜜蝋を生産するのに、125万
枚の蜜蝋の小板が必要ということになり
ます。養蜂場で得られた蜜蝋は洗浄・漂
白され、市場に出回る時には白い蜜蝋と
なっています。

AURO社では、純正で漂白剤を使って
いない、品質管理が行き届いた蜜蝋を、
クリーニング及びケア・メンテナンス製品
に洗浄剤として使っています。界面活性
剤としての働きは弱いのですが、製品に

含まれる成分を安定させる効果がありま
す。更に、メンテナンス剤を塗った後の表
面に薄い蜜蝋のフィルムが形成されます
が、これが静電気防止の効果を持ってい
ます。

25



カモミールオイル

カモミールは5～7月に開花し始め
9月まで花を咲かせます。

26



万能なオイル
白い花びらの中に黄色い頭を見せるお

なじみのカモミールの花。笑顔を振りまく
ように道端に咲いている花です。カモミー
ルの花には精油が含まれ、その成分は感
情を穏やかにし、痙

けいれん

攣を抑える作用があ
ります。家庭では、腹痛を抑えたり、発作
的な痙攣疝を取り除いたりする目的で使
われます。真正のカモミールは一年草で、
高さは15～50センチメートルです。この
植物のすべての部位からカモミール特有
の香りがします。茎はまっすぐ伸び、葉は
なく、上半分は枝分かれしています。中東
から南西ヨーロッパを原産地とし、今日
ではヨーロッパ全土に分布していますが、
北アメリカとオーストラリアにも土着の植
物です。このハーブはどのような場所で
も生えます。大半はとうもろこし畑で、ま
た、畑、通路、坂道などでその姿が見られ
ます。一方、花が非常によく似ているため
本物のカモミールとしばしば間違われる

偽の
4 4

カモミールがあります。しかしこの偽
物は、精油を少ししか含まないためカモミ
ール特有の香りもしませんし、癒しの効
果もありません。

AURO社では、カモミールの花からア
ルコール抽出した精油を使用しています。

豆知識：カモミールを、ギリシャ語では
「大地のリンゴ」を意味する“chamaimelon
（カマイメーロン）”と言います。これは、カ
モミールの葉にリンゴの果実に似た香り
があるためです。カモミールは、薬効を持
つ植物として紀元前から知られており、多
くの本に治療薬として登場してきました。
北欧の人々はカモミールの花が太陽に似
ていることから、神の植物として崇拝して
いました。

生産地
ドイツ
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亜麻仁オイル

無数の応用
亜麻は干草のような香りがします。言

いかえると、野草のような、かび臭い、暖
かい、といった香りでしょうか。亜麻の栽
培は石器時代にさかのぼります。種まき
と収穫の様子が、古代エジプトの壁画に
描かれているのです。亜麻からは亜麻仁
オイルだけでなく、リネンを織る繊維も
採れます。亜麻仁オイルは一価不飽和脂
肪酸と多価不飽和脂肪酸を豊富に含む
ため、多くの食品に使われます。塗料・ニ
スの結着剤や、食品、化粧品など、ありと
あらゆる用途に使える万能のオイルです。

圧搾された亜麻仁オイル
青や白のきれいな花を
咲かせる亜麻の種子

（亜麻仁）を7～8月にか
けて収穫し、それを圧搾

することで亜麻仁オイルが
得られます。
圧搾機で種
子にゆっく

りと少し
ずつ圧力をか

けると、オイルが 抽
出されます。オイルの温

度は最高で40℃まで達し
ますが、この温度が高すぎる

と植物成分が分離し、オイルの質が損な
われてしまいます。慎重に手間をかけて
圧搾されたオイルは、それゆえ、とても貴
重で高価なのです。塗料を製造する際は
この圧搾オイルしか使用できません。圧
搾の過程で残った亜麻の他の部分、例え
ば、くず、わら、固形油かすなどは、家畜
の飼料や断熱材として使用されます。最
近では、亜麻仁オイルは巨大な製油機を
使って圧搾されるため、温度が高くなり
がちです。圧搾の過程で出た粘液は、酸
を添加して凝固させ、取り除かれます。

亜麻仁オイルの豊富な用途

塗料製造の原料として

貴重な栄養素として

肌に弾力を与えるものとして

AURO社での使用
AURO社では、管

理有機栽培（cof）さ
れた亜麻のオイルを
使用しています。亜麻
仁オイルは見た目も
美しく、弾力性、浸透
性、保湿性といった多くの利点を持つ理
想的な天然原料で、AURO社では、製品
の結着剤に使用しています。

from certified 
organic farming

Oils and fats 

cof
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生産地
ドイツ亜麻の種子は7～8月にかけて収穫されます。
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ある農家の情熱―戸外で働くということ
私たちはドイツ・ブラウンシュヴァイク近郊のデュッセルドルフという村の修道院でオ

ーガニック農場を営むベルント・バルンシュトルフ＝ブランデス氏を訪れました。ベルント
氏は、鶏とハイランド牛を環境と動物に配慮した方法で育てているほか、ジャガイモ、穀
物、野菜、ソバ、亜麻などを有機栽培しています。更に、農場の店舗で手作りの食品も販
売しています。ベルンド氏に、有機農業や亜麻の栽培についてお話を伺いました。

あなたの仕事の良いところを教え
てください。

この仕事は、屋外でありとあらゆる作
業を行う必要があります。私は動物に接
することや畑に出て働くことが大好きな
ので、全く飽きません。特に、天気や季節
によって仕事の内容が変わっていくとこ
ろが好きですね。

どのような特性の人が農業に向い
ていますか？また、一日の作業の
流れを教えてください。

農家の見習いや、研究をするといった
職業的教育をきちんと受けることが重要
だと思います。更に、やる気と忍耐力を強
く持つことも必要です。「ガッツ」がないと
続かない仕事です。いつも同じ作業をす

デュッセルドルフの修道院にある有機農場

30



るわけではありませんし、何が起こるか
分かりませんから。普段は、種まきや手入
れ、収穫といった畑作業を、日々の天気
や季節の天候に合わせて行います。畑以
外の仕事には、動物の餌やり、農機具の
メンテナンス、店舗で販売する商品の調
査などがあります。卵やジャガイモの仕
分け、書類仕事などをしていると、あっと
いう間に一日が終わります。

亜麻は色々な使い道がある植物で
すが、収穫後はどのような作業を
行いますか？

収穫した亜麻からオイルや種子を取り
出して、食品向けに使います。亜麻仁オイ
ルはニスや塗料にも使われますね。亜麻
の残った部分は、刻んでから畑に戻して
耕します。

1952年生まれのベルント・バルンシュトルフ＝ブランデス氏
は、1984年以来有機農業に携わっています。

写真左から：種まきから数週間で成長、つぼみは豆ほどの大きさに、花の色は淡いものから赤みの
ある藤色まで様々、オイル圧搾前の収穫された種子

亜麻仁オイル―種まきから収穫まで

毎年、同じ畑で亜麻を
栽培できますか？また、
どの植物をいつ植える
かという栽培の順序は
ありますか？

亜麻は5～6年おきに栽
培します。私の畑では、シロ
ツメクサ、小麦、ジャガイモ、
ライ麦、豆かカラスムギ、そし
て亜麻の順序で栽培します。
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播種期：3月下旬～4月下
旬

収穫期：7月または8月

花の色：白・ライラック

作付面積：3.5ヘクタール

収穫量：3.5～5トン 亜麻の
データ

作業前のミーティング

なぜそのような順番で栽培するの
ですか？

地中に蓄積した栄養素が分解され、土
を良い状態のまま長い期間保つことがで
きるからです。作付けする作物を変えるこ
とで、雑草の蔓延や作物の病気、害獣によ
る被害などを最小限に抑えられるのです。

持続可能な農業についての意見
をお願いします。

長い目で見れば、人類が食べていくこ
とと自然環境の維持を両立させるために
は、有機農業が主要な手段になっていく
でしょう。そのためには、私たちが食べる
肉の量を減らし、燃料として栽培する植
物を減らすことが必要不可欠だと考えま
す。

ベルントさん、快くインタビューにお
答え頂きありがとうございました。

亜麻の畑の雑草は取り除き、粉砕します。
詳細は下記のURL（ドイツ）を参照
www.biohof-bs.de
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ユーカリオイル

刺激と緩和の効能
ユーカリの木は、600種以上もありま

す。樹高は70メートルにまで及び、世界
で最も高い木のうちの一つです。このフ
トモモ科に属する多様性に富んだ木は、
オーストラリアとインドネシアを原産地と
し、今日では亜熱帯地域や地中海沿岸
で栽培されています。ユーカリの木は
生長がとても速く、地中深くまで根を張
り、地下水を吸い上げます。17世紀以
降、ユーカリの木は地中海沿岸の湿
地帯で栽培されてきました。湿
地の水をユーカリが吸い上げ
ることで土地が乾燥し、マラリ
アを媒介するハマダラカが繁
殖できないようにしたのです。こ
の水を多く吸い上げる性質から、
ユーカリの木は「熱の木」とも呼
ばれます。オーストラリアの
原住民アボリジニは、ユ
ーカリの木があらゆる
病気を治療する効果
を持つと考えてきまし
た。

利用
ユーカリは殺菌効果を持つことから、

長い間、医療器具の殺菌や傷の治療に
使われてきました。近年では、古いユーカ
リの木の葉を乾燥させたものや、新鮮な

葉から抽出した精油、枝の先などが、医
療目的、特に呼吸器系疾患の治療に利
用されています。黄色がかった精油は、
水蒸気蒸留によって得られます。ユーカ
リの品種によってその香りは様々で、淡
いレモンのような香りからカンファーの香
り、そして爽やかで鋭く強い香りのものも
あります。ユーカリの葉を指でこすり合わ
せるだけでも、精油の良い香りがしてきま
す。

AURO社では、ユーカリの葉を水蒸気
蒸留して得られたユーカリオイルを使用

しています。主に香料として使用しま
すが、防腐効果もわずかにありま

す。その栽培地は、中国の亜
熱帯地域、特に温度変化

が少ない南西部です

ちなみに、コアラはユーカ
リの木に含まれる、やや毒性
のある青酸に耐性を持つ唯一
の動物です。一方、抽出された
精油に毒は含まれません。

生産地
中国
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ユーカリの木は別名「青いゴムの木」とも呼ばれ、
オーストラリアとインドネシアが原産地です。
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オレンジオイル

柑橘類の香り
オレンジの皮をむいたときの香りは、新

鮮、フルーティー、暖かい、レモンのよう
な、といった素敵なイメージを思い起こさ
せます。精油を含む果実の皮は、中の実
が虫や鳥に食べられないようしっかりと
守ります。柑橘類の中で、オレンジは最も
広範囲に栽培されている植物です。フロ
リダ州と並んで、ブラジル、スペイン、南ア
フリカなどが最大の栽培地となっていま
す。しかしこの果物は、元々はアジア原産
で、15世紀にヨーロッパに土着し、1493
年にはコロンブスがスペインからハイチに
持ち込み、その後南アフリカへと分布を広
げました。ところでドイツ語でオレンジの
ことを“Apfelsine（アプフェルジーネ）”
とも呼びます。“Sina”は中国を意味し、
“Apfelsine”では「中国の
リンゴ」という意味にな
ります。実のところ、中
国では紀 元 前2千
年頃からオレンジが栽培
されていました。オレンジオ
イルは特徴的な香りを持ち、あ
らゆる用途に使用されてきまし
た。ジュースの香料として、また化粧品や
工業の分野でも役に立っています。

精油の抽出
オレンジの皮に含まれる精油（主成分

はリモネンと呼ばれる）には、消臭効果が

あります。この伝統的な天然原料は、皮
を蒸留または圧搾することにより得られ
ます。オレンジオイルは、塗料やクリーニ
ング及びケア・メンテナンス製品などに含
まれる植物由来の溶剤として使用されま
す。その効能は松脂

やに

から抽出されるテレ
ビン油に似ていますが、オレンジオイル
の方が良い香りがします。

オレンジオイルの豊富な利用方法
アロマセラピーに

薬品に
化粧品に

AURO社が使う天然のオレンジオイル
は、南アメリカで生産されるオレンジジュ
ースの副産物として抽出されたものです。
オレンジの皮をちぎると、オレンジオイル
が表皮からほとばしるのが分かります。こ
のことから、オレンジオイルは、主に皮の

部分に含まれていると言えます。オレ
ンジオイルを抽出した後に大量の

オレンジの皮が残りま
すが、オレンジの栽
培に農薬を使用し
ていないため、家

畜の餌として再利用
することができます。

AURO社では、多くのクリーニング製
品にオレンジオイルを使用しています。蒸
留して得られる香り高い成分は、香水や
アロマセラピーにも使用され、一方、香り
が少ない成分は、樹脂や油の溶剤として
使われます。
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生産地
ブラジル

オレンジの木は、10メートルくらいまで成長する
中間サイズの常緑樹です。
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ラックカイガラムシの生み出す 
樹脂状物質

1960年代初頭まで、セラックはレコー
ド盤の原料として使われていました。現
在でもその用途は多様で、家具の保護や
手入れに使う磨き剤、医薬品などが挙げ
られます。ラックカイガラムシの雌は体長
がわずか1～2ミリメートルですが、セラッ
クの生産には欠かせない存在です。ハナ
モツヤクノキを始めとする樹木の小枝に
寄生し、樹液をラックと呼ばれる樹脂状
の物質に変化させるのです。

ラックカイガラムシ（Kerria lacca）は
インド亜大陸に分布するハナモツヤクノ
キやポプラ、その他の樹木に寄生します。

カイ
ガラム
シはみず
みずしい新芽
で育ち、樹液を体に取り込みます。集団
で寄生する雌のカイガラムシは、小枝の
皮から大量の樹液を吸い、樹液を体内に
取り込んだ後、小枝の表面に大量の虫体
被覆物と呼ばれる物質を分泌します。こ
れは樹脂状の膜で、カイガラムシ自身の
卵を高い気温や天敵から守るためです。
この分泌物の収穫は年に2回行われま
す。スティックラックとも呼ばれる樹脂の

セラックは、バイオリンなどの弦楽器に塗る
ニスの原料となります。

セラック
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ついた小枝を切り取り、樹脂だけを抽出
するのです。何度も洗浄・溶解しながら、
樹脂を薄い膜に延ばしていきます。

樹脂の薄い膜を乾燥させて細かく砕
いたものが、リーフセラックと呼ばれる天
然原料になります。

セラックには、赤茶色や黄色のもの、
そのほか多くの種類があります。塗料や
ニスの製造には、無色透明のセラックが
適しています。1キログラムのセラックを
作るために、30万匹のカイガラムシの分
泌物が必要です。

AURO社では、セラックを弾力性のあ
る結着剤として使用しています。結着剤
は、速乾性のニスや、クリーニング及びケ
ア・メンテナンス製品に含まれます。また、
セラックには木製の床や家具の光沢や表
面の張りを改善する効果があります。更
に、塗料の膜を維持する効果や高い耐光
性もあります。セラックは繰り返し生産し

自然に返すことができる原料のため、木
材などに使用され環境を損なうおそれの
ある石油合成塗料の代替品として使われ
ます。

生産地
インド
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爽やかなだけではないその
効能

レモングラスの原産地は、インド、アフ
リカ、インドネシア、南アメリカといった熱
帯地域です。その強い匂いは最も人気の
ある香りの一つで、調理用のスパイスや
香水・化粧品の香料として、また医薬品に
も利用されます。レモングラスの精油は、
爽やかな香りがあり、心を元気にする作
用があります。レモングラスはイネ科に属
する常緑のハーブで、草丈は50センチか
ら2メートルにまでなります。近年では精

油を大規模に精製する目的で、広大な土
地で栽培されています。レモングラスの葉
を蒸留することで、淡い黄色の精油が抽
出できます。

レモングラスの精油は、リフレッシュ作
用があることから入浴剤やマッサージオ
イルに利用されます。同時に、肌を美しく
し、ハリを与えてくれるという嬉しい効果
もあります。しかし、精油をそのまま使う
と皮膚を刺激するので、薄めて使用する
ことが大切です。またこの爽やかな香り
は、落ち込んでいる人を楽観的な気分に
させ、暗い考えや焦燥感を自信に変えて
くれるとも信じられています。

AURO社では、西インド原産のレモング
ラス（Andropogon flexuosus）の精油
を使っています。クリーニング剤に爽や
かな香りをつけるため、AURO社の数々
の製品に、仕上げの芳香成分として添加
されています。

レモングラスオイル

生産地
インド
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現在、レモングラスは大規模に栽培されています。
淡い黄色の精油はレモングラスの葉を蒸留することで得られます。
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植物からの贈り物
アルコールは基本的に、糖類、酵母、

菌類、そして暖かい環境があれば作り出
すことができます。アルコールの生成プロ
セスは、他の重要な発見と同じように、全
くの偶然によって発見されました。果物
が熟れすぎるとアルコールが発生するよ
うに、アルコール発酵は、自然界で一定
の条件が揃うと起こるものです。ブドウ糖

（グルコース）、果糖（フルクトース）、麦芽
糖（マルトース）といった糖類の発酵は、
空気中に常に存在する酵母や菌類の働
きによって起こります。またこの発酵が起
きる温度は色々です。アルコールという呼
び名は、アラビア語で「素晴らしいもの」
を意味する“al-khol”からきたと考えられ
ています。人類にとって初めてのアルコー
ル消費は、はるか昔にまでさかのぼりま
す。大昔の人々は、アルコールを宗教的な
儀式において利用しました。遊牧民は牛
乳から酒を作り、ゲルマン人は蜂蜜を発

酵させて蜂蜜酒を作りました。そしてロー
マ人はブドウを発酵させワインを生産し
たのです。11世紀の錬金術師が、初めて
人工的にアルコールを作り出すことに成
功しました。それは、果物や穀物に糖類
と酵母を加えて発酵させたものを蒸留す
るという方法で、この方法が発見されて
以来アルコールの消費量は格段に増えま
した。アルコールはエタノールまたはエチ
ルアルコールともいい、現在、様々な原料
及び製法で生産されています。アルコー
ルは飲み物として楽しまれるだけではな
く、シンナーや燃料の添加物として工業
分野でもその力を発揮しています。

AURO社ではジャガイモなどのデンプ
ン質の植物を発酵・蒸留させて、アルコー
ルを得ています。得られたアルコールは、
セラック塗料のシンナーや、クリーニング
及びケア・メンテナンス製品の添加物とし
て使用しています。

植物性アルコール
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生産地
ドイツ

アルコール発酵は、自然界で一定の条件が
揃うと起こります。
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生産地
スマトラ島

ダマール

天然樹脂は、ショレアの木の幹に切れ込みを
入れて採取します。
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強い接着力を持つ淡い黄色の樹脂
樹木から採取される天然樹脂は、地球

上で最も美しく貴重な樹脂の一つです。ダ
マールと呼ばれる天然樹脂は、東南アジ
アのスンダ列島に広がる落葉樹、特にショ
レア（Shorea wiesneri）の木から採取さ
れます。ショレアの木は、人気の高いラワ
ン材の原料としても知られています。この
天然樹脂は、インドネシア、フィリピン、ボル
ネオ、西インドといった熱帯地域で育つ落
葉樹からも採取できます。神秘的な響き
を持つ「ダマール」という名前はマレー語
起源で、光・樹脂・たいまつといった意味
があります。無色透明ないし黄色がかった
この樹脂からは素晴らしい香りの精
油が採れ、気持ちを明るくしたり、
うつ病を治したりする効果
さえあるといわれ
ています。治療
薬や香料として使
われており、言い伝
えでは、樹脂を焚いたときに出る白い
煙が認知力を研ぎ澄ませ、人に鋭い洞察
力を授けると言われています。

ダマールの特殊な使用法として、天然
の結着剤に用いることがあります。19世
紀以来、ヨーロッパではダマールを多くの
目的で利用してきました。例えば、明るく
透明なニスや接着剤などの製造原料とし
て、また絵画で使うテンペラ絵の具や油
絵の具の添加剤として。AURO社の床
ワックス剤には、亜麻仁オイル、オレンジ
オイル、そして乾燥剤を乳化させるために
ダマールを使っています。ダマールのオイ

ルに含まれる溶剤成分は、乾燥する過程
で揮発するため、ワックスの膜が床の表
面にしっかり残るという効果があります。

アジアでのダマールの採取
ダマールは、前述したアジア産落葉樹

で自然に生成され幹から大量にしみだし
てきます。樹脂の大きさは3センチメート
ル程度、不規則で涙のような形をしていま
す。樹脂は簡単に砕くことができます。そ
のかけらはまだ香りはしませんが、すり潰
すと精油が含まれるため素晴らしい香りを
発します。

木の幹から採取できるこの貴重な
樹脂は、無色透明または

黄色や白っぽい赤色をし
ています。この上質な樹
脂を集めるにはいくつか
の方法があります。木が
自然に分泌した樹脂を
採取する方法や、木から

人工的に樹脂を流れ出させて集める方法
です。後者の方法で採取すると、木はより
多くの樹脂を生成するようになります。木
の幹に深い切れこみを入れ、切り口が自然
に閉じるまで、樹脂を流れ出させるのです。
また、樹脂のかけらの形から、その樹脂が
どのように採取されたかを見分けられま
す。洋梨やこん棒の形をした樹脂は、切れ
込みを入れて得たのではなく、木が自然に
分泌した樹脂です。その他の採取方法とし
ては、倒木の根の周りの地表近くに見られ
る樹脂性物質を掘り出す方法があります。
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スマトラ島への旅 
―熱帯雨林を訪ねて
ヘルムート・ニーダー氏は、AURO社

の製造部門のトップであり、長年にわた
って新たな原材料を発掘してきました。
今回、ニーダー氏はメラ
ンチの木から採れるダ
マールと呼ばれる淡い
黄色の樹脂を探しに、イ
ンドネシアを訪ねまし
た。ダマールは環境に
配慮した塗料やニスの
結着剤として使用され
ます。ジャングルのキャンプ地点に到着
後、ニーダー氏はメランチの木が生えて
いる地点を求めて、鬱

うっそう

蒼と茂る熱帯雨林
の中を探索しました。ニーダー氏の、こ
の旅の感想をご紹介します。

この旅で一番良かった点につい
てお聞かせください。

ダマール樹脂の色合いが豊富で、とて
も美しく感じました。濃い茶色から薄い茶
色、淡い黄色、そして白と様々なグラデーシ
ョンがあり、まるで氷砂糖の塊のようでし
た。去年まで樹脂を流していたメランチの
巨木も見ることができました。木の幹から、
文字通り、新鮮な樹脂が「にじみ出て」いま
したし、固まって幹についた樹脂も見られ
ました。若い木々から、巨木化した古い木
まで見ることができ、とても感動しました。

一番印象的だったのは何ですか？
熱帯雨林特有の湿気の多さと高い気温

ですね。とても暑いので、汗が止まりませ
んでした。雨があまりに強いので、砂でで樹脂採取のため切れ込みを入れたメランチの木
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熱帯雨林の破壊を防止する取組み
南西アジアの人々にとって木々から樹

脂を採ることは、熱帯雨林を過度に開発
することなく、持続可能に利用することを
意味します。これは熱帯雨林の破壊を防
ぐ取り組みと言えます。樹脂を採るため
に木に切れこみを入れても、木の生命力
は失われないため、長年にわたって樹脂
を採取することができるのです。つまり樹
脂の採取は、木材を生産する目的で樹木
を伐採するよりも、経済的に、そして環境
への配慮という点でも、優れているので
す。貴重な樹脂の固まりが私たち使用者
の元に届くまでには、多くの手作業が必
要です。アジアの労働者が樹脂を集め、
大きさごとに仕分けます。木の破片や汚
れを取り除き、袋詰めします。その後コン
テナに積まれ、世界中の買い手の元へ届
けられるのです。

きた道が完全に水浸しになってしまうこと
もありました。トラックで移動していたの
ですが、泥にタイヤがはまってしまった場
合に備えて、予備のトラックが必要でした。

今回の旅の目的を教えてください。
現地で森の管理をしている人たちと直

接話をして、森の現状について理解する
ことです。また、我々が求めている種類の
樹脂を分泌する木を探すことです。

探していた木は見つかりましたか？
残念なことに、茶色の樹脂は塗料の製

造には向いていません。なので、探すのに
少し苦労しました。しかしながら、現地の
先住民の協力で、最後にはとても若いメ
ランチの木を見つけることができました。
この若い木からは、新鮮な白い樹脂が採
れます。樹脂の色が明るいため、塗料の
原料として完璧なのです。

様々なダマールの色

　　　濃い茶色　　　　　　　白

　　�明るい黄色　　　　�　明るい茶色
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大豆オイル

あらゆる応用に向くオイル
大豆オイルは、ツンとするナッツのよう

な心地よい香りを放ちます。大豆オイル
は、中国で紀元前3千年頃から、韓国で
は紀元前1千年頃から栽培されていた大
豆から採れます。このマメ科の一年草は、
元々は牧畜の濃厚飼料栽培の副産物で
した。今日、この植物性オイルは、サラダ
油やマーガリン、食用油といった食品に
主に使用されています。大豆オイルの製
造課程で出る副産物の粉や油かすは、タ
ンパク質を豊富に含んでいるため、飼育
動物の餌になります。美容分野では、大
豆オイルに含まれる脂肪酸をボディケア
や入浴剤に使用しています。

その他、乾性油と
して塗料や新聞の印
刷用インクにも使用
されています。大豆オ
イルは、大
豆を圧搾

するか、または抽出法により得ら
れます。圧搾によって得られたオイル
が淡い黄色をしているのに対して、抽
出法で得られたオイルは茶色がかか
った黄色をしています。AURO社で
は、管理有機栽培（cof）された淡
い黄色の大豆オイルを、洗浄
剤として多くの商品に使

用しています。

素晴らしい大豆の負の一面
大豆は素晴らしい原料である一方で、

南アメリカ大陸の原生林を脅かす存在で
もあります。1970年代以降、大豆ブーム
が巻き起こり栽培が進んだ結果、アマゾ
ンと並ぶ有数の熱帯雨林である大西洋
岸の森林のほとんどの部分と、サバンナ
の大部分が消滅してしまったのです。皮
肉なことに、熱帯雨林の地表は大豆の栽
培に適していないにも関わらず、その栽
培地域はアマゾンの奥地まで広がってい
ったのです。家畜の飼料として大量に大
豆が消費されていることや、大豆栽培の
環境に対する悪影響を考慮すると、私た
ちは一日も早く、持続可能な大豆の栽培
を世界規模で実現させなければなりませ
ん。

生産地
イタリア

from certified 
organic farming

Oils and fats 

cof
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大豆のさやは2～10センチの大きさで、
その中に1～5個の種子が入っています。
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ローズマリーオイル
起源

英名ローズマリー（rosemary）の語源
はラテン語の“ros‥marinus”（ロース・マ
リーヌス：「海のしずく」の意味）で、ローズ
マリーが地中海沿岸原産であり、夜のう
ちに花に露が溜まると言い伝えられてい
ることがその名前の由来です。ローズマ
リーは、最も起源が古く、そして人気の高
い万能のハーブです。様々な効能があり、
強い芳香を放ちます。その香りはカンフ
ァーや森林を思い起こさせます。

ローズマリーは、香辛料として使用さ
れるかなり前から、精油や食用油として、
蒸気浴やハーブティーなどに利用されて
きました。ローズマリーには循環器系や
神経系に活力を与える作用があり、食欲
増進、疲労回復効果もあります。また、防
腐作用もあると言われています。

AURO社での使用
AURO社では、本物のローズマリーの

葉から水蒸気蒸留で抽出したローズマリ
ーオイルを、香料や防虫剤として使用して
います。

“�ラベンダーと心の関係は、ロー
ズマリーと魂の関係に等しい”

（先人の言葉）

万能な植物
古代、ローズマリーは神、特に愛の女

神アフロディテに捧げられた植物で、重
要な役割を持っていました。花嫁は、ロー
ズマリーの花冠を貞節の証として頭につ
ける習慣がありましたし、その記憶力を高
める効果から、古代ローマやギリシャの
学生もローズマリーの花冠をつけていた
ことが分かっています。
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生産地
チュニジア

ローズマリーは主に、フランス、スペイン、�
北アフリカ、バルカン半島で栽培されています。
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カルナバ蝋

知恵の木がもたらす蝋
ブラジルロウヤシの木から採取される

上質なカルナバ蝋は、近年その人気が高
まっています。その理由は、匂いが全くな
いことと、色々な用途に使える可能性が
あることです。ヤシの若葉の表面に分泌
される蝋は、淡い黄色から緑色をしてお
り、軟膏、クリーム、口紅などに粘性や光
沢を持たせるための添加剤として使用さ
れます。約300年も前から、ブラジ
ルの先住民トレメベ
族はこの蝋に多く
の使い道があるこ
とを知っており、樹
高15メートルに及ぶ
ブラジルロウヤシのことを

「知恵の木」と呼んでいました。ブラジル
ロウヤシは、19世紀初頭にやっと商業的
価値が見出され、特にヤシの幹と蝋が主
要な輸出品となったのです。

栽培と蝋の採取
カルナバ蝋のほとんどが、ヤシの若葉

から採取されます。若葉から分泌された
無数の蝋のうろこが葉の両面

を覆い、水分が蒸発す
るのを防いでいま

す。この貴 重な
蝋は、葉をこするか

煮出すことで採取でき
ます。カルナバ蝋は天然由

ブラジルロウヤシは樹高が15メートルにもなり、
「知恵の木」とも呼ばれます。
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来の蝋の中で最も融点が高く、約85℃
です。その収穫は乾季に行われ、9月から
翌年3月にかけて6～8枚の葉をヤシの木
から切り取り、乾燥させて縮ませます。こ
れにより葉についた蝋のうろこが剥れや
すくなるので、葉から叩き落とすか、また
は機械でうろこだけを取り出します。葉
をその成長度合いによってあらかじめ仕
分けしておくと、その葉から採取される蝋
の色調が決まってきます。葉が成長して
いるほど、そこから採れる蝋の色は濃く
なるのです。収穫した葉は、その場で天
日乾燥させてから蝋のうろこを叩き落す
か、または湿らせた後に処理工場へ運び
ます。1本のブラジルロウヤシから生産さ
れる蝋は、年間たった150～180グラムし
かありません。すなわち、100グラムの葉
から、5グラムの蝋しか採取できない、と
ても貴重な蝋なのです。ヨーロッパでは、
カルナバ蝋から汚れや水分を取り除くた
めに、特別な方法で洗浄・漂白していま
す。

AURO社では、クリーニング及びケア・
メンテナンス製品にカルナバ蝋を使用し

生産地
ブラジル

ています。非常に固いので、比較的柔ら
かい蝋に比べて粘度を高めるのに適して
います。また、家具や床に美しい光沢を与
えてくれます。

ちなみに、ブラジルロウヤシは環境の
影響に対しとても強い植物です。その葉
は常に成長し続けるため、枯れるまでず
っと蝋を採り続けることが可能なのです。
つまり、蝋を採取することはヤシの搾取
にはならないのです。この生産方法は、
持続可能で、環境保全と両立するものと
言えます。

53



ベルガモットオイル

フレッシュで生き生きとした、 
そして甘美な香り

ベルガモットは、ダイダイとシトロン（ミ
カン科の果物）の交雑種です。イタリア
半島の「ブーツの爪先」にあたる、南イタ
リア・カラブリア州にある100キロメート
ルほどの海岸線に沿って、世界で唯一栽
培されています。ベルガモットの精油は、
1750年に初めて報告されて以来珍重さ
れ、今日にいたるまで高い人気を誇って
います。明確な原産地は不明ですが、お
そらくアジア原産だと考えられています。
精油は、香水や化粧品、アロマセラピー
などに使用されます。ベルガモットの素
晴らしい香りは、精油が抽出
される皮だけに含まれてい
ます。また、果実は食用に
は向いていません。精油に
は300種 類以上の芳
香成分があるため、
他の自然香料に比
べて非常に複雑な香
りを放ちます。このす がすがし
くフレッシュで、生き生きとした香りを持
つベルガモットの精油は、ほぼすべての
香水に使われており、その甘美な香りを
最後の仕上げとして香水にプラスするの
です。

香料の原料として最高のベルガモッ
ト精油ですが、抗炎症作用があることか

ら、風邪や熱の治療にも使用されます。
レモン・オレンジ・マンダリン・グレープフ
ルーツなどの精油を加えることで、ベル
ガモットの精油の香りを強めることがで
きます。

ベルガモットの木は約4メートルまで
成長します。開花の時期になると、素晴
らしい香りがする白い花を咲かせます。
その果実は11月から翌年2月にかけて
収穫されます。果実の皮だけを使い、圧
搾という方法で精油を抽出します。精油
は流動性の液体で、黄色から緑色をし
ており、甘味のある花の香りを漂わせま
す。AURO社では、ベルガモット（Citrus 
bergamia）の木の果実の皮から採れる
本物の精油を、香料として使用していま
す。

ちなみに、1リットルのベルガモ
ットの精油を抽出するために

は、200キログラムの果実
が必要です。

生産地
イタリア
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ベルガモットの素晴らしい香りは、精油が
抽出される皮だけに含まれています。
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ほのかに甘い香りの黄金色
のオイル

菜種オイルの原料となるアブラナは、
アブラナ科に属する地中海沿岸地域原
産の植物で、ヨーロッパにのみ自生してい
ます。この黄金色の植物は、カブとカラ
シナというどちらも地中海沿岸に分布す
る2種の交雑種と考えられています。アブ
ラナが初めて栽培されたのは中世で、ま
だ歴史の浅い作物です。ランプの燃料は
アブラナから採取されていました。菜種

オイルは当初、多くの苦味成分と、体に有
害なエルカ酸を含んでいたため、食品に
はほとんど利用されませんでした。主な
用途は、ランプ用燃料、潤滑油、洗浄剤
の基本原料などでした。1970～80年代
にかけて、エルカ酸と苦みの含有量が少
ない種が栽培されるようになって初めて、
菜種オイルは世界中で最も重要な植物オ
イルのひとつとなったのです。20世紀末、
菜種オイルは栄養価の高いオイルとして、
また、食用脂の原料として全盛期を迎え
ます。

菜種オイルは、圧搾や抽出により生産
されますが、そのやり方には二種類あり、
大規模な製油工場では高温圧搾法また
は精製、各地に点在する搾油所では常
温圧搾法を用いています。果実の中の黄
色い種子だけがオイルの生産に使われ、
黒くなった莢

さや

はオイルの苦み成分となる
ため取り除かれます。精製したオイルに
比べ、圧搾した菜種オイルの方が、より多
くのビタミン、カロテンを含むため、栄養
価も高くなります。

AURO社では、管
理有機栽培（cof）さ
れた菜種のオイルを、
クリーニング製品の
洗浄剤として使用し
ています。

菜種オイル

from certified 
organic farming

Oils and fats 

cof

アブラナは春に開花し、3週間ほど花を咲かせ
ます。この間、明るい黄色の畑がいたるところ
で見られます。
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生産地
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