スプルース
生きることへの不屈の意志、
持久力、強さ、同調と隷属
して生きることを拒む自由
な精神の象徴と言われる木
である。そのエッセンシャ
ルオイルは自分自身のスピ
リットを呼び起こすための、
勇気、努力、自信、忍耐の

ヘムロックスプルース：イースタ

込まれて生垣として使用されると

ンヘムロック、ヘムロック、カナ

いうことです。3

ダツガ

スプルースという名前は「プロ

ブラックスプルース：アメリカク

イセンから」を意味する spruse

ロトウヒ

に由来します。4

ホワイトスプルース：カナダトウ
ヒ

（トウヒ）とパイン（マツ）を見
分けるために役立つアドバイスを

科名

紹介しましょう。小枝の同じ箇所

マツ科

から出ている針葉の数を数えるの

足りない人によい。1

です。もし、小枝から出ている針

植生と原産地
フィッシャー・リチィのこの言
葉はパインの特徴を説明したもの
ですが、スプルースにもあてはま
ると私は思います。

スプルースは大きな常緑樹で高
さ 50m にも成長します。ヘムロ
ックスプルースの名でも知られて
います。アメリカの東海岸が原産

学名

地です｡アークタンダーによると、

ノルウェースプルース（トウヒ

「スプルースオイル」の原料には

属）：Picea abies L.

数種類の樹木が使われていること

ヘムロックスプルース（ツガ
属）：Tsuga canadensis L.
ブラックスプルース（トウヒ
属）：Picea mariana (Mill.) Britton
ホワイトスプルース（トウヒ
属）：Picea glauca (Moench) Voss

ファー（モミ）とスプルース

が多いということです。2

葉の数が 2、3、5 のいずれかなら、
マツです。小枝から 1 つしか針
葉が出ていなければ、モミかトウ
ヒです。針葉を 1 つちぎって、
指先でつまんで転がしてみましょ
う。針葉が平らで転がしにくい場
合は、モミです。針葉が四面体で、
転がしやすい場合はトウヒです。
5

タッジによると、ヘムロック
（ツガ属）には、背が高く、うっ

抽出方法

そうと茂り、針のような葉を持つ

数種類のスプルースの樹木の葉

という針葉樹そのものを体現して

と小枝から水蒸気蒸留法によって

いるスプルース（トウヒ）に似た

抽出します｡

タイプの木がいくつかありますが、

異名

アメリカ東海岸に見られる T.

ノルウェースプルース：コモンス

canadensis（ヘムロックスプルー

プルース、ヨーロッパトウヒ

ス）は小ぶりで成長が遅く、刈り

特徴
スプルースオイルは薄黄色から
無色で、とても心地よい、バルサ
ム系のフレッシュな香りでアンダ
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ートーンは少しフルーティです｡

も、特定の品種だけから抽出され

を頻回スプルースビー

原産地や原料となる樹木の種類に

たスプルースオイルを入手するこ

ルで洗うとよい。10

よって香りの性質は異なります。

とが困難だろうことは想像がつき

2

ます。このことはスプルースオイ
ルが 1 つの特定の樹木種から採

化学組成

取されることはあまりないという

ヘムロックスプルースオイルの

グンターの記述からも確認できま

一般的な化学組成は次のとおりで

す。蒸留するために集められた樹

す。

木を種ごとに選別する作業が行わ

トリシクレン（1.3%）、α-ピネ

れていないため、市販のスプルー

ン（12.1%）、カンフェン

スオイルの物理化学的な性質には

（13.4%）、β-ピネン（16.0%）、

かなりバラツキがあることになり

リモネン（12.0%）、β-フェラン

ます。8

プルースビールを活用しました。
10

1905 年に出版された、薬に頼
らず、食べ物で治療することにつ
いて書かれた本には、ノルウェー
スプルースファーから作るスプル
ースビールは、飲みやすく、栄養
性リウマチの緩和に役立つと書か

ハーブ療法

れています。10

p-シメネン（0.2%）、酢酸ボルニ

英国薬草薬局方によれば、ヘム

ル（37.6%）、テルピネン-4-オー

ロックスプルースの樹皮の煎じ薬

ル（0.1%）、β-カリオフィレン

は下痢、膀胱炎やおりもの、口内

（0.9%）、酢酸シトロネリル

炎、歯肉炎に効果があるというこ

（0.1%）、α-テルピネオール

とです｡9

（0.6%）、ボルネオール（0.1%）、

員の健康と壊血病防止のためにス

のある飲み物で、壊血病対策や慢

ドレン（4.9%）、p-シメン
（0.1%）、テルピノレン（3.7%）、

ジェームズ・クック船長は、船

19 世紀、北アメリカの入植者

食品・香料・フレーバー
スプルースオイルは、部屋用芳
香剤、香水、バスケア用品、家庭
用掃除用品に幅広く使用されてい
ます。2
その他の用途

α-酢酸テルピニル（0.1%）、ピペ

たちはスプルースの葉の先端を集

リトン（0.6%）、酢酸ゲラニル

めてビールを香り付ける、スプル

スプルースの木はクリスマスツ

ースビールを作りました。スプル

リーによく使われる木の一つです。

ースビールは抗壊血病薬として使

5

6

（0.2%）。

ブラックスプルースオイルの一

スプルース材は建材として幅広

般的な化学組成は次のとおりです。 用されました。イギリス海軍の軍
医だったジェームズ・リンドはス
α-ピネン（13.7%）、カンフェ
プルースビールを高く評価し、
ン（8.1%）、リモネン（5.2%）、
1753 年に次のように記していま
酢酸ボルニル（36.8%）、β-ピネ
す。
ン（14.2%）、カンファー

く利用されています。北米では、

（4.9%）、δ-3-カレン（3.4%）、

生または乾燥させたブ

のどの木からも、節が比較的小さ

β-ミルセン（2.8%）、β-フェラン

ラックスプルースまた

ドレン（2.1%）、ボルネオール

はそのエッセンスから

（1.4%）。7

作るニューファウンド

偽和
スプルースオイルが偽和されて
いるかどうかについての情報はあ
りませんでした。偽和が行われて
いる可能性はおそらくないとして

ランドのスプルースビ
ールは最高の薬である。

北米材、SPF 材（スプルース、パ
イン、ファーが混在した木材）な
ど、さまざまな一般名で呼ばれま
す。スプルース、パイン、ファー
めの高品質の木材が取れます。
SPF 材を建材として使用する場合
は、室内利用に限定した方がよい
ようです。11
パイン材はスプルース材よりも

スプルースビールは毎

安価で入手やすい傾向があります。

日飲むべきである。発

パイン材はスプルース材よりも弱

疹があるときは、患部

いですが、スプルース材よりも樹
脂を多く含むので、最終製品の耐
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久性は高いです。スプルース材は

よび卵巣のホルモンバランスを整

無限のエネルギーまで深

ギターやバイオリンなどの楽器を

えるということです。17

く降りていく。

12

作るのによく使用されます。
薬理学・臨床研究
抗微生物活性

P. abies（ノルウェースプルース）
のエッセンシャルオイルには、グ
ラム陽性菌と真菌に対する抗微生
物作用があることが確認されまし

ホームズはホワイトスプルース
オイルとブラックスプルースオイ
ルが似た機能を持つ一方で、神経
−内分泌−免疫系の機能を回復させ
る働きを持つのはブラックスプル
ースだけだと述べています。ホワ

くもりのように、スプル
ースは副腎からのエネル
ギーの流れを活性化し、
毎日に新鮮な気分とみな
ぎる力をもたらす。19

イトスプルースはモノテルペン類
をより多く含んでいるので、むし

13

た。

顔を照らす太陽の光のぬ

呼吸器系

ろ刺激剤として、または痛みを抑

喘息、気管支炎、風邪、インフ

える鎮痛剤として使用した方がよ

ルエンザ、咳、呼吸機能の低下な

ブラックスプルースオイルがラ

いということです。ホワイトスプ

どに高い効果を発揮します｡15

ットの記憶機能を向上することが

ルースオイルは粘液溶解作用のあ

強壮作用

in vivo の実験で判明し、その作用

る刺激性の去痰剤だということで

機序はアセチルコリンエステラー

す。18

向知性活性

ゼ阻害作用に由来するのではない
かと言われています。14

作用
抗微生物、消毒、鎮咳 、収れ
ん、発汗、利尿、去痰、神経調和、

ッセンシャルオイルには刺激性の

実際にスプルースオイルを神経

あるモノテルペン類と鎮静作用の

−内分泌−免疫系の強壮剤として使

あるエステル類がバランスよく構

用できるかどうかについてはさら

成されていると述べています。針

なる研究が待たれます。

葉樹系のオイルは、内分泌系の強

筋骨格系

壮剤となるホルモン様作用のある

筋肉痛、血行不良、リウマチの

引赤、強壮｡15,16

ルースオイルを治療目的で使用す
ることに関しては臨床データがあ
りません。しかし、シュナウベル
トの針葉樹系のエッセンシャルオ
イルの化学組成についてのコメン
トは興味深いものです。シュナウ
ベルトは針葉樹系のオイルには刺
激性のあるモノテルペン類と鎮静
作用のあるエステル類がバランス

のホルモンバランスを整えるとい

心理面

アロマセラピーにおいて、スプ

多環式テルペノイド化合物を含み、
下垂体、甲状腺、副腎および卵巣

ケアにお勧めです。15
アロマセラピーにおける利用法

シュナウベルトは針葉樹系のエ

ホームズはブラックスプルース
を精神的疲労と消耗に勧めていま

うことです。17
エネルギー

す。やる気や気力がないとき、元

中医学によると、スプルースオ

気が出ないとき、うつ状態のとき

イルは気と陽を強壮し、神を強化

に使用するとよいということです。 するということです。18
18

気と神が弱っているときは、疲労
ゼックはスプルースの心への強

を感じたり、感染症が再発したり、

壮作用について次のように説明し

やる気がなく、うつ状態に陥るこ

ています。

とがあります。
ブラックスプルースは風邪、イ

よく構成されていると述べていま

苦しみが長く続きすぎて、

す。針葉樹系のオイルは、内分泌

敗北感と疲労があなたの

ンフルエンザ、感染症の再発を防

系の強壮剤となるホルモン様作用

毎日を侵食しているとき、

ぐ衛気を強壮します。18

のある多環式テルペノイド化合物

スプルースの爽やかな芳

ブラックスプルースは肺気、腎

を含み、下垂体、甲状腺、副腎お

香があなたの奥底に眠る

陽気を強壮します。肺気、腎陽気
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が足りなくなっているとき、慢性

は INTJ タイプです。彼らは責任

ームズは述べています。困難な状

の咳、くしゃみ、喘鳴、胸の痛み、 感が強く、頼りがいがあります。

況に直面したとき、自分の内側に

スタミナ不足、肉体的・精神的疲

あまり話さず、秘密主義です。時

力を見出す助けをしてくれます。

労、腰痛、恐れといった症状が現

間を守り、正確で、入念です。集

私たちの奥底にある力と希望の源

れることがあります。18

中力があり、気が散ることはあま

からエネルギーを引き出す助けを

りありません。一人で仕事をする

スプルースオイルはしてくれるよ

パーソナリティ

ことを好み、邪魔されるのを嫌い

うです。スプルースは私たちを、

パイン、ファー、スプルースに

ます。控えめで気取りがなく、地

集団としての過去、先祖伝来の知

は共通の特性がたくさんあると私

に足が着いています。変わりたが

恵とつなげ、未来へと向かってい

は考えています。以下のワーウッ

らないところがあります。人をす

く深く揺るぎない力の源泉になる

ドのパインパーソナリティの説明

ぐに決めつけるところがあります。 のです。18

はスプルースにも当てはまると私

付き合っている相手に非常に入れ

は思います。

込みます。

アロマセラピー

パインは自分自身の行動だけで
なく、他人の間違いや悩みにまで

ブレンディング

サトルアロマセラピー

筋骨格系の炎症、硬直、痛みと

責任を感じてしまうタイプにお勧

スプルースは自分の内面との対

いった症状の緩和には、スプルー

めです。パインオイルは肯定感、

話を促進します。直観志向の人に

スオイルをブラックペッパー、ジ

自信を回復させ、過剰な罪悪感を、 客観的思考と明晰な思考をもたら
します。スプルースはスピルチュ
許しと自己容認に置き替えてくれ

ンジャー、クンゼア、スパイクラ

アルな道を現実的に歩むこと、つ

などとブレンドするとよいでしょ

まり、地に足の着いた知恵と直観

う。

ます｡20
パインパーソナリティは柔和で
やさしいタイプで、間違いを起こ
すことを恐れています。自己批判
的で、いつもあらゆることで人に
謝っています。物事が変化するこ
とは受け入れますが、変化を望ま
ない傾向があります。20
パインは、まるで高山の森の中
のウォーキングのように、冷静に
自信を持って大事な決断をする助
けをしてくれるとワーウッドは言
います。パインパーソナリティは、
自分自身や仕事に決して満足する
ことがなく、なぜもっと頑張れな
かったのかと自分を責めます。仕

ベンダー、パイン、ローズマリー

的理解を活用して、前進し、選択

咳や鼻づまりの緩和には、スプ

していくということを教えてくれ

ルースオイルをアニシード、カユ

ます。スプルースは直観を下支え

プテ、サイプレス、1,8-シネオー

し、自分自身そして他人に対し、

ル含有率の高いユーカリ類、フラ

慈悲の心を持つことを教えてくれ

ゴニア、ニアウリ、パイン、タイ

ます。自分の誤りや恐れにかかわ

ムなどとブレンドするとよいでし

らず、相手に対し、慈悲の心を持

ょう。

つことを可能にしてくれます。21

疲労、スタミナ不足、副腎疲労、

ラバブルによると、スプルース

ストレスを緩和するためには、ス

オイルはエネルギーのバランスを

プルースオイルをベルガモット、

整えるのによく、開く性質、上昇

ブラックペッパー、ジンジャー、

する性質があるので、あらゆるサ

レモン、ガルバナム、グレープフ

イキックワークによいということ

ルーツ、低温圧搾ライム、パイン、

です。16

ローズマリー、ベチバーなどとブ

事中毒で、楽しみ方を忘れてしま

ホームズは、ブラックスプルー

っているタイプです。ものすごい

スオイルを吸い込むと、魂レベル

ホームズは、ブラックスプルー

の力と持久力を引き出すと述べて

スとスコッチパインのブレンドを

います。スプルースの香りは中心

神経−内分泌−免疫系の回復・強壮

軸を与え、増強し、力づけるとホ

剤として勧めています。18

20

量のエネルギーの持ち主です。

マイヤーズ・ブリッグスのパー
ソナリティ論で言うとスプルース

レンドするとよいでしょう。
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