
All Right:AromaTime川口三枝子 

レッスン1:精油のもととなる植物 

 

１）学名について 

・スゥーデンの植物学者（   ）によって、決められた。 

（国際命名規約により） 

  

・学名は、通常は（   ）語で、表記される 

・属名と種小名からなる（   ）法で表記される 

 

・下記の学名の意味は？  

・ssp＝（     ）  subspieces 

・var＝（     ）  variation 

・ｆ＝（     ）   form 

・×＝（     ）    

 ・CT とは？（     ） chemo type 

 

２）ケモタイプ精油とは？ 

 

 

 

 

・NardJapan のアロマテラピー定義は、 

（    ）や植物油、ハーブウォーターを用いた（     ）及び（   ） 

 

 

３）植物の代謝 

・光合成は（  ）代謝です 

・精油は（  ）代謝産物である。 
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レッスン２:精油の化学(１) 

１）化学の基礎 

・有機化合物：（  ）と（  ）とが結合した化合物 

 ・原子とは： 

 ・分子とは： 

 ・単結合： 

 ・二重結合： 

 水素 炭素 酸素 

元素記号   O 

手の数   ２ 

原子量   １６ 

・分子式：分子を構成する原子の種類と各原子の数を示した式 

 構造式：原子同士の結合状態を示した式 

例）水（Ｈ₂Ｏ）：分子式（        ）、構造式（       ） 

 

・芳香分子は、構造の基本となる 3 つのタイプ（①②③）と官能基との組み合わせ 

①（    ）化合物：（Ａ    ）骨格を持つ化合物。通常単独では存在せず、 

           2 つ以上が結合して存在する。 

（Ａ   ）×２つ結合 →（       ） 

（Ａ   ）×３つ結合 →（       ） 

（Ａ   ）×４つ結合 →（       ） 

                 分子式： 

                 構造式： 

                 分子量： 

 

②（    ）化合物：（Ｂ     ）を持つ化合物。反応特性が強い特徴があり。 

                 分子式： 

                 構造式： 

                 分子量： 

 

 

③（    ）化合物（鎖状化合物）：精油には少量しか含まれないが、香気物質と 

して重要なものがあります。 

                 分子式： 

                 構造式： 

                 分子量： 
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１－１）モノテルペンアルコール類 

イソプレン C5H8×（  ）＋官能基（    ：－OH） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・作用： 

・主な精油： 

・注意事項：なし 

１－２）フェノール類 

ベンゼン環をもつ（   ）化合物＋官能基（    ：－OH） 

・作用： 

・主な精油： 

・注意事項： 

 

２）異性体 

 ・異性体とは： 

 ・位置異性体とは： 

 ・幾何異性体とは： 

 ・光学異性体とは： 

 

３）・精油の蒸留方法 

 ①（     ）法 

 ②（     ）法（主に、柑橘系果皮から採れる） 

 ③（     ）法（Abs、アブソリュート）精油名（     ） 

  ・油脂吸着法を（        ）という 

  ・溶剤抽出法を（        ）という 

  ・花から油脂吸着してとれたものを（     ）という。 

  ・花から溶剤抽出してとれたものを（     ）という。 

  ・様々な部位からガス抽出してとれたものを（     ）という。 

  ・樹脂から溶剤、又は、アルコール抽出したものを（     ）という。 

  ・種子から溶剤、又は、アルコール抽出したものを（     ）という。  
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レッスン３:精油の化学(２)  

１）芳香成分類の基本 

 テルペン系 

化合物 

芳香族 

化合物 

脂肪族 

化合物 

官能基なし モノテルペン炭化水素類 

セスキテルペン炭化水素 

なし  

水酸基 

ー   

モノテルペン     類 

セスキテルペン    類 

ジテルペン      類 

（芳香族アルコール） 

       類 

(脂肪族アルコール類) 

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ基 

 －    

 

          類 

 

          類 

 

         類 

エーテル結合 

 －    

 

            類 

 

             類 

 

ケトン基 

 ＝    

 

          類 

エステル結合 

 －    

 

            類・ラクトン類 

カルボン酸 

 －COOH 

カルボン酸 (    酸) 
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２）モノテルペン炭化水素類 

 

 

 

 

 

３）アルコール類 

・1 級アルコールは、（       ） 

・２級アルコールは、（       ） 

・３級アルコールは、（       ） 

 

５）精油の条件 

①(    )、(    )、(    )が明らかであること 

➁(    )、(    )、(    )、(    )、(    )について、 

ロットごとに国内で分析・検査され、結果に問題がないことを確認されており、 

その結果を公開しているもの 

・精油は、（        ）により、分析される 
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レッスン4:精油の化学(3)  

１）植物油の化学の基本 

・アブラとは？ 

①圧搾法でとれる植物油： 

②溶剤抽出法でとれる植物油： 

③浸出油でとれる植物油： 

２）植物油の化学の基本   ＊P50 の表は全て大事です！ 

・脂肪酸の構造は？ 

・飽和脂肪酸とは？ 

・不飽和脂肪酸とは？ 

・一価の不飽和脂肪酸とは？ 

・多価の不飽和脂肪酸とは？ 

 ①一価不飽和脂肪酸名と多く含まれる植物油名： 

 ②多価不飽和脂肪酸名と多く含まれる植物油名： 

・ビタミン E を多く含む植物油名： 

・植物油が酸化する要因： 

・ヨウ素価とは？ 

・乾性油とは？及び植物油名： 

・半乾性油とは？及び植物油名： 

・不乾性油とは？及び植物油名：  

・乾性油とは？及び植物油名：  

４）植物油の品質と利用 

・植物油の品質規定４つ：  
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レッスン５：からだのしくみと働きの基礎知識(ホメオスタシス) 

２）健康を維持する機構 

・ホメオスタスタシスとは？ 

・代替医療法としてのアロマテラピーの特徴は： 

・香りが体に与える影響（精油が届くルート） 

 ① 

 ② 

・脳の構造 

Ａ（大脳   ）：発生学的には（   ） 

       （     ）な活動を担う 

 

Ｂ（大脳   ）：発生学的には（   ） 

       （     ）な活動を担う 

・視床下部とは： 

 

4）ヒポクラテスの体質診断とアロマテラピー 

・ヒポクラテスの体質 

A：    質（湿って冷たい） 

B：    質（乾いて冷たい） 

C：    質（湿って温かい） 

D：    質（乾いて温かい） 

 

・A タイプの方の必要な精油成分の場所と主な精油名を１つ： 

・B タイプの方の必要な精油成分の場所と主な精油名を１つ： 

・C タイプの方の必要な精油成分の場所と主な精油名を１つ： 

・D タイプの方の必要な精油成分の場所と主な精油名を１つ： 
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レッスン6：薬理学 ＊P７７体内動態の図は全て大事です！ 

・化粧品と医薬部外品の違い： 

ｐ２４２の問題の回答 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

２）薬理学の言葉の基本 

・LD50 とは： 

３）皮膚塗布による浸透と吸収 

・シナジー効果とは： 

・クエンチング効果とは： 

・皮膚についての基礎知識（図を参照） 

 Ａ： 

 Ｂ： 

Ｃ：皮下組織（皮下脂肪） 

 

・精油がからだに与える影響 

 吸収とは： 

 浸透とは： 

 

・浸透・吸収の３つのルート： 

・浸透・吸収性に影響する因子： 

 

（復習）皮膚塗布するときに注意を要する芳香成分類 

①光感作のあるもの：（     ）類 

注意：光感作作用あり、塗布後 4-5 時間は直射日光に当てない 

  柑橘系果皮の精油、圧搾法に含まれることが多い 

  精油の例（               ） 

 ②皮膚刺激のある芳香成分類 

  （     ）類：（  ）％以下に希釈。精油例（          ） 

  （     ）類：（  ）％以下に希釈。精油例（          ） 

  （     ）類：（  ）％以下に希釈。精油例（          ）  
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レッスン７：嗅覚と香り 

・香りが脳へ届くのルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊嗅上皮は、（   ）から分泌される粘液層で覆われています。 

＊嗅細胞は、約（  ）日サイクルで新しい細胞と置き換わります。 

＊B（   ）で匂い物質が、E（   ）に結合して、活動電位となり、 

情報伝達されます。 

＊１つの嗅細胞には、１種類の E があります。 

  ヒトには、約 400 の E があり、約 40 万種類の匂いの違いを認識しています。 

 

３）においとは 

・物質が”におう”ための条件： 

 

・検査閾値とは： 

・認知閾値とは： 
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レッスン8：調香１ 

２）香りを知る 

・ムスクの香料名、採取元： 

・シベットの香料名、採取元： 

・アンバーグリスの香料名、採取元： 

 

４）調香の基本 

・アコードとは： 

・ブレンドの方法（２つ）： 

 

（復習）香りのノート 

 （   ）ノート：香り立ちの早いもの（精油の例：       ） 

 （   ）ノート：香り立ちが中程度のもの（精油の例：       ） 

 （   ）ノート：香り立ちが遅いもの（精油の例：       ） 
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レッスン９：神経系 

 

２）神経系の基本 

・ニューロンの構造 

 ① 

 ② 

 ③ 

 ④ 

 

・神経線維     伝達スピード 

 有髄神経繊維・・・   い  

 無髄神経繊維・・・   い  

 

・自律神経系 

神     神経（  ・   ）     

経               神経    神経 

系     神経              神経 

 （脳神経・脊髄神経）    神経   神経：（        ）時に 

                      神経：（       ）時に 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

（参考：ケトンの毒性の起こる過程） 

 ①血液から（  ）を通して 

 ②（  ）を破壊して死亡を分解する作用 

 ③興奮、麻痺状態を伴う神経障害、鬱状態、ひどい場合は昏睡状態を起こす。 

  

 交感神経 副交感神経 

瞳孔   

末梢血管   

気道   

血圧   

心拍   

消化液分泌   

消化管運動   
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レッスン１１：ストレスケア 

１）ストレス概論 

①          ：生体は外部の環境の変化にもかかわらず、体内の環境

（内部環境）を一定に維持しようとする力が働くことを主張 

（②が、後にこのことを”ホメオスタシス”と名付けた） 

②          ：ストレスにより、以下の身体反応を発見 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

③             ：ストレスの種類にかかわらず、３つ体内の変化を

発見し、発表した。これを”            ”と呼ぶ 

１） 

２） 

３） 

 

 

 

 

 

 

 


