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効力が有効に引き出せるのであり、
食用に用いるとかえってピッタを
文：蓮村

奮

★

乱し、目や皮膚の問題を起こすこ
とがありますのでご注意ください。
また紅花油は、人が食用とするべ
きではない油の代表ですから使わ

今回のトピックスは 油 につい

表では、各ドーシャ毎に食用に

てです。普段私たちは、油を食事や

適切な油と不適切な油を分類しま

さらに、オリーブ油がヴァータ

オイルマッサージなどに使用し、体

した。表によれば、全ての体質に

に適切な油の項目に入っています

内に適切に取り入れ、免疫力の強い、

良い食用の油というのはなく、体

が、この油は身体を冷やす効果が

丈夫な身体作りに役立てています。

質によって適切、不適切がありま

多少あるので、消化力が弱い方は

適度に油を含む食事は消化力（アグ

すから、とくに自分の乱れている

少なめに使うなど気をつけたほう

ニ）を高め、身体に滋養と喜びを与

ドーシャに合わせて上手に使って

が良いようです。ココナッツ油に

えます。毎日のオイルマッサージは

ください。一方、全ての体質に不

は 身 体 を 冷 や す 効 果 が あ る の に、

肌に潤いと輝きを与え、全身の免疫

適切な油としては、表のごとくゴ

なぜヴァータに適切なのかと申し

力を高め、若返りを促進させます。

マ油と紅花油があります。ゴマ油

ますと、ココナッツ油には重いと

では、私たちが日常で使う食用油

は、一般に抗酸化作用が強いとさ

いう質があり、それがヴァータを

をマハリシ・ヴェーダ医療の観点か

れますが、ただそれもオイルマッ

鎮めるのに役立つからですが、や

ら考察してみましょう。表をご覧く

サージとして使用することでその

はりオリーブ油同様多くを使うと、

ださい。

ないで下さい。

身体を冷やしますから気をつけて
下さい。
不適切な油

適している油
ギー、ひまわり油、コーン油
ヴ
纊
ῴ
タ

ピーナッツ油、ゴマ油、紅花油

また、表には載っておりません
が、アーモンド油は大変目に良い

マスタード油、ココナッツ油

ので眼精疲労などの症状でお悩み

少量のオリーブ油

方はぜひ使うとよいでしょう。そ
の他、グレープシード油を使って

ギー、オリーブ油、ココナッツ油
ピ
兊
タ

ゴマ油、ピーナッツ油、紅花油、
ひ ま わ り 油、コ ー ン 油、マ ス
タード油

いる方もいらっしゃると思います
が、この油は重い質を持ちますか
ら、消化力が十分にある場合に使
うのが良いと思います。
油 を 上 手 に 使 い、老 化 を 防 ぎ、

少量のギー、少量のひまわり油、 ココナッツ油、ひまし油、ゴマ油、
カ
パ

少量のマスタード油

紅花油、ピーナッツ油

いつまでも若々しく元気でお過ご
し下さい。
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Dr. タナカの

診察室の窓
文：田中

に依存しているのです。
さらには、花粉症、喘息、アトピー
性皮膚炎などのアレルギー疾患も、体
内の異常な免疫反応で引き起こされま
誠紘

消化力（アグニ）について

す。花粉、ほこり、ペットの毛などが
生体のなかで過剰に反応して生じるも
のですが、これらの外的要因を減らす

アグニ（AGNI）は、サンスクリット

１３種類の消化力が正常にはたらく必

だけではなく、消化力を高めることや

語で、
「火 」を意味します。
「火」は宇

要がありますが、なかでも最初の胃腸

消化力であるアグニに最も関係する

宙創造の元といわれる五元素の一つで

の消化力が重要で、胃腸の消化力が減

ピッタを整えることが治療の基本とな

す。アーユルヴェーダでは、消化力を

弱すると、残りの１２種類の消化力も

ります。

アグニという言葉で表現します。この

弱まります。

これまで消化力が弱いことが原因で
免疫力低下するものをみてきましたが、

消化力は、アーユルヴェーダの健康の

食物の精妙な最終産物といわれる

定義でも、消化力が正常であることが

オージャス（OJAS 活力）は、７つの組

なかには、消化力が過剰になることも

条件とされ、消化力を改善することは、

織要素にそれぞれのダートウ・アグニ

病気です。消化性潰瘍がその代表です。

健康増進や病気の治療には不可欠なも

が作用して産生されます。このオー

この病気では最近ピロリー菌が関与し

のです。

ジャスは、７つの組織要素の正常な変

ていることが消化器医学界のトピック

換と機能を助け、免疫力を高める作用

スとなり、ピロリー菌の繁殖で炎症が

胃腸の中に入った食物を消化する力を

をもち、心身の健康にとって大切なも

悪化し、潰瘍治癒が遅れるというもの

意味しますが、ヴェーダ医学では、胃

のです。オージャスは、主に食物から

で、この菌に対する強力な抗生物質が

腸から吸収されたものをさらに消化し

作られるので、食物がきちんと消化さ

一般臨床でも使われてきています。こ

て７つの組織要素である血漿（リン

れればそれだけオージャスの産生も高

れは、ヴェーダ医学からみると、過剰

パ）
、血液、筋肉、脂肪、骨、骨髄（神

まります。

の消化力から食物を燃やし尽くし、

消化力というと、一般的知識では、

経）
、生殖組織などをつくる代謝過程も

ほとんどの病気は、消化力が弱く

オージャスの産生が損なわれるため結

消化力に関係します。もう少し詳しく

なっておこるともいわれます。具体的

果的に免疫力に何らかの問題が生じる

いうと、まず食物は胃腸のジャータ

な例をあげますと、風邪をこじらせて

ことが予想されます。ですから、アグ

ラ・アグニにより消化吸収された後、

肺炎になることがあります。これは、

ニが強ければ良いというものではなく、

主に肝臓において空、風、火、水、土

個 人 の 免 疫 力 が 関 係 し て い ま す。

バランスが大切になります。また、弱

の五元素でできている外界の食物を体

ヴェーダ医学では、インフルエンザウ

いアグニは、アーマという未消化物の

内の栄養に変換するブータ・アグニ

イルスという病原微生物などの外的要

生成にも関係してきます。９０％の病

（別名パンチャマハブータ・アグニ）に

因よりも病原微生物を受けつけない、

気がこのアーマによる管の詰まりが原

よる消化代謝を経て、７つの組織要素

抵抗する力である免疫力をつけること

因といわれます。季節柄、冷たいもの

ダートウをつくる経路になります。７

を重視します。その免疫力を高めるこ

の飲食には注意しましょう。

つのダートウにもそれぞれのダート

とは、オージャスに関連しており、実

ウ・アグニがあります。これら全部で

はオージャスを高めることは、消化力
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アーユルヴェーダ
ペンギン博士の

薬草学
文：小澤

固いデーツ、小粒のデーツ、大粒のデー
ツ、甘味の少ないもの、甘味の多いもの
と多種多様です。甘味の少ない固いデー
ツは主に料理用です。甘味の多いものは
そのままでも食べられます。甘めの小粒
のカドラビ種やメジョール種は前世紀初

養能士

期、北アフリカのモロッコから米国カル
フォルニアへの移植に成功し、大量に生

ペンギン博士が子ペンギンだった頃、

ツと呼ばれます。特にナツメヤシの実の

産されるようになっています。オーガ

庭に小さなシュロの木がありました。南

デーツはドライフルーツ化され世界中で

ニックのものもあり、米国だけでなく世

国を感じさせる植物さんで大きくなった

食べられています。砂漠乾燥地域では重

界各国へも輸出されるようなりデーツが

らヤシの実がなるのかなっと夢をみてい

要な主食となっています。アラブ地域で

アラブ世界から世界のドライフルーツへ

たものです。そのシュロは２０年以上

は今でもデーツと水を主に長期間の砂漠

となったのです。

たって３メートル以上に高くなりました

旅行を行っているそうです。アラビアの

デーツは鉄分豊富でラサヤナのアイア

がヤシの実はなりませんでした。

ロレンスの好物としても知られています。

ンリッチ（鉄分補給に良い）などにも使

アラブ世界ではナツメヤシは「生命の

われています。また、ヴァータとピッタ

シュロはヤシ科の植物さんではありま
すが、ココナッツのなるヤシではなく、

樹」として表現され、実、葉、幹、すべ

を鎮める効果があり、腎臓病、尿通困難、

別のご家族の出だったと知ったのはずい

てが有用なので、富の象徴でもありまし

肺病、気管支炎、咳、焼けるような感覚、

ぶん後のことです。もっとも、本物のコ

た。不死鳥フェニックスの名前でも呼ば

胃炎に良いとされています。ナツメヤシ

コヤシの木であっても、本州地域での結

れていることにもそれが表れています。

の葉、花、種にもそれぞれ薬効が知られ

実は温室でも難しいそうです。

古代ユダヤではこれを勝利の象徴と見な

ており、医療目的でも大変活用されてい

シュロより南国のイメージを感じさせ

し、この伝統はギリシアやローマに受け

ます。

てくれ耐寒性のある植物さんがカナリー

継がれ、オリンピックや剣闘士の闘いに

ソフトで美味しいメジョールデーツを

ヤシで、大阪などでも街路樹として植え

おいて戦勝の象徴にヤシの葉の輪や冠が

ホットミルクとともに食べ、シュロの実

られています。本州九州などのリゾート

与えられました。ローマ軍は征服地を行

も美味しいかななどと想像するペンギン

ホテルなどにも良く植えられています。

進するとき、列の先頭にこれを掲げたそ

博士でした。

気候が良いと樹径が１ｍぐらいまで太く

うです。キリスト教徒にとってもナツメ

なり２０ｍ以上に成長します。乾燥熱帯

ヤシは必須です。民衆がヤシの葉を道に

地域で有名なのがナツメヤシです。樹高

敷いてキリストを迎えた故事があり、今

約３０ｍで５ｍにもなる羽状葉を持って

でもナツメヤシの葉が伝説行事で使われ

います。根も地中深く入り、乾燥地域で

るそうです。

もよく育ちます。

ナツメヤシは雌雄異株で、５０本に１

いずれのヤシも幹や葉の形がココナッ

本ぐらいの割合で雄株が植えられるそう

ツの木に似ていますが、ココナッツのよ

です。小ペンギンが一緒に育ったシュロ

うな大きな実はなりません。ナツメのよ

さんも雌雄異株で１本だけだったので実

うな形をした小粒の実がブドウの房のよ

ができるわけなかったですね。そのナツ

うな感じで一杯なります。その実はデー

メヤシにも大変多くの品種があります。

シュロの仲間

羽状葉のヤシの仲間

アムリットＭ４タブレットタイプ 新発売！
Ｍ４ジャムの砂糖、蜂蜜、ギーを除き、濃縮して細長い錠剤にしたものです。
Ｍ５ハート型と同じように食べやすくなりました。
マハリシ・アーユルヴェーダ入門小冊子、マハリシ・アーユルヴェーダ製品解説等 資料、サンプル無料配布中

１月分約６０粒（約６０ｇ）入り
７ 5 ００円（消費税別）

有限会社 アムリット
〒510-8121 三重県三重郡川越町高松985-7 TEL:0593-65-8631 FAX:0593-65-7376
URL http://www.amrit.jp/ e-mail info@amrit.jp
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＜材

料＞‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑３〜４人分

ϲフライパンにヒマワリ油を熱し、アスパラガス、

アスパラガス .................................................１束

絹さや、油揚げを加えて炒め、野菜に火が通ってき

絹さや .........................................................100g

たら、ジンジャーパウダー、クミンパウダー、コリ

油揚げ........................................................１枚

アンダーパウダー、塩を加え、スパイスが全体にな

ジンジャーパウダー .......................大匙１

じむように混ぜ炒める。
イチロウの

クミンパウダー ..........................大匙１
コリアンダーパウダー ..............大匙１
塩 ...........................................小匙１
ヒマワリ油 ..............................大匙１

旬野菜の３種スパイス
サブジ

【作り方】
ϱアスパラガスはかたい根元を除き、５ cm く
らいの長さに切る。絹さやは筋をとっておく。油揚
げは熱湯をかけて油ぬきをして水気をよくしぼり、
半分に切り分け幅５ mm くらいにきざんでおく。

ご閲読のご案内
『SOMA PRESS News Letter』は、送料実費として各号１００円＋消費税を申し受け、毎月お送りすることもできます。
１年分の送料１ , ２６０円を郵便局の下記口座にお振込ください。毎月 15〜20 日頃に郵送にてお届けいたします。
口座番号 :

-４-

00100‑5‑725723 加入者名 : 日本マハリシアーユルヴェーダ健康教育センター
※通信欄に「○月号から閲読希望」とお書き添えください。

● Supervisor：蓮村

奮

● Chief Editor & Editorial Designer：大江イチロウ

