
＜アーユルヴェーダ基礎：自分のドーシャを知る＞ 

 

3 つのドーシャはそれぞれ次のように構成されています。 

 

風のエネルギー「ヴァータ」は空と風の元素から構成され、軽・冷・乾・粗・動の性質を持ち、肉体の運

動、感覚の刺激や神経の伝達、呼吸といった働きを司ります。 

 

火のエネルギー「ピッタ」は火と水の元素から構成され、熱・鋭・流・変・液の性質を持ち、体内における

化学変化、食物の消化・吸収、代謝といった働きを司ります。 

 

水のエネルギー「カファ」は水と地の元素から構成され、重・冷・遅・油・緩の性質を持ち、身体に結合エ

ネルギーとして、肉体の構造や体力の維持、同化作用といった働きを司ります。 

 

アーユルヴェーダではこれらのドーシャが身体においてバランスがとれている状態を健康としますが、一

方でこのドーシャのバランスが最も良い状態というのは個々人によって異なります。 

ドーシャのバランスは生まれもったものであり、この個々人における最適な状態（資質）をプラクリティ

（その人自身にとっての本質の意味）と呼んでいます。 

 

この基本的なドーシャ・バランスを意味するプラクリティは、先天的なバース・プラクリティと後天的な

ボディ・プラクリティの二種類があり、バース・プラクリティは生まれもった資質で変化はしませんが、

ボディ・プラクリティは生活における食生活や習慣などの後天的な要因によって変化していきます。 

 

アーユルヴェーダにおいては、現状の体質がボディ・プラクリティによるものとされているのであれば、

食事や生活習慣によって他のボディ・プラクリティや本来のバース・プラクリティに「変化」することも

可能であると考えられています。 

 

        



       

 

＜アーユルヴェーダ体質診断＞ 

アーユルヴェーダでは、健康を診断する際に、ヴァータ・ピッタ・カパの 3 つのドーシャの

中で、どの傾向が強いかを診断します。ドーシャは、様々な外的要因や、精神的なものの影

響も受けながら、常に変化します。必ずしもどれか一個に属するとは限りません。ヴァータ

とピッタが同じ数の場合は、ヴァータとピッタ両方の傾向が強くなります。また、3つが同

じ数の場合もありえます。その場合は、全てのバランスが取れていますが、逆にバランスが

崩れやすいので注意が必要です。自分の傾向を知るひとつのツールとして試してみてくだ

さい。 
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診断方法 

 

下の表で項目ごとに当てはまる特徴をチェックしてください。 

 

ヴァータが何個、ピッタが何個、カパが何個になったか合計し、一番多かったものが今の自

分のドーシャとなります。身体的な特徴、体質の特徴、精神・感情的な特徴の各々で合計を

出してみると、それぞれの面でのドーシャの傾向がわかります。 

 

  

身体に関して（普遍的な特徴） 

 

この項目では、生まれ持ったドーシャのバランスがわかります。生まれつきヴァータが多い

人がいれば、カパが多い傾向の人もいます。一番バランスのいいドーシャの傾向は人ぞれぞ

れです。 

 

<項目>      ＜ヴァータ＞    ＜ピッタ＞       ＜カパ ＞ 

体格         やせ型      中肉中背        大きい  

骨格         華奢        中間         がっしり  

指          細長い       中間          短い  

脂肪のつき方    ウエスト周り     均等         背と大腿  

日焼け       しやすい色黒    赤くなる色白     むらなく日焼け  

体毛       少ない or 多い    薄い、きめ細かい      適度  

額          狭い        中間          大きい  

目       小さい、乾いている  バランスいい 大きい  長く濃いまつげ 

 

＜項目＞      ＜ヴェータ＞    ＜ピッタ＞      ＜カパ＞ 

歯並び         不揃い    中等、歯並び良い    大きい、白い  

首           細い     中等の長さと太さ    太くがっしり  

顎           華奢     中等、顎が尖る       大きい  

髪の質        ドライ   巻き毛 細い オイリー  ストレート、太い  

髪の色         濃い     明るい赤褐色、金      中～薄い  

肌の色         色黒      赤、黄、赤褐色      白い  

爪       でこぼこ割れやすい  柔らかい、ピンク     強い、大きい   

顔の形      長く角ばっている    ハート型      大きくふっくら  

 



 

体質に関して（変化する特徴） 

 

この項目では、今現在の体質のドーシャがわかります。習慣や環境によって変化します。そ

のため、前の項目の自分が生まれつき持っているドーシャのバランスとは異なる場合があ

ります。生まれ持ったドーシャのバランスと比べて、過剰なドーシャ、不足しているドーシ

ャが分かることが大切です。 

 

＜項目＞  ＜ヴァータ＞      ＜ピッタ＞         ＜カパ＞ 

体重    変わりやすい      変わりにくい      太りやすく痩にくい  

体温    手足冷たい        暖かい肌          中間  

肌      乾燥肌         油性肌           滑らか  

唇     荒れている        濃く赤い        厚く潤いのある  

気候    温暖を好む        暑さを嫌う        湿気を嫌う  

排泄    不規則、乾燥気味    緩め、日に 2度以上     日に一度  

病気    精神的不調、鋭い痛み   炎症、皮膚       腫れ、粘液、風邪  

性欲    変化しやすい        強い           安定  

生理     不規則、少量     多量適度な痛み       無痛、少量  

食事    極端、早い        強い空腹感       適切、ゆっくり  

歯茎    痩せている      炎症・出血しやすい       厚い  

関節   痛み、ぐらつき多い     厚い、腫れる      緩い、水たまる  

歩調    不規則、速い       きびきび       ゆっくり、優雅  

スタミナ  不安定、ない        中間           ある  

運動      活発          激しい          避ける  

 

＜項目＞   ＜ヴェータ＞     ＜ピッタ＞       ＜カパ＞ 

好みの味   温かい、甘い     香辛料 冷たい     温かい、苦い、甘い  

消化力     不安定         早い         ゆっくり  

食べ物の質  油っぽい温かい     冷たい、重い    温かい、ドライ、軽い  

脈         浅い       大きく静か       飛び跳ねている  

脈拍     1分 80-100 回     1 分 70-80 回       1分 60-70 回  

汗         少量         多い           適量  

声     高い、弱い、震える     熱狂的         低い、響く  

喋り方   おしゃべり、変則的   人前好き、簡潔      静か、ゆっくり  

痛みに       敏感         避ける         直面する  

自然の免疫     弱い         高い           中  



 

精神・感情に関して 

 

この項目では、精神的な面でのドーシャの傾向がわかります。どれかのドーシャが過剰な場

合、そのドーシャのマイナスな精神面が出てきがちなので、バランスをとることが大切です。 

 

＜項目＞     ＜ヴァータ＞       ＜ピッタ＞        ＜カパ＞  

集中力   覚えが早く忘れやすい    記憶力優れる論理的   覚えが遅く忘れない  

習慣       習慣性を嫌う      計画する事が好き      習慣性を好む  

決断      優柔不断、気分屋      素早い決断力     決断に時間がかかる  

活動      落ち着きがない       競争が好き       穏やか  

思考      創造性に優れる      企画性に優れる    予定通りに行いたい  

計画性    複数を同時に考える     順序立てて考える   新しいものが苦手 

友人      親しい人は少ない     好き嫌いがある     沢山の友人、誠実  

旅         放浪         目的がある、調査    家にいることが好き  

精神状態   用心深い、せっかち       知的、勇敢       穏やか  

情報     知性と聴覚から       視覚的に取り入れる  五感から取り入れる  

バランス   地に足がつかない       怒りっぽい     ものぐさ頑固    

ユーモア    人を笑わせる        皮肉多い、鋭い   笑うタイミング遅い  

喧嘩     すぐに許し忘れる       攻撃的、結局許す   中々許せず引きずる  

感情的な面   恐れ、不安          いらいら       貪欲、穏やか  

気質      忍耐力ない           嫉妬深い       執着する  

ストレス反応  パニック、恐怖       怒り、憎悪     引きこもり、自己満足  

精神安定度  中心から外れやすい     いらいらしがち     寛容、自己満足  

＜項目＞   ＜ヴェータ＞    ＜ピッタ＞       ＜カパ＞ 

精神的     霊感がある   理論 芸術家肌      堅実、忠実   

信念      むらがある      狂信的          堅実  

夢      恐怖、飛ぶ、走る    戦い、火      ロマンチック、水  

ストレス耐性   低い         中            高い  

仕事の仕方    創造的        知的         面倒見が良い  

 

 

各項目で総合して 1 番当てはまることが多いものが自分のタイプになります。 


