
0

Asana
アーサナ（ポーズ）
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Asana アーサナ

ヨガのアーサナは元々瞑想のための姿勢を表すものがハタヨガの発展によってさまざまな
ポーズを指すようになりました。アーサナはつまり、運動ではなく、姿勢や体勢のことで
す。
この姿勢や体勢は呼吸と共にあり、快適で心地よう状態となって初めてアーサナとなりま
す。
現代的なヨガのポーズはスポーツ的な要素だけが突出しており、本来の瞑想に向かう目的
とは少しかけ離れたものとなっています。

アーサナの効果

・気の流れが整う
・内臓器官を刺激する、整える
・ホルモンバランスが整う
・関節の動きを滑らかにする
・細胞を活性化する
・免疫機能を高める
・緊張を緩和する
・心身のリラックス

理想的な姿勢、アーサナとは？
最高に気分がいい時の最高な呼吸が行える理想的な“アーサナ“

胸
他のどこよりも最高な呼吸に必要となるのが胸周りです。胸周りの緊張は呼吸を浅くさせ、
リラックスを阻害します。できる限り胸周りをリラックスさせ、自由に肺が広がるのをサ
ポートすることが重要です。胸周りの筋肉や呼吸筋の働きをサポートすることで呼吸は深
まり、本来の私たちへと帰依します。肯定的な気持ちで緩み、否定的な気持ちは緊張へと
繋がります。心と身体は繋がっています。

首
呼吸にかかわる筋肉がたくさんついているのでこの部位の筋肉が緩むことも大切です。首
周りの筋肉は心が身構えたときに緊張しやすく、くつろいだ時に緩みます。

腰
腰椎、または胸椎にも関係してきますが、基底となる腰の部分から丸くなってしまう猫背
などは肺が圧迫されてのびのびとした呼吸が行えません。この部分は心が軽い時、と自然
に伸びます。

腹
腰の軽さを司って営るのが腹部です。心に活力があるときお腹に力が入って圧力が高まり
腰が軽くなります。活力がないとお腹の力が抜けて腰が重くなり猫背になります。

脚
股関節の安定性は骨盤とも関係がありますので、身体の安定感と繋がります。身体の中心
部である骨盤が不安定であると、腰が十分に伸びないため、首が力みやすくなります。

頭
上記の全てが整ったときに頭の中が穏やかで静かになります。なかなか意志の力で静かに
できることは困難ですが、心身の調和をもたらすことで、この状態へと導くことができま
す。
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安楽座（スカーサナ）とは？
スカーサナとは、サンスクリット語で「スカ」は「楽な、喜び、安楽」という意
味があります。
つまり、「楽に座って瞑想や呼吸を整えられるポーズ」としてヨガでもよく使わ
れます。
瞑想的な状態を導き出し、心の内に潜む大きな喜びを明らかにしながら、意識を

内側の奥深いところに引き込むパワーをもったヨガのポーズと言われています。
胡座（あぐら）との違いは？
サンスクリット語の「スカ」が「楽」という意味があることから「安楽座」とヨ
ガのレッスンでは言われることが多いですが、日本人の生活に馴染みのある胡座
（あぐら）と同じ座り方です。
股関節が硬い方は特に、この安楽座や胡座ができない、長時間同じポーズで座っ
ていると違和感を感じるという方も多いのではないでしょうか。
1,000年もの間、世界中の人々が安楽座のような足をクロスした姿勢で床の上に
座ってきました。
しかし近年、私たちは椅子に座ることに慣れてきています。
「楽」な座り方が変わりつつあるのです。
しかし、椅子に座った状態ですと、背もたれに寄りかかることになり、身体の中
心部分が沈み、腹筋と背筋が弱くなってしまいます。

いざ床に座ろうとしても、股関節が硬かったり、膝を怪我していたり、腰痛が
あったりする方は特に、”まっすぐな姿勢で座ること”が難しいでしょう。
安楽座は、ただ座っているだけのように見えますが、その効果は多くあります。
効果やメリット、適切なプラクティスやサポートを用いていく方法を紹介します。

安楽座（スカーサナ）の効果・効能
・リラックス効果
・集中力を高める
・背中の強化
・体幹を強化し、姿勢改善
・膝と足首の柔軟性アップ
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Savasana シャヴァーサナ 無空のポーズ
シャヴァーサナは屍のポーズとも言います。このポーズは心の安定、静寂を定着させま
す。身体が安定することで心も深く安定します。いくつかのポーズの後、行うことで心穏
やかな状態でいることで、リラックス効果が高まり、疲労を回復します。心穏やかな状態
はそのまま瞑想状態になりますが、脳疲労や疲れがあるときは眠ってしまいます、ですが
これはしぜんなことですので眠っても大丈夫です。
私たちの身体は32兆個もの細胞でできており、日々細胞は壊れ、新しい細胞が作られてい
ます。ですが、心身の疲労があることで細胞の修復が遅くなることもあります。心身に
とってリラックスすることはとても大切です。

目の疲労にアイピロー、腰痛がある方はっ膝裏にクッションを置くといいです。

身体全体の力を抜いて、心地よいゆったりとした呼吸を続けましょう。
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太陽礼拝 Surya Namaskar(スーリヤナマスカーラ)

スーリヤ：太陽
ナマスカーラ：尊敬、感謝
Na:ナ：でない
mamaha:ママー：私

あいさつする方に対して、オープンであることを意味します。
神様へ「ナマステ」は崇拝を意味します。
ナマステ：私の中の神はあなたの中の神を迎えます。
私の霊はあなたの同じ例に出会います
わたしもあなたの中にいる霊を尊敬します。

現代ではnamahaは敬礼を意味し、teはあなたにとして知られています。

ブラフマンは宇宙を支配する原理
アートマンは個人を支配する原理
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太陽礼拝は、サンスクリット語で「スーリャナマスカーラ」と言います。「スー
リャ」には、「太陽」という意味がありますが、単なる物質的な太陽を意味してい
るだけではありません。
全ての生き物に光（エネルギー）を与える神様だと信じられています。インドでは
スーリャ・バガヴァーン、日本では天照大御神（あまてらすおおみかみ）、インカ
帝国ではインティ、ギリシャ神話ではアポロンなど、宗教や呼び名は違えど、世界
中で礼拝していますね。
ただ世界を明るく照らすだけでなく、光を浴びた者は、気持ちを明るく前向きにさ
せてくれ、生命力を与えられることから、「太陽は神である」と伝えられてきまし
た。
インドにはシヴァ神やヴィシュヌ神など、多くの神様が存在しますが、目に見える
神様である太陽に向かって、体で表現した祈りが「太陽礼拝」なのです。
太陽が1年（12か月）かけて横道十二宮を1周することに由来する

1.Om mitraya namah（オーム ミトラヤ ナマハ）
2.Om ravaya namah（オーム ラヴァエー ナマハ）
3.Om suryaya namah（オーム スーリヤーヤ ナマハ）
4.Om bhanave namah（オーム バーナヴェー ナマハ ）
5.Om khagaya namah（オーム カガーヤ ナマハ）
6.Om pushne namah（オーム プシュネー ナマハ）
7.Om hiranyagarbhaya namah（オーム ヒランヤガルバーヤ ナマハ）
8.Om maricaye namah（オーム マリーチャエー ナマハ）
9.Om adityaya namah（オーム アディティヤー ナマハ）
10.Om savitre namah（オーム サヴィトレー ナマハ）
11.Om arkaya namah（オーム アルカーヤ ナマハ）
12.Om bhaskaraya namah（オーム バスカラーヤ ナマハ）

太陽礼拝のマントラ
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Tadasana タダーサナ (山のポーズ)
タダーサナは両足をそろえて立ちます。足裏で地面をつかむようにしっ
かりと踏みます。体重は足裏全体でにかかるように意識し、体がまっす
ぐになるように背筋を伸ばします。

ポイント：
・穏やかで、静か
・力みなく、リラックスしている
・制限なく自由な呼吸
・軽やかに伸びた腰
・活力に満ちた腹部
・力みなく安定した脚
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サンスクリット語名：タダーサナ

ターダーサナ（Tadasana）

山のポーズ（ターダーサナ）は、ヨガの基本。正しく立つ方法を修得することはヨガ
だけでなく人間にとって最も基本的なことです。日常において、私たちは正しい立ち
方に注意を払わないことが多いです。片方だけに体重をかけている者もあれば、片方
の脚が曲がっている者もいる。体重をかかとににかけていたり、あるいは足の外側に
かけていたり、内側にかけている者もいる。間違った立ち方、偏った体重のかけ方に
よって、身体に歪みが生じ、脊椎の弾力性が失われる。

ターダは「山」揺るぎない偉容でそびえる山のように、すっくとしっかりと立つこと
が求められる山のポーズです。立ちポーズの基本で、各々の立ちポーズは、手の平を
腿の側面に下げたターダーサナの形で始まります。ダイナミックなアーサナを開拓し
ていく際の出発点であり、終着点ともなります。

STEP 1
足を揃えて立つ。腰や膝を痛めている方は、踵と親指を結ぶ2本の線が平行になるよ
うに両足を開く。両足を閉じる場合は、両足の人差し指が正面に来るように踵の距離
を少しずつ開けながら調節する。母指球、小指球、踵の両端の、計４点と足の指を全
て床にぴったりとつけ、体重が足裏全体に均等に乗るようにする。
STEP 2
内腿の筋肉を伸ばしあげるようにすると、膝をリラックスしたままで引き上げること
ができる。踵の真上に膝、膝の真上に腰が来るようにする。
STEP 3
尾骨を下げ、お腹を引き入れて骨盤を真正面に向ける。背筋を上に伸ばし、首をまっ
すぐにする。
STEP 4
肩を後ろに回してストンと落とし、耳と肩の距離を開いて肩の力を抜く。
STEP 5
頭頂から引っ張られているように、顎を引いて首の後ろをのばす。

優しく呼吸をしながら胸の前で合掌。（アンジャリ・ムドラー［Salutation Seal、合掌のム
ドラー］）
ここで、今の体の状態、心の状態を観察してみます。
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太陽礼拝は本来、東、太陽に向かい行います

Pranamasanaプラナマサナ(祈りのポーズ)を行う方法
1.両足を腰幅に開いて立ちます。（揃えられるようになったら揃えて立つ）
2.胸の前で合掌。 心、感情が穏やかであるのを感じます（目を閉じる）
3.肩は下げて、首筋はまっすぐに。リラックス。静かに呼吸を続けましょう

このアサナは、太陽の挨拶やスーリヤ・ナマスカラの始まりと終わりに行われます。特
定のマントラは、太陽の挨拶の一環として実践されている間も唱えられます。太陽の挨
拶は12のポーズで構成され、それぞれが太陽の神のために特定のマントラを唱えていま
す。
大きく鼻から息を吸って、吐いて。上級者一息が長いので、ひとポーズで一息（３０秒
以上）初心者は自然な呼吸で。呼気や吸気はクラスで説明します。

＊日々、私たちは変わります、目を閉じて揺れる、心地悪さを感じるときは太陽礼拝はや

めておきましょう
＊太陽礼拝は骨盤が要です。

Hasta Uttanasaハスタウッタナーサナ（両手をあげるポーズ）
1．両手の平を心地よく高く天井へ上げていきます。
2. 足裏でしっかり大地（地球）を押すイメージで力を感じ、胸を広げていきます（こ

のポーズは腰をそらすポーズではないので気を付けましょう。怪我に繋がります）
初心者は少しずつ練習していきましょう。
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ウールドゥヴァハスターサナ（Urdhva Hasta Asana）

手を上にあげるポーズ（ウールドゥヴァハスターサナ）は、ターダーサナを基本
として、胸を広げ、両腕を頭上にあげるポーズ。このポーズは体全体の姿勢を整
え、体幹を強化する。また気持ちを安定させると言われている。
普段、私たちは正しい立ち方に注意を払いません。片方だけに重心をかけたり、
片方の足が曲がっていたり、踵だけに体重をかけたり、間違った立ち方や体重の
かけ方により体に歪みを生じさ、脊椎の弾力性が失われます。正しい立ち方に
よって、お尻が引き締まり、お腹が引っ込み、胸を張ることができるほか、体が
軽くなり、頭も敏活になります。

STEP 1
ターダーサナの姿勢で立つ。
STEP 2
息を吸いながら両手を頭上に上げる。手のひらを合わせても良い。
STEP 3
耳と肩を離す。腹部に力を入れる。尾骨を下げる。両足に均等に体重をかける。
STEP 4
息を吸って背筋を伸ばし、吐きながら両手を元の位置に戻す。

息を吸いながら両手を空に上げます。
この時、肩に力が入りやすいので、耳と肩の距離を長くして肩の力を抜きまます。

背骨が大きく動くと手足はあまり動かず、手足が大きく動くと背骨が動きません。
腰を反らさず、胸を開きましょう。
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サンスクリット語名：ウッターナーサナ（Uttanasana）

深い前屈のポーズ

深い前屈のポーズ / 立位前屈（ウッターナーサナ）は、肝臓、脾臓、腎臓の調
子を整えると言われている。また、心臓の拍動を落ち着かせる。落ち込んだと
きにこのポーズを２分間以上続けると、気力が充実してくる。このアーサナの
後では気分も落ち着き、眼が輝きだす。
ウトゥは「入念」「強さ」をあらわす接頭語、ターナは動詞で「伸ばす」「広
げる」という意味。このアサナでは背骨が入念に強く伸ばされる。

STEP 1
タダーサナのポーズで立つ。
STEP 2
息を吐きながら前屈し、手の平を床につける。この状態で手を両足の横へ、さらにかかと
の後ろへと順次移動させる。この間できる限り膝を曲げない。
STEP 3
頭を持ち上げ、背骨を伸ばす。尻をわずかに頭の方へと移動させ、足が床と垂直になるよ
うにする。呼吸を繰り返す。
STEP 4
息を吐きながら状態を足に近づけ、頭を膝につける。膝を曲げない。内腿を引き上げるよ
うにして膝頭を引き締める。深く呼吸をする。
STEP 5
深く息を吸いながら手を床から離し、タダーサナに戻る。
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Padahastasana パーダハスターサナ （手から足へのポーズ）
ゆっくりと上体を胸を開き、足の方へおろしていきます。膝を曲げながら手のひらを
床におろしていきます。できる方は手の指先と足のつま先がそろう位置に置いてみま
しょう。足のつま先の方に重心を置き、手で大地を押していきます。
ゆっくりとした呼吸を続けましょう。
膝を曲げたままでいいので坐骨を少しずつあげていきましょう。

Yoga Trinity



12

サンスクリット語名：クンバカアーサナ（Kumbhakasana）
•英語名プランクポーズ（Plank Pose）

•日本語名：板のポーズ

板のポーズ（クンバカーサナ）は、体幹を始めとするインナーマッスルを中心に、
両腕・肩甲骨・背中全体と下半身全体を鍛える。姿勢を維持しながら30秒〜1分、
姿勢をキープすることで強い身体を作る上で役立つ。
板のポーズ（クンバカーサナ）は、プランクポーズとも呼び、まさに「板」のよ
うに姿勢を整えるポーズ。体幹トレーニングの主要なトレーニングとしても使わ
れる。太陽礼拝のシークエンスにも出てくるが、このポーズ単一でキープするよ
う練習しても良い。

STEP 1
床にひざまずき、両手を肩幅に開く。
STEP 2
重心を前に移動して手に体重をかける。腕を長く伸ばすつもりで、手のひらを床
に強く押しつける。
STEP 3
肩甲骨に挟まれた脊椎を天井に向けて押し上げ、肩甲骨の間の皮膚が伸び、背中
の上部が広くなるようにする。首の後ろは長く保ち、顎をやや引いて顔はうつむ
ける。
STEP 4
お腹を引っ込めて腹筋を使う。
STEP 5
つま先を立てて膝を上げる。腰を背中と一直線にし、後頭部から仙骨を通ってか
かとに至るまで、すべてが一つの平面に収まるようにする。腰を反らしたり上げ
すぎないように注意。腹筋を使って一直線にする。臀部が山形に盛り上がってい
る場合は、肩の位置が合っているか確認する。肩が手首の真下に来るようにする。
STEP 6
背中の上部に丸みをもたせ、背中を広げるとともに肩甲骨を左右に開く。臀部を
互いに寄せ、下腹部を引っ込める。恥骨から肋骨までを締め、尾骨をかかとに向
けて伸ばす。
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Ashwa Sanchalanasana アシュワサンチャラナーサナ（ランジのポーズ）
ゆっくりと手のひらを床につけて右足をゆっくりと後ろへ伸ばしていきます。
右ひざを地面におろして爪先を寝かせていきます。胸を開き、吸ってゆっくりと骨盤を前方へ。

Santulanasana プランク （板、杖のポーズ）
両手の平を肩幅の広さに開き、肩の下に腕がくるようにする。指をしっかり広げて体重が手のひら
全体に均等にかかるようにする。
両足つま先をたて、肩足ずつゆっくりとまっすぐに後ろに伸ばす。
頭頂から踵までが一直線の姿勢になるように。一枚の板や一本の杖ように。
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Ashtsnga Namaskarasana アシュタンガナマスカーラ
プランクのポーズからゆっくりと膝をつき、（四つん這いになる）頭から腰まで板のよう
に保ったまま、脇を締めて、肩がすくまないようにしながら胸を床へ。さらにおでこと胸
を床へとおろしていきます。
アシュタンガは８を意味し、８点のポーズは両つま先、両膝、両手、胸、おでこの８点を
つくことが名前の由来です。

Bhujangasana ブージャンガーサナ（コブラのポーズ）
・８点のポーズからうつ伏せになり、脇を締めて両手を胸の横あたりの床に置きます。お
腹が完全に脱力しないように保ち、骨盤が前傾しないようにまっすぐ床につけておきます。
・吸いながら腰をそらさないように胸、背中を伸ばすようにしてみぞおちから胸を広げて
いきます。肩をすくめず下げ、ニュートラルな状態で。体幹の力でまずはあげましょう。
・みぞおち、胸が十分に伸びたら下腹部腰も伸ばしながらさらに胸を開いていきましょう。
手で床を押し、脇は開かないように。
しばらくリラックスした状態でキープし、ゆっくり戻していきましょう。
（踵をうつ伏せした時からずっと、つけたままでコブラのポーズへと移行していきましょ
う。）

Yoga Trinity
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Parvatasana パルヴァターサナ （山のポーズ）ダウンドッグ
Adho Mukha Svanasana アド・ムカ・シュヴァーサナ 下向き犬のポーズ
このポーズは山のポーズとも、ダウンドック、下向き犬のポーズとも言われていま
す。高血圧や低血圧、目のトラブルがある場合は注意が必要です。
身体に聞いて、少しでも心地悪さを感じる場合はやめておきましょう。

Yoga Trinity
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エカ・パダ・アド・ムカ・スヴァナーサナ
ダウンドッグのポーズから片足を上げます。骨盤は床と平行に。呼吸をしながら、
しばらく保持しましょう。足の裏側と背筋を開きます。頭と首の緊張をほぐし、
体全体の血行を改善します。足の血行を促進します。
高血圧や手首、足首に疾患のある方は無理に行わないようにしましょう。

Ashwa Sanchalanasana アシュワサンチャラナーサナ（ランジのポー
ズ）
ゆっくりと手のひらを床につけて右足をゆっくりと後ろへ伸ばしていきます。
右ひざを地面におろして爪先を寝かせていきます。胸を開き、吸ってゆっくりと
骨盤を前方へ。

Yoga Trinity
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Padahastasana パーダハスターサナ （手から足へのポーズ）
ゆっくりと上体を胸を開き、足の方へおろしていきます。膝を曲げながら手のひらを
床におろしていきます。できる方は手の指先と足のつま先がそろう位置に置いてみま
しょう。足のつま先の方に重心を置き、手で大地を押していきます。
ゆっくりとした呼吸を続けましょう。
膝を曲げたままでいいので坐骨を少しずつあげていきましょう。

Yoga Trinity
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Hasta Uttanasaハスタウッタナーサナ（両手をあげるポーズ）
・両手の平を心地よく高く天井へ上げていきます。
・足裏でしっかり大地（地球）を押すイメージで力を感じ、胸を広げていきます。
・（このポーズは腰をそらすポーズではないので気を付けましょう。怪我に繋がりま
す）初心者は少しずつ練習していきましょう。

Pranamasanaプラナマサナ(祈りのポーズ)
・両足を腰幅に開いて立ちます。（揃えられるようになったら揃えて立つ）
・胸の前で合掌。 心、感情が穏やかであるのを感じます（目を閉じる）
・肩は下げて、首筋はまっすぐに。リラックス。静かに呼吸を続けましょう

このアサナは、太陽の挨拶やスーリヤ・ナマスカラの始まりと終わりに行われます。特
定のマントラは、太陽の挨拶の一環として実践されている間も唱えられます。太陽の挨
拶は12のポーズで構成され、それぞれが太陽の神のために特定のマントラを唱えていま
す。
大きく鼻から息を吸って、吐いて。上級者一息が長いので、ひとポーズで一息（３０秒
以上）初心者は自然な呼吸で。呼気や吸気はクラスで説明します。
＊日々、私たちは変わります、目を閉じて揺れる、心地悪さを感じるときは太陽礼拝はや
めておきましょう

Yoga Trinity
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Balasana バーラーサナ Bala=子供
効果効能
・股関節、太腿、足首の軽いストレッチ・脳を休め、ストレスと疲労を軽減する・頭と胴
体を支えの上に乗せて行う場合）背中と首の痛みの緩和

禁忌および注意すべきこと
・下痢 ・妊娠中 ・膝に故障がある場合：経験を積んだ指導者のもとでのみバラーサナを行
う。

ビギナーへのヒント
ふだん意識的に胴体に呼吸を入れるということはないが、バラーサナはその機会を提供し
てくれる。息を吸うたびに背中を天井の方へ膨らませるようにイメージして、背骨を伸ば
して広げる。息を吐くたびにやや胴体を緩めて深く折り曲げる。

同じ部位に効くポーズ
太腿
同じ効果効能が得られるポーズ
ストレス解消
同じ姿勢でできるポーズ
前屈のポーズ 心身回復のポーズ

Yoga Trinity

https://yogajournal.jp/pose/part/2
https://yogajournal.jp/pose/efficacy/2
https://yogajournal.jp/pose/posture/6
https://yogajournal.jp/pose/posture/8
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Pavana Muktasana パヴァーナ・ムクタナーサナ /Apanasana アパナーサナ
赤ちゃんのポーズ（ガス抜きのポーズ）
Pavana＝空気、ガス Mukta＝解放
腰の違和感を解消する代表的なリラックスのポーズ
股関節を開いて大殿筋とハムストリングの柔軟性を高めます。首、肩の力が入ってい
ない状態で膝を胸に近づけます。横隔膜へのマッサージ効果が生まれて呼吸がしやす
くなります。内臓全体への刺激もあり、便秘解消、デトックス促進効果、アパーナの
活性。

効果 消化機能を高める、腰痛の改善、リラックス効果

ポイント

息を吸いながら膝を胸に近づける。
息を吐きながら両手で膝を抱え、腿とお腹をくっつける。
余裕があれば、両手で両肘をつかむと内臓に刺激があり、
効果が高まる。
片足ずつ行なっても良い。

効果 股関節のストレッチ、背中の緊張緩和、ストレス解消

ポイント

両手で両足裏をつかみ、膝を曲げて足を引き寄せる。
膝が90度に曲がるようにし、わきの下に膝を落とすよう
にする。
足首も90度にする。
両手で足裏を持つのがきつい場合は、両足にベルトやタ
オルをかけて手で持つと良い。

ハッピーベイビーのポーズ （アーナンダバラーサナ）
Ananda Balasana アーナンダバラーサナ

Yoga Trinity

半分のガス抜きのポーズ
アーダアパナーサナ



21

Jathra Parivartanasana ジャタラ・パリヴァルタナーサナ
ジャタラ＝腹、胃 パリヴァルタナ＝ねじる
仰向けねじりのポーズは自分の身体にあった姿勢（角度）で柔らかな呼吸をゆっく
りと行います。心静かに身体の感覚や呼吸を味わうことが大切です。目を閉じて、
体の感覚に意識を向けましょう。

何も考えないで身体の感覚や呼吸を“ただ味わう”には完全に無防備な状態を作るこ
とが大切です。そのためには姿勢を安定させたうえで程よく伸ばし快適な姿勢を作
ることが不可欠です。身をゆだね、リラックスしましょう。
眠り、リラックス、腸のねじれの改善、便秘、腰痛、肩こりの緩和。ウエスト、背
中、首筋が整っていきます。

Yoga Trinity
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ターダーサナ（Tadasana）の説明
英語名：Mountain Pose

日本語名：山のポーズ

立ちポーズの基本になるアサナ

・ターダ：山

という意味から、山のようにどっしりと安定して立つアサナです。

別名では、『サマスティティ：Samasthiti』とも呼ばれます。

・サマ：直立、まっすぐ
・スティティ：不動の姿勢

Tadasana バリエーション

Yoga Trinity
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Kati chakrasanaは、背骨をひねったシンプルな立ちポーズです。
名前は「ウエスト」を意味するサンスクリット語のカティに由来します。
チャクラ、「ホイール」または「円回転」を意味します。そして、「ポー
ズ」または「姿勢」を意味するアサナ。

足を離して立った状態から始めます。腕は前に伸び、手のひらを上に向け、
親指を空に向けます。次に、体を片側にひねり、腕でひねりを後ろに巻き付
けて反対側の腰に置きます。もう一方の腕は胸を横切るので、手は前の肩に
かかります。

英語では、立っている脊椎のねじれとして知られています。

伝統的に、カティchakrasanaが活性化すると考えとのバランスである
manipuraため腹部のねじれ（太陽叢又はへそ）チャクラ。マニプラチャク
ラを開くことは、変革の力とエネルギーを促進し、自尊心を高め、自制心、
自信、意思決定、そして目的意識を促進すると考えられています。

柔軟性の向上に加えて、katichakrasanaには次のような追加の精神的/感情
的な利点があります。

緊張とストレスを解放します
エネルギーの自由な流れを促進します
心を落ち着かせる
神経系を刺激します
うつ病を和らげる

Yoga Trinity
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便秘や食べ過ぎで体が重たくなっている人におすすめのデトックス方法です。

ヨガのデトックス法の一つで名前は「TTKソリューション」
（Tadasana, TriyakaTadasana,KatiChakrasana）

準備するもの

1リットルの温かい食塩水(寒くなければ塩を入れてない常温の水でもOK)

時間帯
胃が完全に空の朝、食事や飲み物を摂る前
頻度
一般には週に1回、便秘改善なら毎日でもよい
制限
特別な食事制限はない
効果
便秘を防ぎ消化にかかわる問題を解決する。身体が軽くなる
朝一番に水を飲むことを習慣づける

方法

１杯目準備した水を1杯、一気に飲む

ターダアーサナ 10回

(これは主に胃に働き、大腸を伸ばします)

2杯目を飲む

トリヤカ・ターダアーサナ 10回

(これは主に小腸と大腸に働く)

３杯目を飲む

カティ・チャクラアーサナ １０回

(小腸をマッサージする)

4杯目を飲みトイレに行く

＊ただし腸の動きが感じられなくても力まない

Yoga Trinity
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Baddha Kknasana 合蹠のポーズ
ヨガのポーズには体の筋肉をほぐし、柔軟性を高めるさまざまな
ポーズがあります。「合蹠（がっせき）のポーズ」は、特に股関節
の柔軟性をアップさせる代表的なポーズです。また、合蹠のポーズ
によって骨盤を刺激することで血流が促され、腎臓や膀胱、前立腺
などの泌尿器系の働きを整える効果も期待できるといわれています。
合蹠のポーズの起源
サンスクリット語で「バッダ・コーナ・アーサナ」と呼ばれている
合蹠のポーズ。合蹠（がっせき）の「蹠」は「あしうら」と読み、
合蹠とは足裏を合わせることをいいます。
また、インドの靴職人がこのポーズと似た姿勢で仕事をすることか
ら、「靴職人のポーズ」とも呼ばれています。
合蹠のポーズの効果
合蹠のポーズは骨盤周りの筋肉をほぐし、特に股関節や仙腸関節を
柔らかくします。筋肉がほぐれることで血流が促進され、骨盤周辺
が温められます。また、尿疾患の予防や生理痛の緩和など、下腹部
の臓器の働きを調整するさまざまな効果も期待できるポーズです。
合蹠のポーズで得られる効果について、詳しく見ていきましょう。
股関節の柔軟性アップ
合蹠のポーズは、骨盤や腹部、背中に刺激を与えながら、股間節の
柔軟性を高める効果が期待できます。股関節の柔軟性が高まること
により、背筋がまっすぐ伸びるようになり、集中力アップにもつな
がります。また、そのほかのヨガポーズもとりやすくなります。

Yoga Trinity



26

骨盤のゆがみの調整
合蹠のポーズは、生活習慣によって生じる骨盤のゆがみやずれの調整効果も期
待できます。日頃の姿勢によって骨盤がゆがみ、股関節の動きが悪くなると、
内臓にもねじれが生じて内臓機能の低下や血流の停滞の原因になる可能性もあ
ります。
そのため、骨盤のゆがみやずれを整えることで、周辺の関節だけではなく内臓
機能を正常にする効果も期待できるのです。

泌尿器系の機能改善
合蹠のポーズは、泌尿器系の機能調整や改善効果も期待できます。前立腺や膀
胱の働きを整え、月経不順の改善や予防などにもつながるといわれています。

血流促進
骨盤周辺の筋肉が硬くなっていたり、内臓がねじれたりして血液の循環が滞っ
ていると、新陳代謝も悪くなってしまいます。その結果、体の疲労感やだるさ
が解消されにくくなったり、肩や首、腰などにこりや痛みを抱えやすくなった
りします。
また、女性の場合は生理痛や月経不順、冷え性といった不調にも悩まされやす
くなります。骨盤を調整し、筋肉をほぐすことで体の血流を促進し、このよう
な不調の改善や予防にもつながります

Yoga Trinity
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Vrksasana ヴリクシャーサナ立木のポーズ
シンプルな立位のポーズです。ヨガのポーズは初心者ほど、難易度の高いポーズに意識
が向きがちですが、シンプルなポーズこそ、ヨガを深めるのにとてもよいポーズです。
まずはポーズの完成形で３０秒保持してみましょう。
姿勢は快適なものをアーサナといいます。

両足を腰幅程度に開いて立ち、片足を上げ足裏を反対の太腿の内側につける。
息を吸いながら、両手をあげる。はじめは両腕万歳で。３０秒ほど保持してみましょう。

Parsuva Chandrasana パルシュヴァ・チャンドラーサナ/Chandrasana月の
ポーズ
立位側屈のポーズ
このポーズは比較的どなたでも簡単にポーズの深さを加減できるストレッチの
ポーズです。角度は自分で決めてしまわず、体に聞いて
行いましょう。私たちの身体は毎日違います。
体側を伸ばしてリラックスや内臓機能の活性化等の
効果が期待できる姿勢です。

Yoga Trinity

三日月バリエーション
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Cat＆Caw キャット＆カウ 猫と牛のポーズ
猫と牛のポーズは深い呼吸を促し、緊張した背中をほぐすポーズ
座ったままでもできますので、どなたでも心地よく行えます。（簡易的なポーズは妊婦
さんやシニアの方でも行えます。詳細はクラスで）
両手両膝を床についた状態で背骨を丸くした姿勢（前屈）と背骨を反らせた（胸を開い
た）（後屈）を繰り返すことでこわばった上半身を緩め、呼吸を深めます。

背骨は姿勢を支える柱であり、中枢神経、自律神経の通り道。背骨やその周辺の筋肉の
動きが悪くなると姿勢の悪さのみならず、内臓や自律神経の働きにも影響を及ぼします。
肘は過伸展にならないように少し緩めておきましょう。
手首のシワを見ましょう。親指側と小指側で線に偏りがあるときは真ん中に修正します。
集中力が高まります。冷えや、腰によく、背中や腕、首筋が美しくなります。

Chaturanga Dandasana プランク 四つ手のポーズ
太陽礼拝に含まれる基本のポーズの一つです。体幹がしっかりしてくると腕や
手首を痛めることなく、安全に行うことができます。練習を深めて安全がポー
ズをとりましょう。
イライラや冷え、肩こりに良く、お腹、背中、腕が美しく整います。

Yoga Trinity
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Virabhadrasana ヴィーラバドラーサナ 英雄のポーズ
英雄のポーズは中腰で下半身の筋力を強化する代表的なポーズです。
首や胸、腰、膝などに負担のかからないように体の声を聞きながら、少しずつ深めてい
きましょう。活力、リフレッシュ、疲労、冷え、むくみの改善、脚、背中、骨盤が整い
ます。

英雄のポーズ1 1バリエーション

Yoga Trinity

英雄のポーズ2

英雄のポーズ3
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Anjaneyasana アンジャネーヤーサナ 三日月のポーズ
Anjaneya=礼拝、賛美、ハヌマーンの別名

アンジャネーヤーサナは、ヒンズー教の神ハヌマンの母アンジャニにちなんで名付
けられたヨガのアサナです。
アンジャネヤサナは、手を持ち上げたときに三日月のポーズ、または手が床にある
ときに低い突進ポーズとして英語で呼ばれています。

アンジャヤサナはバランス、安定性、集中力を高めます。また、坐骨神経症を助け
ることができます。心臓のオープナーとして、それはまたアナハタに利益をもたら
します (心臓チャクラ).心臓のチャクラを刺激することは、バランスを改善するのに
役立ちます, 落ち着きと静けさ。
このポーズの安定性を確保するために、骨盤を安定させることが大切です。安定性
が難しい場合は、壁の前で、前足を押し付けて、このポーズを練習することができ
ます。胸のためのより大きな開口部を得るために、背骨はバックベンドに取ること
ができる。後ろ膝が痛い場合は、クッションなどを下に置くといいです。腕を頭上
に上げることが問題である場合は、手は腰の上に置かれるか、代わりに胸の前にア
ンジャリムドラに置くことができます。

Yoga Trinity
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Upavistha Konasana ウパヴィスタ・コナーサナ 開脚
Upavistha＝座って Kona＝曲げる、角度

両足を開いて座り、手をお尻の横において背筋を伸ばします。
骨盤がまっすぐにすることが困難な場合は、クッションなどで調節してもいいです。
湯kk足りとした呼吸で骨盤から前に倒れるように前屈していきます。爪先は上を向けま
しょう。どうしてもきつい場合は少しづつでいいです。
（膝を曲げて、膝裏にクッションを置きながら行ってもよい。）
開脚のポーズも無理なく、ゆっくりと呼吸と共に行いましょう。
疲労、むくみ、便秘などに効果があり、脚や骨盤周辺、お肌の調子が整います。

Yoga Trinity
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Janu Sirsasana ジャーヌシルシャーサナ
ジャーヌ＝膝、シルシ＝頭のポーズ
頭を膝につけるポーズ。片足を伸ばし、もう片方を曲げ、伸ばした足をつかみ伸ばして
いく。ないぞうの働きを整え、消化を助けます。

Parivurita Janu Sirsasana パリヴリッタジャーヌシルシャーサナ
パリヴリッタ＝ねじった、ジャーヌ＝膝、シルシ＝頭
肋骨周りの筋肉を緩め、呼吸を深める。
背骨の回旋の柔軟性が高まる。
ハムストリング、お尻の筋肉のストレッチ、股関節の柔軟性（外旋）
肩こり、腰痛の緩和など

Yoga Trinity
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鞍のポーズ（陰ヨガ）サドルポーズ

サドルポーズの主な効果
•骨盤の歪みを整える
•足首矯正、X脚・O脚の改善
•大腿四頭筋ストレッチ
•股関節内旋の柔軟性UP
•主に体幹・太ももの前側を通っている経絡、胃経・脾経・腎経・任脈などを刺激
サドルポーズの禁忌・注意点
膝や足首を痛めている場合や柔軟性が足りない場合は、下記バリエーションのいくつ
かを試して、気持ち良い姿勢をとれるように調整しましょう。

サドルポーズのやり方
１）割座で坐り、膝を少し開きます。お尻をなるべく床に下ろしますが、難しい場合はブラン
ケットなどをお尻の下に敷きます。
２）お尻の後ろにボルスターを縦に置き、手をボルスターか床に置きながら気持ち良い範囲で
慎重に上半身を背中側へ倒していきます。
３）ボルスターに背中が接したら、鎖骨を広くし胸を開いて、手の甲は床に置き、全身の力を
抜いて重力に任せ、体の前面全体を緩めるようにします。この形で３〜５分キープします。
サドルポーズのコツ・バリエーション
足首をまっすぐに、膝をしっかり曲げる
足首が曲がっていると、膝がしっかり曲げられず、足もだんだんしびれてきます。足先がお尻
の下に入っていたり、外に開き過ぎていたりしないように、足首はまっすぐ伸ばします。
太ももの前側や外側をリラックスし、膝をしっかり曲げて股関節を軽く内回しするようにしま
す。

腰椎を傷めないようにしましょう。
腰をそってしまう場合はボルスターなどを使うといいです。
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トカゲのポーズは、英語で「リザードポーズ」、サンスクリット語で「ウッタン
プリスタアーサナ（強く体の背面を伸ばすポーズ、の意）」と呼ばれます。
実際にこのポーズをやってみるとわかりますが、鼠径部や股関節に強い刺激やス
トレッチが起こり、股関節が硬い人はヨガ歴が長くても苦戦するポーズの一つで
す。
しかし、このポーズは徐々に深めていくことができるので、いきなり完成形を目
指さず、できる範囲で毎日少しずつ取り組み、時間をかけて完成を目指すことで、
できるようになった時には開脚や鳩のポーズなど、同じく股関節が鍵となるポー
ズ全体が上達するというおまけがついてきます。

トカゲのポーズで得られる5つの効果

（1）股関節の柔軟性の向上

トカゲのポーズの最大の効果は、股関節の柔軟性の向上に役立つことです。
踏み込んでいる右足は「外旋」といって、やや股関節を外に回した状態になって
います。
膝をさらに外側に向けて床に降ろすほど外旋は強くなり、「鳩のポーズ」の股関
節の状態と同じ形になります。
トカゲのポーズでは膝は開かず、外旋した状態であるのに内腿を使って右肩に寄
せるような力強さを維持します。
つまり、ストレッチしながら力強さを同時に起こすのです。
一方、後ろに伸ばしている左足鼠蹊部にも強いストレッチが生まれています。
柔軟性を高めるためにはは、伸ばすだけでなく力強さも必要ですが、このポーズ
はまさに2つの要素が同時に入っているので、股関節の柔軟性を自然と高めてく
れるのです。
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（2）腸腰筋のストレッチ

腸腰筋とは、腰から股関節にかけて存在している3つの筋肉の総称で、上半
身と下半身をつなぐ筋肉です。
インナーマッスルの部類に入る筋肉なのでトレーニングが難しい筋肉です。
この腸腰筋が上手に使えない人は前腿が張り出す傾向にあり、逆に腸腰筋
が上手に使えるようになると美脚になるとされます。
腸腰筋がどこにあるか体感できるようになるのは容易ではありませんが、
トカゲのポーズで刺激しておくだけも腸腰筋が鍛えられ、腸腰筋を上手に
使える体に進化していくはずです。

（3）リンパの流れの促進

トカゲのポーズはインナーマッスルの腸腰筋だけでなく、表面の鼠径リン
パ節がある部分にも強いストレッチと刺激の入るポーズです。
座っていることが多い現代人は、鼠蹊部のあたりが屈曲した状態で長く生
活していると思いますが、トカゲのポーズでは後ろ足の鼠蹊部を強力にス
トレッチしてくれます。
脚の疲れを取る、むくみを取るといった鼠蹊部をリンパマッサージするの
と同様な効果も得られるのです。

（4）体幹の強化

トカゲのポーズは、完成形に近づくと上半身をかなり床に近づける必要が
ありますが、そのためには腹筋と背筋などの体幹をしっかり引き締めて安
定させておく必要があります。
体幹が抜け、お腹が床方向に落ちてしまうと、腰痛やオーバーストレッチ
の原因になるので体幹を安定させることは重要になりますし、また体幹を
安定させながらトカゲのポーズを練習することが、体幹のさらなる強化に
繋がります。

（5）背中側の強化

トカゲのポーズのサンスクリット語は「背面を強く伸ばす」という意味を
持ちますが、ポーズを取ってみるとかかとから頭の天辺まで一枚の板のよ
うにまっすぐピンと維持することで、普段意識しない背面側の筋肉のス
イッチが全てオンになるような感覚が得られるはずです。
これによって猫背なども改善できますし、体の後ろ側への意識も高まりま
す。
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船のポーズ（ナヴァーサナ）

効果効能
腹部、股関節屈筋、背骨の強化・腎臓、甲状腺および前立腺、腸の活性化 ・ストレ

ス軽減の促進・消化機能の改善
ポーズのやり方

1
両脚をまっすぐ前に伸ばして床の上に座る。両手を腰のやや後ろで指先を両足に向
けて置き、床を押して両腕を強くする。胸骨最上部を引き上げ、やや後ろにもたれ
る。このとき背中を丸めないこと。さらに胴体の前側、恥骨と胸骨最上部の間を伸
ばす。両坐骨と尾骨の「三脚」の上に座るように。

2
息を吐いて膝を曲げ、両足を床から持ち上げる。太腿は床に対しておよそ45〜50度
くらいの角度に。尾骨を床のほうへ、恥骨はへそのほうへ。可能であれば、ゆっく
り両膝を伸ばしていき、足の指先をやや上げて目の高さと同じにする。無理ならば、
両膝を曲げたままでよいが、できればすねを床と平行にする。

3
両腕は、両脚の横で床と平行になるようまっすぐ伸ばす。肩甲骨を背中に広げて指
先まで強く伸ばす。腕を上げることができない場合は、両手を腰の脇に置くか、腿
の裏側を持つ。

4
下腹部を引き締める。が、固くしないように、やや平らに。大腿骨頭を床の方向へ
押して、このポーズを安定させ、胸骨最上部を引き上げる。気持ちよく呼吸して。
あごをやや胸骨のほうへ引き、頭蓋骨の基部が首の後ろ側から軽く上がっていくよ
うにする。

5
まずはこのポーズで10〜20秒ステイし、1分間まで少しずつ増やしていく。吐く息
で両脚を下ろし、吸う息でまっすぐ座る。

禁忌および注意すべきこと
ぜんそく・下痢・頭痛・心臓疾患・不眠症・低血圧・月経中・妊娠中・首に故障が
ある場合：背中を壁の近くにしてこのポーズを行う。胴体を後ろに傾けたときに、
後頭部を壁に休ませる。
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魚のポーズの由来
魚のポーズは、サンスクリット語で「マツヤ・アーサナ」と呼ばれていま
す。マツヤは、複数の化身を持つヒンドゥー教のヴィシュヌ神の化身のひ
とつである「魚」を意味し、アーサナはサンスクリット語でポーズを意味
します。
魚のポーズの効果
魚のポーズは、胸を大きく開いて体を伸ばすという特徴があります。その
ため、首や肩、背中の筋肉をほぐす効果も得られます。そのほかにも、魚
のポーズには次のような効果が期待できます。
1. 呼吸機能の調整
魚のポーズには、呼吸機能の調整効果が期待できます。胸を開いて呼吸の
通りを良くすることで、呼吸が安定して呼吸器が活性化されます。
2. 不眠改善
呼吸機能の調整は、不眠の改善にもつながります。ヨガの深い呼吸は副交
感神経を優位にしてリラックスさせる効果がありますが、魚のポーズでは
呼吸機能の調整効果が高いため、より深い呼吸をすることができます。現
代は、スマホやパソコンのブルーライトの影響やストレスで不眠に悩む人
も多いため、寝る前に魚のポーズを行うことで、リラックスした状態で眠
ることができるでしょう。
3. 姿勢改善
魚のポーズは、胸を開き大きく反らして背中の筋肉をほぐすことで、姿勢
改善効果が期待できます。そのため、デスクワークやスマホ操作で猫背に
なってしまいがちな人にもおすすめのポーズです。首や肩だけでなく背中
全体の筋肉を使って伸ばすため、体の歪み改善にもつながります。
4. バストアップ
背中を反らせる魚のポーズは、バストを上向きに整え、リンパを活性化さ
せることで乳腺を刺激し、バストアップ効果も期待できます。また、デコ
ルテの老廃物を排出して、スッキリさせる働きもあります。
5. 小顔効果
魚のポーズは、デコルテの老廃物を排出し、顔周りの血流をアップさせる
ため、小顔効果も期待できます。また、血流が促進されることにより、く
まの改善、くすみの解消などにもつながるといわれています。
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魚のポーズの方法
ここでは、魚のポーズをとる方法をご紹介します。魚のポーズの呼吸調
整効果により、睡眠の質も向上するため、肩こりだけでなく不眠に悩む
人にもおすすめです。
＜ポーズの手順＞
1. 仰向けになり、足をそろえて伸ばす
2. 手のひらを下に向けてお尻の下に入れる
3. 肩甲骨を寄せるように両腕を伸ばしたまま近づける
4. 息を吸いながら胸を天井に向けて持ち上げ、頭頂部が床につくように
首を伸ばす
5. 腕で床を押すようにして体を支える
6. ゆっくりと呼吸をする
7. ポーズをとるときと逆の順番で元の姿勢に戻す
魚のポーズを行うときのポイント
魚のポーズは、しっかりと背中を反らせることが大切ですが、無理に伸
ばしたり反らしたりしないように気を付けましょう。首に痛みなどの違
和感があるときは、首の後ろにたたんだブランケットやクッションを置
いてするのがおすすめです。
ここでは、魚のポーズをとるときに意識しておきたいポイントをご紹介
します。
できる範囲から始める
体が硬い人やヨガ初心者は、首への負担を避けるため、無理に背中を反
らさずに、できる範囲から始めましょう。胸を引き上げる意識を持つこ
とでポーズがとりやすく、首への負担を軽減することができます。
頭に負荷をかけない
初めて魚のポーズをとるときなど、体を持ち上げるときに頭への負荷が
かかりすぎてしまうことがあります。そのため、首を痛めてしまわない
ように、マットを押すようにして両肘でしっかりと体を支えましょう。
後頭部もしくは頭頂部が床につくようにしてポーズをとりますが、背中
の反らせ方や胸を持ち上げる高さによって床につく位置が変わるため、
無理のない範囲で行いましょう。
吐き気などがしたら無理せず中止する
魚のポーズは、頭を下にして行うポーズなので上下が逆転し、三半規管
が異常を感じて吐き気がすることがあります。魚のポーズに限らず、慣
れない体勢のポーズをとると気分が悪くなってしまうことがあるので、
そんなときは無理をせずに、体調が回復するまで中断しましょう。
休むときには、楽な姿勢で深い呼吸を心掛けることで心身がリラックス
します。また、再開するときには、呼吸が浅くなっていないか注意しま
しょう。
魚のポーズは心のリラックスにも効果的
魚のポーズは、ベッドの上でも行うことができるので、寝る前の習慣に
するのもおすすめです。
体のリラックス効果だけでなく、深い呼吸を行うことでゆったりとした
気持ちになるので、気分がスッキリしないときや気持ちを落ち着かせた
いときにも取り入れたいポーズです。
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うさぎのポーズ（シャシャンカーサナ）

効果
肩こり解消
リフレッシュ効果
自律神経を整える

やり方

① 正座の状態から吸う息で背筋を伸ばし、吐く息で両手と額を床に下ろ
します。
② 吸う息でお尻を持ち上げて頭頂部に体重を乗せていきましょう。
③ 首や頭に違和感がなければ、手は体側に伸ばしたまま、又は手を背中
の後ろで組み、天井方向へ引き上げて肩甲骨周りにもマッサージを加え
てみましょう。
頭が床に当たって痛い場合、床の上にブランケットやタオルを敷いても
構いません。
首に不安のある方は行わないようにしましょう。
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花輪のポーズ
Malasana / マーラーサナ

花輪のポーズの意味は？
「マーラ」は「花輪」の意味。

サンスクリット語で「マーラ」は「花輪、数珠」の意味で、両腕を使っ
て輪を作るアーサナです。

花輪のポーズは何に効果があるの？
花輪のポーズは、股関節の柔軟と内臓機能の働きを高める効果がありま
す。
•内臓の働きを高める
•股関節の柔軟性を高める
•肩こりの緩和
•集中力を高める

【禁忌】背中に痛みがある場合、ひざのけが>

花輪のポーズ・やり方
花輪のポーズは、股関節を開いてしゃがみ、胸の前で手を合わせましょ
う
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三角のポーズのトリコナーサナポUutthta Trikonasana
ウッティッタ＝伸ばした トリコナ＝三角

三角のポーズの効果
・股関節内転筋群のストレッチ
・身体を倒すことによる腹部、腰部のストレッチ
・両手を広げることによる肩甲帯の安定化

三角のポーズの概要

三角のポーズは脚を横に広げて身体を横に倒すアーサナです。
両足を広げて腕を天井に伸ばし三角形を表現するのが特徴のアーサナです。

脚を広げることにより股関節内転筋群のストレッチされ股関節が広がりやすくなります。
女性の場合、内股傾向にある人が多いので股関節内転筋群が短縮しているケースがあり
ます。
そのような人には三角のポーズで股関節を広げる動きを作ることで下半身の機能を高め
てくれます。
またバランスを取る能力も必要になるため下半身の強化にもなります。

疲労、冷え、むくみの改善
脚、ウエスト、背中が整います。

＊安全に行うためには角度を決めてしまわず、体に聞きながら行いましょう。
骨盤の角度、クラスで、自身で感じてみましょう。
＊膝はロックしないようにしましょう。
＊胸を開き、腰の伸びを感じましょう。

Yoga Trinity
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Parivurita Trikonasanaパリヴリッタトリコーナーサナ（ねじった三角のポーズ）

ハムストリングスを痛めている場合は、膝を少し曲げて行います。
バランス感覚が不安な場合は、壁の近くなどで行います。
手を置く位置を変えることで、ねじりの度合いを調整できます。無理にねじらず、気持ち良い
ところで止めて深い呼吸を通しましょう。

効果効能

脚の強化とストレッチ ・腰と背骨のストレッチ・胸を開くことで呼吸を改善・軽い背中の痛み
を緩和・腹部組織の活性化・バランス感覚の向上

① タダーサナで立ち、右足を1メートル程度後ろに引きます。
右のつま先は30度〜45度程度外側に向け、左足のつま先は正面に向けておきます.
② 吸う息で背骨を伸ばし、吐く息で長い背骨を保ったまま、骨盤から前傾させます。
背骨と地面が平行になるところまで身体を倒しましょう。
③ 右の手を右肩の下におろし、吐く息でゆっくりと骨盤から上体を左側にツイストします。
左の手は腰から解放し、鎖骨の延長線上の天井方向に伸ばします。

Utthita Parsvakonasanaパルシュヴァ・コナーサナ
ウティタ＝伸ばされた パルシュヴァ＝横腹 コナ＝角度
背骨をまっすぐに伸ばしたまま片方の体側の伸びを強く意識することができるポーズ。爪先と
膝の安定感を確認しましょう。膝が内に入ると怪我となりやすいので気を付けましょう。
活力、イライラ、リフレッシュ、冷え、むくみ、胃の改善。脚、ヒップ、ウエストを整えます。
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Parivrtta parsvakonasana パリヴリッタ・パールシュバコナーサナ
パリヴリッタ＝反転した パルシュヴァ＝横腹 コナ＝角度をつける
このポーズは骨盤の安定感だけを考えると骨案を水平に保つとよいですが、そこまでの
柔軟性がある方ばかりではないため、無理に水平にしようとはせず、胸が開き、心地よ
さを感じてみましょう。安定感と快適性を重要視しましょう。
【ねじった体側を伸ばすポーズ（パリヴリッタパールシュヴァコーナーサナ）】の効果
は、普段意識しにくい体側（横腹）の伸びとひねりを感じられることですが、そのため
には下半身を安定させてバランスを取る感覚が必要なので、太ももや股関節周りの柔軟
性を高め、脚やお尻のラインを引き締めて鍛える効果にも優れています。
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Purvottanasana プルヴォッタナーサナ
腕、手首、脚の強化、肩、胸、足首の前のストレッチ
体幹の強化、バランス感覚の向上
プルヴォッターナ（東側を伸ばすポーズ）
プールヴァ＝前、東という意味（身体の後ろが西、前側が東）
上向きのプランクポーズで身体の前側を伸ばす動作は様々な後屈のポーズの
準備にもなります。手首、肩、首に怪我など不安のある場合はゆっくり様子
を見ながらできるところまでにしましょう。痛みは身体からのサインです。
身体の声を聞きましょう。
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Salamba Servangasana サーランバ・サルヴァーンガーサナ
Salamba＝支えのある sarva=すべて anga=手足
ポーズの女王、若返りのポーズとも呼ばれます。身体を逆転させることは素早く血行を
促進して身体を綺麗にする最も効果的な方法です。頭部以外を逆転させるこのポーズは
無理なく行えることが大切です。身体の状態をみながら行います。首に負担がかからな
いように十分な注意が必要です。
リラックス、むくみ、便秘、胃腸の改善に効果があります。

Servangasana サルヴァーンガーサナ
肩立ちで行うポーズには足を上に組むポーズなど数多くバリエーションがありますが、
バランスが不安定な場合は首に負担、危険性が伴うため、十分に深めてから行うことが
重要です。肩立ちのポーズは身体を痛めやすいポーズの一つです。
美しい形を目指して身体をまっすぐにしようとすると首を傷めてしまいます。
大事なことは心地よく伸びてる感覚、呼吸です。形にこだわることなく、自分のペース
で深めていきましょう。

Yoga Trinity
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Halasana ハラーサナ 鋤のポーズ
Hala＝鋤
上半身を逆転させるポーズ。肩のストレッチ、肩、首コリの解消、疲労回復、血行促
進、むくみ軽減、アンチエイジング、内臓のデトックス、正しい位置に戻すに効果が
あります。

背骨、首に負担がかからないように、勢いをつけるのではなく、自分の力で上がれる
ところまでにしましょう。
ポーズ中は首を動かさず、首の後ろを伸ばすことを意識しましょう。

床に足がつかない場合は両手で腰を支えながらできる範囲で脚を伸ばしましょう。体
を逆転させるだけでポーズの効果を得られるので無理をせずに行いましょう。

Yoga Trinity
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【鋤のポーズ（ハラーサナ）】効果
【鋤のポーズ（ハラーサナ）】 頭を下にして上半身を重力に対して逆転させた前屈の
ポーズなので、前屈のポーズの効果と逆転のポーズの効果が期待できます。
特に肩関節や肩甲骨周りと太ももの裏（ハムストリングス）の柔軟性を高める効果、喉
周りを刺激して甲状腺機能を活性化する効果に優れています。
•背面ストレッチ
•肩甲骨周辺ストレッチ
•肩関節周辺ストレッチ
•甲状腺機能向上
•血流改善効果
•内臓機能改善効果
•背骨および骨盤調整効果

Yoga Trinity
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Setu Bandhasana セツバンダーサナ 太鼓橋のポーズ
Setu＝橋 Bandha＝固定する
初心者でも安全に行うことができる代表的な後屈のポーズ。後屈ポーズの基本、腰を伸ば
し、胸を開くがうまくできると気持ちよくポーズをとることができます。自分の無理な力
で行うのではなく、足裏全体でマット（地球）を押していきましょう。

Usutrasana ウシュトラーサナ ラクダのポーズ
深い後屈のポーズです。コブラのポーズや太鼓橋のポーズで後屈を深めたら
ラクダのポーズをしてみましょう。首や腰に負担をかけずに行うことができれ
ば、胸が開き、解放され、爽快感が現れます。
負荷のかかりやすいポーズとなりますので、十分に注意しながら行いましょう。

Yoga Trinity
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Makarasanaマカラアサナ ワニのポーズ

ポーズ名補足
「マカラ」はヒンドゥー神話に登場してくる海獣のこと。これを多くはワニと訳します
ポーズイメージ
大地にすべてをささげるようなイメージでリラックス
期待される効果
自然に呼吸することで内蔵機能を高める、腰痛緩和、リラックス
方法
1）うつ伏せになる
2）両手の上に額、顔をのせリラックスする
3）足を自然な位置に置きます
・初級 リラックス
＊大地を感じ、地球を味わいましょう

Yoga Trinity
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Dhanurasana ダヌラーサナ 弓のポーズ
弓のポーズの由来
弓のポーズは、サンスクリット語で「ダヌラーサナ」と呼ばれ、弓を意味する
「ダヌ」とポーズを意味する「アーサナ」を組み合わせた言葉です。弓のように
体をしならせることからその名がつけられました。
弓のポーズの効果
弓のポーズをとる際には、背中をしっかり反らせます。胸を開きながら反らせる
ことで、デコルテのストレッチ効果も期待できます。そのほかにも、弓のポーズ
には次のような効果が期待できます。

アルダ・ダヌラサナは、ハタのヨガポーズ、ダヌラサナのあまり強烈なバリエー
ションではないバックベンディングアサナです。サンスクリット語から、アルダ
は「半分」を意味し、ダヌールは「弓」を意味し、アサナは「ポーズ」を意味し
ます。
アルダ・ダヌラサナは胃の上に横たわって始まります。片方の脚はマットの上に
残り、もう一方の脚は足をつかむために手を伸ばしながら折り返し、胸を地面か
ら持ち上げ、後ろにアーチを作ります。ヨガストラップは、ヨギが足首に到達す
るのを助けるために使用することができます。
アルダ・ダヌラサナは英語で半分の弓のポーズとして知られています。

Yoga Trinity
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Urdva Dhanurasana ウールドヴァ・ダヌラーサナ 車輪のポーズ
Urdva ＝上向き Dhanu＝弓
胸と肺のストレッチ、・腕と手首、脚、臀部、腹部、背骨の強化、甲状腺、下垂体の活
性化、活力増進とうつの解消、喘息、背中の痛み、不妊症、骨粗しょう症の改善

ヨガの【ブリッジポーズ（車輪のポーズ）】は、身体前面の筋肉を筋膜のつながりや機
能的なつながりにそって全身バランスよくストレッチできるポーズなので、特に座り仕
事で硬くコリがちな股関節や猫背で動きにくくなっている胸周りの柔軟性向上による猫
背や姿勢改善に効果的です。

肩関節が十分に挙上（肩関節屈曲）できない場合も、腰椎の前弯増強で代償する必要が
出てきてしまうので、腕が十分に挙上できることを確認してからポーズに挑戦してくだ
さい。
胸郭周りの柔軟性にも関連しますが、以下の筋肉の短縮や硬さがある場合も肩関節挙上
が制限されます。
•大胸筋・小胸筋・広背筋

手首が硬い場合
手関節を背屈した状態で体重を支えるため、手関節屈筋群のストレッチ効果は高いです
が、手首に負担もかかります。
手首に違和感や痛みを感じる場合は、ブロックなどを使って手関節の背屈角度を減らし
たり、事前に手関節屈筋群を十分にストレッチしてから行うようにしましょう。

Yoga Trinity

https://mydr123.com/pectoralis-minor/
https://mydr123.com/latissimus-dorsi/
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Eka Pada Rajakapotasana ハトのポーズ
Eka,pada=脚 Raja＝王 Kapota＝ハト 半分の鳩のポーズ

サンスクリット語名： エーカ パーダ ラージャカポターサナ、Eka Pada Rajakapotasana
エーカ（Eka）は「1」、パーダ（Pada）は「足」、ラージャ（Raja）は「王様」、カポ
タ（Kapota）は「鳩」、アーサナ（Asana）は「座法＝ポーズ」。
略して「鳩のポーズ」と呼ばれることが多いですが、「鳩のポーズ」には様々なバリエー
ションがあります。

ポーズの効果
・肩関節、胸部、腹部、背中、股関節の柔軟性を高める
・背中、お腹のひきしめ
・ウエスト、ヒップ、太もものシェイプアップ
・バストアップ
・肩こりの緩和
・骨盤や股関節のゆがみの改善
・内蔵機能の調整
・泌尿器系の不調を整える
・冷え性改善

Yoga Trinity
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Ardha Matysyendrasana アルダ・マッチェンドラー ねじりのポーズ
Ardha＝ねじり Matsyendra＝偉大なヨギーの名前（魚の王）

効果効能
肝臓および腎臓の活性化・肩、腰、首のストレッチ・背骨の活性化・腹部の消化の火を活
性化・月経時の不快症状、疲労、坐骨神経痛、背中の痛みを軽減 ・ぜんそくや不妊症の

治癒・伝統的な文献によると、アルダ・マツィエンドラーサナは食欲を増進させ、死に至
る病を治し、クンダリニーを覚醒させる。

ビギナーへのヒント
このバージョンでは、上になっている脚の太腿上部の外側を反対側の腕で押していく。こ
れは初心者には不可能な場合もあり、ケガをする原因になることもある。ブランケットの
上に座り、当分の間は上になっている脚を腕で抱き寄せるようにして包み込み、太腿を胴
体に引き寄せるとよい。

無理に膝を引こうとせず、背筋の伸びを優先する。
坐骨が浮くようなときは、片方のかかとの上に安定させるといいです。
便秘、腰、肩こり、お腹、ウエスト、背中のバランス

Yoga Trinity
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Kakasana カカーサナ カラスのポーズ
カラスのポーズは、サンスクリット語で「Kakasana（カカーサナ）」、英語で「Crow 
Pose（クロウポーズ）」と呼ばれます。
サンスクリット語の「Kaka」には「カラス」という意味があることに由来しています。

•腹筋、体幹の強化
•二の腕（前鋸筋、上腕三頭筋）の強化
•腸腰筋の強化
•バランス感覚のアップ
•集中力アップ
腕の筋力が弱くても、体幹を鍛えるとやりやすく難易度がそれほど高くないため、初心者
にもおすすめのアームバランスのポーズです。

•腕力ではなく体幹で体を支える
•膝の位置は脇と肘の間
•二の腕と膝で押し合うようにするとバランスが取りやすい
•肩はすくめずに首は楽に
•目線は斜め前（両手と正三角形が作れるあたり）
•手首から肘は一直線
特に下腹に力を入れて、腿を引き寄せるようにし、お尻を上に引き上げるようにすると、
背中が滑らかになります。

足が浮かない場合
足が浮かない原因の一つは、腰と股関節周りが硬く、膝を脇近くまで持ち上げられなかっ
たり、腿を引き上げてお尻を高くすることができないことと考えられます。
腰回りをほぐすために、前屈のポーズなどを準備ポーズとして入れましょう。
股関節周りが硬く、股関節から足を屈曲させるのが難しい場合は、三日月のポーズで股関
節前側（腸腰筋）をストレッチしておきましょう。
足先の下にブロックを置いて、片足ずつ浮かせる練習をすることで、必要な筋肉のトレー
ニングや、感覚が掴みやすくなります。

Yoga Trinity

https://behonest-bekind.com/seated-forward-bend/
https://behonest-bekind.com/crescent-moon/
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Vakasana ヴァカーサナ 鶴のポーズ

効果効能
腕と手首の強化・背中上部のストレッチ・腹筋の強化・鼠蹊部を開く・腹部組織

を整える

•バランスの取れたポーズなので、このアサナを練習しながら注意が必要です。初心者は
、最初に短い期間のためにこのasanaを練習する必要があります。長い期間はしびれを引
き起こす可能性があり、また体が必要なバランスを取るのに時間がかかるので、怪我につ
ながることがあり。注意が必要。
•このアサナを練習しながら、捻挫や汚れを避けるために首をまっすぐに保つ必要があり
ます。
•子宮頸部脊椎炎に苦しんでいる人は、このアサナを練習すべきではありません。
•妊婦や手根管症候群に苦しんでいる人も、このアサナを練習すべきではありません。

Yoga Trinity

鶴のポーズの由来
鶴のポーズは、サンスクリット語で「バカーサナ」と呼ばれています。バカは鶴、アーサナはサンスクリット語
でポーズを意味します。二本足で立っている鶴のように見えることからその名が付けられました。
鶴のポーズの効果
鶴のポーズは、体を浮かせて両手で全身を支えるのが特徴のポーズです。背中の上部のストレッチや腕や手首の
筋肉の強化などに効果的です。そのほかにも、鶴のポーズには次のような効果が期待できます。
1. 体幹強化
鶴のポーズは、体の核になっているコアマッスルに働きかけるため、体幹の強化につながります。体幹を鍛える
ことで、全身の筋肉強化や基礎代謝アップ効果が期待できます。ほかにも、内臓を正常の位置に戻す効果が期待
できるため、ぽっこりお腹や姿勢の改善、体のラインを美しくするなど、さまざまなメリットがあります。
2. 集中力アップ
鶴のポーズを長時間キープすることで、集中力が養われます。初めは短時間でも難しいかもしれませんが、長時
間できるように練習することでバランス感覚が養われます。また、バランス感覚を強化することで心のバランス
もとりやすくなり、集中力のアップにもつながります。
3. 肩こり解消
鶴のポーズは、二の腕や脇の下の筋肉も使うため、肩周りの筋肉がほぐされ、肩こり解消や肩周りのシェイプ
アップにもつながります。デスクワークなどでこり固まった筋肉をほぐすことができるので、日々の習慣にする
ことで慢性的な肩こり解消も期待できます。



56

上向きの犬のポーズ（ウールドゥヴァムカシュヴァーナーサナ）
効果効能

姿勢の改善・背骨、腕、手首の強化・胸と肺、肩、腹部のストレッチ・臀部の引き締
め・腹部組織の活性化・軽いうつ、疲労、坐骨神経痛の緩和・ぜんそくの治癒

禁忌および注意すべきこと
背中に故障がある場合・手根管症候群・頭痛・妊娠中
ビギナーへのヒント
このポーズでは肩を「吊るし」がちだが、そうすると肩が耳の方へ持ち上がって首が
詰まってしまう。肩を脇の後ろ側に沿って下に引き伸ばし、積極的に耳から離すよう
に引いて肩甲骨を尾骨の方へ、肋骨の脇を前方へふくらませる。左右それぞれの手を
ブロックに乗せて持ち上げる練習をするとよい。
同じ部位に効くポーズ
手首 腕
同じ効果効能が得られるポーズ
姿勢の改善 坐骨神経痛 腕の強化

Yoga Trinity

https://yogajournal.jp/pose/part/28
https://yogajournal.jp/pose/part/31
https://yogajournal.jp/pose/efficacy/16
https://yogajournal.jp/pose/efficacy/18
https://yogajournal.jp/pose/efficacy/22
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Bhujangasana ブージャンガーサナ

コブラのポーズは、胸を大きく開き、背中を後ろに反らせる後屈のポーズの一つで
す。サンスクリット語では「ブージャンガアーサナ」といいます。コブラが敵を威
嚇するときの姿をイメージしているのが由来です。
コブラのポーズとアップドッグの違いとは？
一見似ているコブラのポーズとアップドッグですが、ポーズをとるときの体の使い
方に大きな違いがあります。
コブラのポーズは、背筋を使って上半身を持ち上げますが、アップドッグは床につ
けた手と足、腹筋を使って上半身を持ち上げます。

＊踵をつけたままで行いましょう

ブージャンガーサナとはどういう意味ですか?
ブジャンガサナは、コブラポーズとして知ら
れている人気のヨガアサナのサンスクリット
語の名前です。これは穏やかなバックベンド
で、最も一般的に太陽の挨拶の一部として行
われ、ウルドヴァ・ムカ・スヴァナサナ(上向
きの犬)に代わるあまり激しい選択肢として使
用できます。この用語は、2つのサンスクリッ
ト語の根に由来します。「蛇」または「ヘ
ビ」を意味します。

Yoga Trinity

Salamba bhujangasanaスフィンクスのポーズ
背中が緊張しすぎて腰が辛い場合は肘を肩の真
下に持ってきて胸を開きます。
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Gomukhasana 牛の顔のポーズ（ゴムカーサナ）

ゴームカアーサナは、サンスクリット語で「ゴー」は「牛」、「ムカ」は「顔」という意味
です。
効果効能
足首、股関節と大腿、肩、脇の下と上腕三頭筋、胸のストレッチ

ゴームカーサナの主な効果
•肩周りの柔軟性UP、肩こりの改善
•股関節外旋の柔軟性UP
•生殖器系の活性化
股関節・太ももの外側の柔軟性を高め、下半身の血行を改善します。上半身は肩甲骨〜肩周
りの柔軟性を高め、肩こりを改善します。

ゴームカーサナの禁忌・注意点
肩周り、股関節などを痛めている場合は避けましょ
う。
肩は無理に回さず柔軟性に合わせて、ブロックやベ
ルトなどを使って徐々に深めていきましょう。

Yoga Trinity
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Marichyasana賢者のポーズマリッチアーサナ

効果効能
・肝臓と腎臓を含めた腹部組織のマッサージ・肩のストレッチ・脳の活性化・軽い
背中の痛みと股関節痛の緩和・背骨の強化とストレッチ

禁忌および注意すべきこと
背中と背骨に重大な故障がある場合：経験を積んだ指導者の下でのみ、このポーズ
を行うこと。また以下の場合には行わないこと。 ・高血圧、低血圧 ・片頭痛 ・下
痢 ・頭痛 ・不眠症
ビギナーへのヒント
初心者の多くは、ステップ1にある「膝を曲げて垂直に座る」のが難しい。骨盤が
後ろに沈んで背中が丸くなると、背中の痛みを引き起こすことがある。これを解消
するには、厚く折りたたんだブランケットかボルスターの上に座り、骨盤をニュー
トラルな位置に保つようにしよう。
同じ部位に効くポーズ
股関節 腰 腹部 背骨
同じ効果効能が得られるポーズ
疲労回復 月経中の不調緩和 便秘解消 坐骨神経痛
同じ姿勢でできるポーズ
座位とねじりのポーズ

Yoga Trinity

https://yogajournal.jp/pose/part/4
https://yogajournal.jp/pose/part/12
https://yogajournal.jp/pose/part/13
https://yogajournal.jp/pose/part/16
https://yogajournal.jp/pose/efficacy/4
https://yogajournal.jp/pose/efficacy/8
https://yogajournal.jp/pose/efficacy/14
https://yogajournal.jp/pose/efficacy/18
https://yogajournal.jp/pose/posture/1
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背面を伸ばすポーズ （パシュッチモッターナ・アーサナ）
［Paschimottanasana］（パシュッチモッターナ・アーサナ） 背面を伸ばすポーズ
［Seated Forward Bend］uttanasana ウッタナーサナ

パシュチマが「西」、ウッターナは「強く伸ばす」を意味します。
両足を伸ばして座った姿勢から前屈し、背中を伸ばすポーズです。
背骨全体をリフレッシュさせて内臓の調子を整え、消化機能を高める働きがあります。

効果
•背面の柔軟性を高める
•内臓機能を高める
•鼻炎を改善する
•婦人科系の不調を改善する

Utkatanasana ウトカタナーサナ 腰掛のポーズ
Utkata＝力強い
ウトゥカターサナ（椅子のポーズ・チェアポーズ）
アウターマッスルよりもインナーマッスル、表側の筋肉よりも裏側の筋肉を使う、基本的
な体の使い方が身につく重要な立ちポーズ。
ウトゥカタは「不均衡な」「難しい」などの意味。

ウトゥカターサナの主な効果
•脚・骨盤周りのシェイプアップ
•ハムストリングス・大臀筋強化
•腹直筋強化
•腸腰筋強化

太ももの前側はなるべく使わず裏側を使うようにすることで脚のシェイプアップにつなが
ります。
股関節を引き寄せるお腹のインナーマッスルを正しく使うことで、体幹の筋肉を強化しま
す。
ウトゥカターサナの禁忌・注意点
腰や背中・首を痛めている場合は、胸・首を反らす動きを行わないようにしましょう。そ
れでも十分な効果があります。

Yoga Trinity



61

AdhoMukha Svanasana アドムカシュヴァーナーサナ 下向き犬のポーズ
Adho=下方向 Mukha＝向かう Svana＝犬
効果効能
背面のストレッチ 下半身の強化 下半身のむくみ解消 姿勢改善 脳を休める

Yoga Trinity
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ダウンドッグ（下向きの犬のポーズ・アドムカシュヴァナーサナ）
太陽礼拝にも含まれ、全身の血行を促す重要なポーズ。
アドーは「下へ」、ムカは「顔を向ける」、シュヴァナ（シュヴァーナ）は「犬」の
意味。
足の間隔はこぶし１個分程度が基本ですが、シヴァナンダヨガの太陽礼拝では足を閉
じて行われることもあり、Mountain Pose（マウンテンポーズ）などと呼ぶ場合もあり
ます。

ダウンドッグ（アドムカシュヴァナーサナ）の主な効果
•ハムストリングス・大臀筋・ふくらはぎのストレッチ
•腸腰筋など体幹の筋肉の強化（体幹をまっすぐに、股関節を曲げる）
•広背筋など肩周りの筋肉の強化（肩をすくめないように、安定させる）
•代謝UP・デトックス
•血行促進、肩こりの改善
もも裏（ハムストリングス）・ふくらはぎなど大きな筋肉を活性化させ、下腹部を引
き上げることでインナーマッスル（腸腰筋）も鍛えられます。
太陽礼拝の中でも主要なポーズとして行われ、全身が気持ち良く伸び、全身の血行を
促進します。効果が最も現れる場所はひとそれぞれかと思います。特定の箇所に意識
を集中せず、なるべく全身を均一に使うようにしてみましょう。

ダウンドッグ（アドムカシュヴァナーサナ）の禁忌・注意点
手首・肘・肩に怪我をしている方は避けましょう。高血圧や頭痛の方は、ひたいの下
にブロックやボルスターを置いてサポートする方法もあります。

Yoga Trinity
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prasarita padottanasanaピラミッドのポーズ（プラサリータ）
名前はサンスクリット・プラサリタ(प्रसारित)は「広がる」、パダ(पाद)は「足」
を意味し、ウッタン(उत्तान)は「拡張」を意味し、アサナ(आसन)は「姿勢」また
は「座法」を意味します。

①床やマットの上に立ったら脚を大きく広げましょう。
両手は腰に当てて足先も前に向けていきます。

②ゆっくりと息を吐きながら上体を前屈させていきます。
このとき背中が曲がらないように注意しましょう。
前屈していくときは上半身と下半身の付け根から折り曲げていくようなイ

メージを
してください。

③上体を折り曲げることができたら、腰に当てていた手を足首に添えても構い
ませんし、
両手を後ろに組んでまっすぐ伸ばすと肩周りのストレッチにもなるので余裕

のある人は
してみてください。

④そのままの状態でゆっくりと深呼吸を１５秒〜３０秒ほどおこないましょう。
元に戻っていく時はゆっくりと息を鼻から吸いながらお腹に力を入れて元の

位置まで
戻っていきましょう。

Yoga Trinity
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Parivrtta prasarita padottanasanaパリブリッタ・プラサリータ・パードッタナーサナ
Parivritta＝反転した Prasarita=広げた Pada＝脚 uttana=強く伸ばす
パリヴルッタ プラサリタ パドッタタナサナ
パリヴルッタプラサリタパソッタナサナやワイドレッグスタンディングフォワードベン
ドツイストポーズは、上半身のねじれと一緒にストレッチ姿勢です。このアサナは消化
を改善し、身体をリラックスさせ、バランス感覚を与えます。サンスクリット語では、
パリヴルッタは回転またはねじれを意味し、プラサリタは広がっていることを意味し、
パダは足を意味し、アサナはポーズです。

効果効能
脚の内側と裏側および背骨の強化とストレッチ・腹部組織を整える・脳を休める・軽い
背中の痛みの緩和

ポーズのやり方
1マットの長い辺の方を向いてタダーサナ（山のポーズ）で立つ。ステップするか軽くホップして
両足を1〜1.2ｍほど（身長に合わせて加減する）開く。両手を腰に当てて、両足内側を互いに平行
にする。足首の内側を引き上げて、土踏まずの内側を持ち上げ、両足の外側と拇指球を強く床へ
押す。太腿の筋肉を引き上げて収縮させる。息を吸いながら胸を持ち上げ、胴体の前側を背中よ
りやや長くする。
2息を吐きながら、胴体の前側の長さを保ったままで股関節から前屈する。胴体が床と平行になっ
てきたら、指先を肩の真下へ下ろす。肘を大きく広げる。両脚と両腕は床に直角かつ互いに平行
に。背中が尾骨から頭蓋骨の根元までやや反るように、背骨は平らにして動かす。頭を上げて、
首の後ろ側を長くして天井を見る。
3太腿付け根を真後ろに押して胴体の前側を伸ばし、鼠蹊部（脚の付け根）の内側を互いに引き離
して骨盤の下を広げる。数呼吸する。背中が反って胸骨が持ち上がったら指先を両足の間に歩か
せる。さらに数呼吸してから吐く息で肘を曲げ、胴体の下部と頭を完全に前屈させる。できるだ
け胴体の前側を長く保ちながら前にいくこと。可能であれば、頭を床の上に着けて。
4手のひらの内側を積極的に床へ押す。指は前に向ける。柔軟性が高い人は胴体を完全に前屈させ、
床に対して前腕が直角、上腕が平行になるまで両手を歩かせる。両腕は互いに平行にしたままで、
肩甲骨を背中に広げること。肩は耳から離すようにする。
5このポーズで30秒〜1分ステイする。起き上がるには両手を肩の真下まで戻し、胴体の前側を持
ち上げて長くする。吸う息で両手を腰に、尾骨は床へ下げる。そして胴体を起こす。両足を歩く
かホップしてタダーサナへ戻る。

禁忌および注意すべきこと
腰に故障がある場合：完全に前屈しないこと。
ビギナーへのヒント
初心者のほとんどは、この前屈の最終段階で頭頂部を床につけることが難しい。頭をブロックや
厚く折りたたんだブランケット、ボルスターで支えてみよう。

Yoga Trinity
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Salamba Sirsasana サーランバ・シールシャーサナ 頭立ちのポーズ
Salamba ＝サポートのある Sirsa＝頭

ヨガの逆立ちのポーズとは、サンスクリット語で「シールシャーサナ」で呼ばれる三点倒立
（ヘッドスタンド）のことを指す。頭と両肘の3つで全身を支えるこのシールシャーサナは、
身体のバランスや筋肉、体幹などが必要になる上級者向けのヨガのポーズである。そのため、
シールシャーサナは「アーサナ（ヨガのポーズ）の王様」と呼ばれることもある。

なお、逆立ちのポーズには禁忌があり、首・腰・肩のケガがある人、高血圧・頭痛・緑内
障・網膜剥離がある人、そのほかにも体調が悪い人は取り組むのが禁止されている。また、
ヘッドスタンドではバランスを崩すと、転倒する危険性もあるため、無理に反動を使って行
うようなことはやめ、クラスで習う安全な方法で行いましょう。

Yoga Trinity

＊高血圧、低血圧、心臓疾患、頭痛、骨粗鬆症、目、
首、肩、手首、背中のトラブル、妊娠中はやめてお
きましょう
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Salamba Sirsasana サーランバ・シールシャーサナ 頭立ちのポーズ
Salamba ＝サポートのある Sirsa＝頭

逆立ちのポーズには禁忌があり首・腰・肩のケガがある人、高血圧・頭痛・緑内障・網膜剥離が
ある人、そのほかにも体調が悪い人は取り組むのが禁止されている。また、ヘッドスタンドでは
バランスを崩すと、転倒する危険性もあるため、無理に反動を使って行うようなことはやめ、ク
ラスで習う安全な方法で行いましょう。 、手首、腕、首で支えるのではなく、体幹を使いま
しょう。
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パワンムクターサナ１（パワンムクタアーサナ１）

パワンは「風」「プラーナ（気）」、ムクタは「解放」の意味。

パワンムクターサナ１の効果
•全身の関節の可動域UP
•全身の緊張・力みを解く

長座（ダンダーサナ）の姿勢になって、背中をまっすぐに伸ばしながら少しだ
け後ろに傾け、手はお尻の少し後ろに置き、肘をまっすぐ伸ばして支えます。
肩はすくめないようにします

★１−１：パダングリナマン（足指の曲
げ伸ばし）
★１−２：ゴールフナマン（足首の曲げ
伸ばし）

★１−３：ゴールフチャクラ（足
首まわし）

★１−４：ゴールフゴールナン
（手でつかんで足首回す）

Yoga Trinity
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パワンムクターサナ２
•腹筋
•消化器系を活性化
•生殖器系を活性化
•股関節の柔軟性UP
•骨盤矯正
•代謝UP、体を温める

２−１：ウッタンパダーサ
ナ（脚挙げ）

左脚はまっすぐ床に残したまま、
吸う息で右脚を伸ばしたまま可
能な限り持ち上げ、３〜５秒間
息を止めます。吐きながら脚を
下ろします。５セット行ったあ
と、左脚で５セット行います。

２−２：チャクラパダーサナ
（股関節回し）

左脚はまっすぐ床に残したまま、
吸う息で右脚を伸ばしたまま５cm
持ち上げ、脚を伸ばしたまま股関
節を大きく回します。両肩がブレ
ないようにキープしておきます。
呼吸は自然に続けます。10回転
行ったあと、逆回転で10回行いま
す。同様に左脚でも行います。

２−３：パダサンチャラナーサナ（サイ
クリング）

吐きながら、右脚を曲げて膝を胸に引き
寄せ、つま先を引き寄せて足首を90°に
曲げます。吸いながら脚をできるだけ上
へ伸ばし、足首もまっすぐにします。
まっすぐのまま、脚を下ろしていきます。
かかとが床に触れない高さまで下げたら、
再び吐きながら脚を曲げて膝を胸に引き
寄せます。自転車をこぐような動きにな
ります。10回転行ったら逆回しも10回行
い、左脚も同様に行います。

Yoga Trinity
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２−４：スプタパワンムクターサナ（仰向け
のガス抜き）

吸いながら右脚を曲げて、両手を組んで
膝下のあたりをスネを抱えてしっかり膝
を胸まで引き寄せ、上半身も肩甲骨が浮
くぐらいまで持ち上げて鼻先を膝につけ
るようにコンパクトになります。その位
置で息を止めて、５〜10秒キープします。
吐きながら脚を伸ばして床に置き、上半
身も床に下ろします。３回行ったら、左
脚も同様に行います。

２−５：ジュラナルラカナーサ
ナ（ローリング）

両膝を曲げて胸に引き寄せ、両手を
組んで膝下のあたりのスネを抱えま
す。呼吸は自然に続けながら、脚の
側面が床につくように横へ転がりま
す。５〜10往復転がります。

２−６：スプタウダラカルシャナー
サナ（腹筋ツイスト）

両膝を立てて、足をお尻に引き寄せ
ます。両手を頭の後ろで組んで、肘
は開いて床に置きます。
足と膝をそろえたまま、吐きながら
両膝を右へ倒し、床へ膝を近づけま
す。首は左へ向けて、お腹と首にツ
イストがかかります。吐ききって、
３〜５秒キープします。
吸いながらまっすぐに戻り、逆側も
同様に行います。５セット行います。

Yoga Trinity
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２−７：シャヴァウダラカルシャナーサナ（背骨
ツイスト）

両腕を肩の高さに真横へ伸ばし、手の
ひらは床向きにします。右脚を曲げて、
右足裏を左膝の脇に当たるようにしま
す。
吐きながら、両肩が浮かないように、
右膝を左脚の外側の床へ下ろしていく
ように背骨をツイストしていきます。
左手を右膝の外側へ当てて、膝が床に
下りるのをサポートします。首は右側
へ向けて、右手の中指の先をみつめま
す。自然な呼吸で気持ち良い長さで
キープします。
吸いながら真ん中へもどり、両脚を伸
ばします。逆側も同様に行います。

パワンムクターサナ３の効果
•背骨の柔軟性を高め、歪みを整える
•股関節の柔軟性UP
•骨盤矯正
•腹筋を鍛える
•代謝UP、体を温める

３−１：ラッジュカルシャナーサナ
（ロープを引くポーズ）

長座の姿勢で坐ります。体
のすぐ前に、上からロープ
が垂れ下がっているイメー
ジをします。以降、手の動
きを目で追うようにします。
吸いながら、右腕をまっす
ぐ伸ばしたまま頭の上に持
ち上げ、なるべく高い位置
でロープをつかみます。吐
きながら、腕はまっすぐ伸
ばしたままでロープを下へ
引っ張ります。
左手でも同様に行い、５〜
10セット行います。

３−２：ガティヤトマクメルヴァク
ラーサナ（大きく背骨をねじるポー
ズ）

長座の姿勢で坐り、脚をまっすぐ
のままで気持ち良い範囲で開きま
す。両腕を肩の高さに横へ伸ばし
ます。
まずゆっくりなペースで始めて、
だんだんスピードを速くしていき
ます。
吐きながら、腕を伸ばしたまま上
半身を左へツイストして右手を左
足の向こうへ伸ばしていき、左腕
も後ろ斜め上へ気持ち良く伸ばし、
目線は左手の先を見ます。
吸いながらツイストをほどいて真
ん中へもどり、吐きながら逆側へ
ツイストし、同様に行います。10
〜20セット行います。

Yoga Trinity
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３−３：チャッキチャラナーサナ（石臼
をまわすポーズ）

長座の姿勢で坐り、足は30cmほど離
します。腕をまっすぐ前へ伸ばし、
指を組みます。
動いている最中も、肘が曲がらない
ようにしましょう。
吐きながら右斜め前へ前屈していき、
組んだ手を右足の外側の遠くへ伸ば
します。
吸いながら上半身を背中側へ可能な
限り傾けて手を引き寄せ、石臼を挽
くように手が時計回りに回るように、
上半身を腰から動かします。なるべ
く大きな円を描きましょう。
５〜10回転したあと、逆側も同様に
行います。

３−６：ナマスカーラーサナ（礼拝の
ポーズ）

60cmほどカカトを離して、スクワットポジ
ションで坐ります。膝はしっかり曲げ、左
右に大きく開きます。肘と内ももで押し合
いながら、手は合掌し、顔は正面を向きま
す。目を閉じて行っても構いません。
吸いながら首を後ろへ曲げて上を見上げ、
肘と内ももで押し合います。３秒ほど息を
止めます。
吐きながら、合掌したまま両腕を前方へ伸
ばし、背中も丸めて前へ伸ばします。この
とき膝で二の腕の外側をはさむように押し
ます。両手を前から引っ張られているよう
に、強く前へ伸びていきます。この形で３
秒ほど息を止めます。
吸いながら、両腕を曲げて胸の前に合掌を
戻し、上を見上げて、最初のポジションに
戻ります。５〜８セット行います。３−７：ヴァーユニシュカーサナ（風の

エネルギーを解放するポーズ）

引き続き、60cmほどカカトを離し
て、スクワットポジションで坐り
ます。
肘は膝の内側を通して、両手で両
足の内側から土踏まずをつかみま
す。肘は少し曲がっていて、二の
腕の外側は内ももではさみます。
吸いながら首を後ろへ曲げて上を
見上げ、３秒ほど息を止めます。
吐きながら、脚を伸ばしてお尻を
持ち上げ、頭頂を真下へ伸ばして
いくように立位前屈の形になりま
す。手と足で押し合い、前屈を深
めたら、３秒ほど息を止めます。

Yoga Trinity
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bandha バンダ
バンダとは特定の部位（3ヶ所）の筋肉を使い、締めることを指します。
ムーラバンダ、ウディヤナバンダ、ジャーランダラバンダの3つに分類されます。これら
の方法によって全てのポーズは深まり、安定した理想の姿勢へと近づきます。
ヨガの練習で身体を流れるプラーナという生命エネルギーにかかわる練習方法です。本来
は身体の動きによって自然にバンダが起こります。

＊ムーラ・バンダ
ムーラバンダとは「根」を意味し、骨盤底周辺を意識するので骨盤底筋群が関係してきま
す。排泄のコントロール、骨盤内の内臓維持、体幹の安定化させるテクニック。
肛門、尿道、会陰のあたりを吸い上げるようなイメージです。

＊ウディヤナ・バンダ
ウディヤナとは「上昇」を意味し腹部を中央に向けて引き締めることで腹圧で上半身を持
ち上げて軽くするテクニックです。おへその下、丹田あたりを意識するので腹横筋など腹
筋群が関係してきます。腹横筋は姿勢の維持、動作の安定化、内臓位置の調整、排便の補
助に関係しています。

＊ジャーランダラ・バンダ
ジャーランダラとは「網」、「水を保つもの」を意味しています。喉のあたりを意識しま
す。腹部で湧きあがった上昇気流を喉の網目で通してクールダウンし、脳を鎮めるテク
ニックです。
頭部を前に少し傾け、喉を締め、首を緩め脳を深く休息させる。

3つのバンダをいきなり意識するのは難しいですが、少しずつポーズの中でも練習してい
きましょう。まずはムーラ・バンダから意識していくと体幹が安定しやすくなります。

＊生理中、体調がすぐれないとき、便秘の時はバンダの練習はしない方がよい
ウディヤナバンダは妊娠中、産後はやめておきましょう

Yoga Trinity
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Pranayama プラーナヤーマ
呼吸法

Yoga Trinity
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Pranayama プラーナヤーマ 呼吸法
ヨガの呼吸法 調気、調息

Pranayama プラーナヤーマ ＝ エナジー

生きる＝呼吸をすること 生きる＝経験する機会
目の前にある成すべきことをし、私たちは経験するために生きています。判断するため
ではありません。

感じること・・・経験すること・・・生きること

呼吸の深まりは経験することが増え、呼吸が浅い時は経験が少なくなる。

吸う息＝始まり 呼吸の間 吐く息＝終わり

経験、生きている時間が増える

正しい呼吸（深い呼吸）は長生きに。浅い呼吸は寿命にかかわります。

身体、呼吸、精神は繋がっています。
辛い時、悲しい時、身体は緊張します。

心の状態からエゴは出ます。
身体は痛みを通して私たちに話しかけてきます。体と会話し、身体の声を聞きましょう。
自分の意思が自分をサポートすれば同じポーズで一時間でもいられるようになる。

Pranayama（プラナヤマ）とは？
プラナとは、呼吸に乗って移動する「生命力」または「生命エネルギー」です。プラー
ナは私たちの中にあるスピリット（霊/魂）のようなものです。英語のスピリットには
「息」という意味もあります。「息」の長さと深さが私たちの生き方のみならず、人生
の長さをも決定します。長息が長生きに通じるという言葉があるように、自分の中のプ
ラナ、スピリットを感じ、それを良い方向にコントロールすることがカラダを健康にし
てくれ、結果的に私たちの寿命を長くしてくれるのです。
Prana = 生命力 <life force >

Ayama = 制御
つまり、Pranayamaは生命力を高め、拡張する方法。呼吸を使ってPranaを体内中に届け、
エネルギーを整えることができます。

Yoga Trinity
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Pranayama プラーナヤーマ ＝ エナジー

コップの水が澄んでいるときは石が見えます
身体が止まるとき、（心）エネルギーを経験します。

心を鎮めるには身体のストレス（脳疲労や身体の慢性疲労）から解
放されることが重要となります。

毎日のクレンジング、浄化を行いましょう。

Yoga Trinity
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こうした心の性質は、どれも必要な働きではありますが、ラジャスやタマスに傾きすぎる
と心身のバランスを崩してしまいます
心と体の関係性として、サットヴァを増幅させるとラジャス(活動)とタマス(休息)のバラン
スが整いトリドーシャをバランスさせることができ、私たちを健康へと導いてくれます
トリ・グナは、意識や、それに伴った行動を整えることだけでなく、食事・運動・睡眠な
ど生活習慣の質を見直すことによってもバランスさせることができるといわれています

Yoga Trinity
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・鎖骨の呼吸はとても浅い。
・深い呼吸は酸素（生命エネルギー）を多く取り入れられる。

逆転のポーズは呼吸の鍛錬となり、ねじりのポーズは胸の筋肉を緩ませてくれま
す。

カパラバティ DINACHARYA

ディナチャリヤ(ददनचर्ाा)は、より健康で幸せで長生きし、すべての病気を避ける方
法を教育するアーユルヴェーダの毎日のルーティン。
アーユルヴェーダデイリールーティンは、あなたの生物学的時計を調節し、健康
的なライフスタイルを提唱することによって、あなたの体と自然のバランスと調
和を維持するのに役立ちます。また、適切な消化、吸収、食品の同化にも役立ち
ます。毎日のルーチンで採用する規律はまた、自尊心を向上させ、幸福をもたら
し、長寿を促進します。

心身の浄化、鼻、口、胃腸 便秘などは身体に毒素が回っている状態。（少しず
つゆっくり死んでいる。）

＊呼吸は呼吸器の残りの全部をだし、新しい呼吸をする。
私たちの身体の癖を治す呼吸が横隔膜の呼吸、カパラバティがある。

＊ヘルニアの方は力をいれては吐けません（無理はしないことが大切です）
吸う息は意識せず、吐く息だけを意識。

＊カパラバティをすることで運動をしていなくても、新しい酸素を取り入れ、新
しい細胞を作る。残っている古いものを出す、細胞のレベルまでの浄化ができる。

＊高血圧、妊娠中は行わない方がよい
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片鼻の呼吸法 アヌローマヴィローマプラーナーヤーマ（ナ
ディショーダナ・片鼻呼吸法）〜自律神経・左右のバランスを
整える〜

呼吸法で自律神経を整える

休みたいのに頭が休まらない、という人が増えているように思えます。
自律神経の切り替えがうまくできていない症状の一つですね。
鼻は、右側が交感神経・活発・陽（ピンガラー：太陽）、左側が副交感神
経・リラックス・陰（イダー：月）を司り、人は1.5〜2時間くらいに1度、
自動的に主に呼吸する鼻の側が入れ替わっていて、心身を活動的にしたり
休ませたりしています。しかし、仕事などで目や頭を使いすぎたり、浅い
呼吸を繰り返したりすると、この切替えがうまくいかず、「リラックスし
たいのに休めない・睡眠が浅い」あるいは「集中したいのに頭のスイッチ
が入らない」といったことが起こります。
この自律神経の切り替えをうまく行える状態を取り戻すために、片鼻ずつ
呼吸して切り替えの練習をするのがこの呼吸法の目的です。

片鼻呼吸法のやり方

1.左手は軽く膝の上におき、呼吸を整えてから始めていきます
2.右手の人差し指と中指を折り曲げ（もしくは2本指を眉間に置き）、顔の
正面に準備します
3.親指で右鼻を抑え、左鼻から今ある息をすべて吐き出します
4.左鼻から4秒かけて息を深く吸いこみます。肩が上がらないように気をつ
けましょう
5.薬指で左鼻を抑え、親指を外した右鼻から4秒かけて息を吐き出します
6.今度は、右鼻から息を吸いこみます
7.先ほどと同様に、左右の鼻による呼吸を繰り返します
8.最後に手をほどき、自然な呼吸をしばらく続けます

Yoga Trinity
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IDA                  
MOON
COLD
DOWN
LEFT

FEMINE    

PINGLA
SUN
HOT
UP

RIGT
MUSCLINE

バランス＝自分が軽くなるところにバランスがある

左側は月のエナジー、右側は太陽エナジー

夜は月、朝は太陽

イダ、ピンガラ、スシュムナ＝精神世界の入り口

AMLOM VILOMA PLANAYAMA
アヌロム・ヴィローム(代替鼻孔呼吸)は、心身を浄化す
る最も効果的なプラナヤマ(呼吸法)の一つである。アヌ
ロムビロームは、内部の体の条件のほとんどを硬化する
利点を提供し、ストレスや不安を解放する上で非常に有
用です。

右手を写真のようにビシュヌムードラという指の形を取
ります。

親指で右鼻、薬指で左の鼻を交互に抑え、「息を吸う、
止める、吐く」を交互に行ないます。

4カウントで吸い、８カウントで吐きます。（目安）

息と息の間に意識を向けましょう。

毎日呼吸法を実践する。浄化を深める。
浄化回数＝108回 108をかけていくと、太陽までの距
離となる。

腹式呼吸から→横隔膜で呼吸できるようになる。
勘定が穏やかな時に呼吸法はしましょう。

息を吸うと、横隔膜は下がり、息を吐くと横隔膜は上が
ります。

横隔膜、肋間筋の動きが大切です。 Yoga Trinity

http://www.yogawiz.com/breathing-exercises.html
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Kapal Bhati（カパラバティ）

カパラバティ呼吸は、サンスクリット語から直訳すると、「光る頭蓋骨」
という意味です。その名の通り頭をすっきりさせてくれる効果があります。
その理由は、強く息を吐くことによって、脳の換気（脳に酸素を取り込ん
で要らないものを鼻から出す）をしてくれるから、頭がスッキリするので
す。
また、しっかりお腹を動かして、内臓全体の血行をよくしたり、活性化し
て、腹筋や横隔膜も鍛えてくれます。

＊必ず空腹時に行いましょう

カパラバティ呼吸法をしてはいけない人

お腹を圧迫するので、妊娠中の方は避けましょう。
そして、お腹がポンプのように動いて、一気に血流が強くなるので、
高血圧の人や心臓疾患などがある方は避けましょう！！！
もちろん、手術後などお医者様に運動を控えてくださいと言われて
いる方は絶対避けてくださいね。

Yoga Trinity
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バストリカー ふいごの呼吸
呼気と吸気に勢いがあります。早く、強く吸って、吐いてを行う呼吸法→これは、レベ
ルが上がってから。
息を吸ってお腹が膨らみます。横隔膜、肺、胸が活発には働いて刺激されます。
バストリカーはアルカリを増やすのでしっかりとクレンジングできた身体でないと酸が
（酸素をいれるので）減る。免疫が下がるので初心者は行うと危険である。

バストリカー呼吸法をしてはいけない人

初心者（過呼吸になりやすく、免疫が下がるため）
お腹を圧迫するので、妊娠中の方は避けましょう。
そして、お腹がポンプのように動いて、一気に血流が強くなるので、
ヘルニア、高血圧の人や心臓疾患などがある方は避けましょう！！！
もちろん、手術後などお医者様に運動を控えてくださいと言われている方は絶対避けて
くださいね。

＊呼吸法での浄化は喫煙者は一年吸ったら、８〜１０年ほどかかると言われています。

効果
・同様、身体に熱を生じます。
・肺内の急速な空気の交換により、酸素量が増加し、二酸化炭素が減ります。
・この実践は細胞レベルに至るまで体中の代謝率を刺激して熱を生じ老廃物と毒素を体外へ
流します。
・横隔膜の素早いリズミカルな動きで内臓器官を刺激され、消化、排泄の働きが改善されま
す。
・バストリカーは抵抗力を作り、風邪の過剰な粘液、副鼻腔炎の緩和
・サマーナ・ヴァーユを発生させ、プラーナの蓄えを満たし、プラーナのシステム全体を刺
激します。
・バストリカーはクンダリニを覚醒させると言われています。
・否定的な考えを遠ざけるのに役立ちます。
・ 体の暖かさを増加させ、一般的な風邪を防ぐのに役立ちます。
・バストリカ・プラナヤマの定期的な練習は、すべての病気からあなたを遠ざけます。
・プラナヤマの定期的な練習は、血液を浄化し、酸素の流れを高めます。

＊補息する時間が長くなるのでケーヴァラ・クンバカの理想的な状態を作り出します。

Yoga Trinity
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ウジャイ呼吸法

ウジャイ呼吸法は流派によって方法が異なります。日本語では勝利の呼吸
法と呼ばれています。恐れや不安がなくなる呼吸のため、勝利の呼吸法と
よばれています。全てのヨガのポーズはハタヨガからアレンジされたもの
です。
呼吸法も様々な形にアレンジされてきました。
本来のウジャイ呼吸法は自然な状態、コントロールしない状態で肺の機能
を最大限に高める呼吸法です。

本来のウジャイ呼吸法は自然な状態、コントロールしない状態で肺の機能を最大
限に高める呼吸法により、

最大限に肺を開き、吐くことで、

呼吸筋、横隔膜を鍛えることができます。

本来の生命力を取り戻す呼吸法です。

私たちが持つ生命力は免疫力を高めたり、怪我や病気を治す力もあります。
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ウジャイ呼吸法
1，呼吸の基本の姿勢になります。
2，肺に意識を向けましょう。
3，胸で大きく息を吸って、ゆっくり吐きましょう。
4，風船が膨らむように、ゆっくり時間をかけて行いましょう。深く３セット
行うと５分の練習になります。慣れてきた方は１回ずつ保持する時間を長くし
ます。初心者は横になって練習することが望ましいです。

ウジャイ呼吸法の効果

・リラックス効果
・集中力を高める
・瞑想に入りやすくなる
・睡眠の質を高める

Yoga Trinity
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ブラマリ呼吸法

蜂の羽音、ハミングの呼吸法と呼ばれています。
蜂の飛んでいるような音を出します。

方法
基本姿勢
①鼻から息を吸う
②鼻から吐くときはハミングのようにン〜という音を出しながら吐きます
③身体全体、そして頭の裏側に音が響くのを味わいましょう

ブラマリ呼吸法の効果
・ストレス軽減
・喉の不調緩和（咽頭炎や扁桃炎）
・精神を安定させる、不安が和らぐ
・不眠改善
・瞑想が深まる

効果
・集中力が身につく
・息の吐き方が上手になり、呼吸が深くなる
・意識が集中しやすいので雑念が浮かびにくい
・子供と遊び感覚で行うことで子供にも集中力が身につく

ポイント
・共鳴を生み出すこと
・共鳴を感じること
・頭蓋骨が響いているのを感じる
・目を閉じて行う
・音程を変える

雄バチ：周波数高い：身体の下方
雌バチ：周波数低い：身体の上方

Yoga Trinity



85

オームカーラ呼吸法
オームカーラ呼吸法は３つの音で成り立ちます。

om                     「Ａア」「Ｕウ」「Ｍム」

Aaaa＝お腹、丹田
Uuuu＝ハート
Mmmｍ＝脳、松果体

3つの音を１つとみて唱えます。
それぞれの音のみ出すことは避けましょう。
すべての音を表す音のシンボルです。

オームカーラ呼吸法の効果
・リラックス効果
・ストレス軽減
・ヨガの練習、瞑想が深まる
・睡眠の質が高まる
・自律神経の働きを高める

オームは原初音といわれ、宇宙創造の基本音です
すべての命を持つものは神聖性な意識を持っています。
全ては種子（ビンドゥ）としてこの聖音（マントラ）から生ま
れます。この音は世界中で古代からっ使われている宇宙そのも
のの音です。
「オーム」は『ヴェーダ聖典』に記された「聖音」です。

神聖な音のため、この呼吸法を練習するときには必ず
朝、シャワー、お風呂に入りましょう。
ヨガの練習と同じです。
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オームカーラ呼吸法
1，楽な姿勢で座りましょう
2，ウジャイ呼吸法で呼吸を整えます
3，大きく息を吸って、吐きながら
4，三つの音を出しましょう
5，体に響きを感じます
6，音が終わった後にも１回ずつ身体の変化を感じましょう
7，自然な呼吸に戻ります

AUM＝GOD ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ、ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ、ﾃﾞｨｽﾄﾛｲﾔｰ
創造、維持、破壊

この聖音は後に仏教にも取り入れられました。

様々な研究も行われています。
・OMチャントの音響分析による神経系への影響の研究
・サンスクリット語の神聖なる音OMマントラの詠唱の時間ー周波数分析
・サンスクリット語の神聖なる音OMのスペクトル分析

OMマントラのスペクトル分析はその構造を研究し、人間の神経系に影響を与
えることが分かっている要因を特定するために行われました。
OMを唱えた後にストレスが最小化されるなどの研究が多く行われています。
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Meditation
瞑想

Yoga Trinity
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瞑想

マインドフルネス
マインドフルネスは自分の内面に意識を向けるヨガとコンセプトは同じ
「今、この瞬間」に意識を向け、大切にする瞑想です。

自分の内面に意識を向けるのは、今の状況をそのまま見るということ。ヨガの
練習（アーサナ）は自分をコントロールするためには行いません。瞑想も同じ
です。
“今“というこの瞬間に意識を向けるマインドフルネスは脳を活性化させ、スト
レスの軽減効果もあります。

マインドフルネス瞑想の初期段階は今の気持ちや身体状況をあるがままに受け
入れる習慣を身につける練習です。
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瞑想のポイントは
姿勢、呼吸、意識

①姿勢
横になった状態、心地よい状態で横になり、どこにも違和感や負荷のかかって
いないことを確認します。

座った姿勢 背筋を伸ばして行います。背中が反ったり、丸くなっていないか
確認しましょう。

②呼吸
できるだけゆっくり呼吸を行います。
自分が思っているよりゆっくりと。
特に息を吐くときは肩をなでおろすように

③意識
無の状態が理想ですが、
瞑想は“今ここにあること”が重要です。

しかし、自分の力ではどうしようもない、
悲しいことや辛いことは人生で必ず起こります。
それらの出来事はすでに起きたこと、
全て自分自身の成長のために必要として、
次に進み続けること
そして、今があるということ、
その今という瞬間が続いていることを
体現する時間です。

初めての場合は雑念が浮かびやすいので
ゆっくり行う呼吸の全てに意識を向けましょう

呼吸の状態、鼻を空気が通る感覚
そしてその空気の湿度など
呼吸そのものに集中しても雑念が浮かびやすいので
呼吸に関するさ様々な状態に意識を向けましょう

呼吸の状態、鼻を空気が通る感覚
そしてその空気の温度など
呼吸そのものに集中しても雑念が雑念が浮かびやすいので
呼吸に関する様々な状態に意識を向けましょう
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今まで起きてきた、悲しいことや辛いこと、今悩んでいる問題など、何らか
のネガティブな考えやイメージなどが浮かんできたときはそれ自体を光で包
み込みます。

太陽のようなイメージしやすい光から始めます。
温かく、体全体を包み込む光です。
瞑想が深まると実際には自分自身が発する光そのものがもうすでに自分を常
に包み込んでいることに気づきはじめます。

限りある命、私たちの肉体には限りがあり、必ず死を迎える時が来ます。し
かし、必ず終わりを迎える命に意味を見出さない方もいます。
しかし、実際には私たちには生きる意味があり、ひとりひとりに目的があり
ます。
ヨガの本来の目的は“心身共に心地よく、安定したここを作ること“です。
ヨガのアーサナでは、体のゆがみが調整され、柔軟性や体力が向上するなど
の効果があります。
さらに、ゆったりとした呼吸や段階に応じた瞑想を組み合わせることで集中
力が高まります。
このヨガの練習によって揺るぎのない穏やかな状態を作り出すことができま
す。科学的にも脳波が変化することが明らかになっています。
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ヨガ哲学
Yoga philosophy
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ヨーガスートラ
今から約2000年以上前にパンダジャリという人物がヨガについてまとめたヨガの古典。
ヨーガスートラをまとめたパンダジャリという人物について、実は分かっていることはほとん
どありません。
どんな人が説明したのが分からないヨーガスートラですが、世界で初めてヨガについて解説し
たことからヨガの基本教典とされています。
スートラとは「糸」を意味しており、いくつもの口頭伝承で伝わっていた教えを糸のようにま
とめた内容になっています。
全部で195句の短い文しかなく、非常に短いのが特徴。
ただ、もともと師匠から弟子に説明を含めて教えられてたことのため、解読するのはすごく難
しいです。
そのため、ヨーガスートラに関する解釈は様々です。

ヨーガースートラの原文は全部で4つの章でまとまっています。
第一章 ヨガの目的から実践方法までヨガの全体像について
第二章 ヨガの実践方法について
第三章 ヨガを極めることによって生まれる知恵や能力について
第四章 ヨガの哲学や心理学についての補足

Sutra 1.2 ヨーガとは
र्ोगश्चचत्तवतृ्तत्तननिोधः॥२॥

yogaś-citta-vr̥tti-nirodhaḥ ॥2॥
（読み）ヨーガスチッタヴルッティニローダハ

（訳）ヨーガとは、心の波立ちを止めることである。

The restraint of the modifications of the mind-stuff is Yoga.

心の変化を抑止することがヨーガである。
Yoga is restraining the mind – stuff (Chitta) from taking various forms (Vrittis).

ヨーガとは心が様々な形をとるのを抑止することである。

解説・考察

1.1節で、ヴィヴェーカーナンダ氏は大胆にYogaをConcentration（集中）と英訳して
います。

西洋にインドの思想を広めようとした際、熟考の末にこのように訳したのだろうとい
う気持ちがうかがえます。

参考書籍
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禁戒（ヤマ）ダルマ（調和）を生きる ヤマとは日常でやってはいけない5つのことで
す。

•非暴力アヒムサ（暴力を振るわないこと）/不殺生 生きとし生けるものすべてに対して
•正直 サティヤ（ウソをつかないこと）エゴで噓をつかない 日頃から思いと言葉を一致させる
•不盗アスティヤ（盗みを行わないこと）自己中心的な行動をやめる
•禁欲ブラフマチャリヤ（性欲に振り回されて相手を傷つけないこと）エネルギーの無駄遣いを
せず、生命エネルギーを必要なところに集中させる。
•不貪アパリグラハ（必要以上のものを所有しないこと）
非暴力は物理だけでなく、精神的な暴力も含まれます。
また、暴食は相手だけでなく、自分に対しての暴力もNGです。
特に意識せずに他人を傷つけていないかや、自分自身を追い込んでいないかをないかをしっかり
と自分を見つめ直しましょう。

勧戒（ニヤマ）ニヤマは日常で積極的に実践すべきこと5つを指します。

･清浄シャウチャ（いつもきれいな状態を保つ。）
•知足サントーシャ（今の状態に満足すること。）
•自制タパス（自制や浄化で悪い習慣をなくす。（焼き払う：自分の内面に火をつける））
•聖典学習スヴァディアーヤ（本などをよんで、ヨガに対する知識を深めること、自己について
学ぶ）
•信仰イーシュバラプラニダーナ聖なる存在を意識して生きる（目の前にあるあらゆること・起
こること全てに身をゆだねること。）大いなる意識に全てを委ねる。

坐位（アーサナ）
瞑想を深めるための座法。アーサナという言葉はサンスクリット語のAsiから派生した
ものです。現代のヨガではアーサナといえばポーズですが、もともとヨーガスートラでは快適
で安定した座り方を指しています。アーサナは心と身体を安定させる姿勢です。
アーサナは身体機能が正常に働くために柔軟性と筋力を養い、安定さを生み出します。
ポーズを取るときは美しく、モデルの通り完璧にとることを無理に意識するのではなく、自分の
体調などに完璧にフィットして快適にできることを意識して楽しみましょう。
痛みを感じないような快適さで安定する座り方をしましょう。

呼吸法（プラーナーヤーマ）
瞑想を深めるために呼吸を整える。プラーナは生命エネルギーまたは生命力で、プラーナ
ヤーマは拡張を意味します。
呼吸に意識を集中させて、いきましょう。

制感（プラティヤーハーラ）
感覚制御とも呼ばれています。
自分でない外側に向けていた感覚を自分の内側に向けていきます。
普段から意識は外に向けていることから多いことから、自分以外のことに意識が向けてしまいが
ちですが、その度に自分の内側に意識を戻していきましょう。
制感をマスターすることで客観的に物事を見れるようになれると言われています。

＊外的支則（バヒランガ）
アシュタンガでは、まず外的支則と呼ばれる5つの訓練方法を解説しています。
外的支則は自分でコントロールすることができるのが特徴。
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凝念（ダーラナー）集中

プラティヤーハーラで内側に取り入れた意識を今度は一つのものに集中できるようにし
ていきます。
心が一つのことについて集中する状態をさします。
集中するのは呼吸や心臓の音はもちろん、自然の音でも構いません。

静慮（ディヤーナ）瞑想
ダーラナーで集中している状態が途中で止まることなく続いている状態です。
コントロールするのは難しいですが、凝念（ダーラナー）をつづけていくことで自然と集中
力が続くことになります。

三昧（サマディ）

心を完全に制御できた状態です。
「悟り」とも呼ばれており、ヨガを極めることによって得られる状況とされています。
解脱＝悟り
アーサナの練習は「安定と快適さ」を重視しましょう

＊内的支則（アンタランガ）
ヨガをやっていると得られる残りの3つの段階は内的支則と呼ばれます。
外的支則と比べると、自分でコントロールすることが難しく、自然と移行するのをまちます。
この3つの段階ははっきりとした区別はなく、連続しておこなっていきます。
ヨガの最終目的は解脱に至ることです。
縛るものを離れて自由になる。悩みや迷いなど煩悩の束縛から解き放たれて自由の境地、無
限の自由に到達することを体現する。
ストレスがあったり、身動きが取れないと思う方もいます。

その状況は誰が作っているのでしょう？

輪廻の世界から抜け出して、二度と生まれ変わることのない場所へ行くこと。ダルマに生き
ることが大切です。
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クレーシャ（煩悩）
私たちを苦しめる５つのクレーシャ（煩悩）の弱め方

煩悩とは、人々を悩まし苦しめる心の作用のこと。この苦しみの根源ともいえる、煩
悩を学び、そして取り除くことで心を軽くすることができます。

苦の元凶、5つのクレーシャ
煩悩とは精神をかき乱す、心につきまとう妄念や欲望などのこと。元になったサンス
クリット語のクレーシャには「汚す・苦しめる」といった意味があります。煩悩は
人々の苦の元凶と考えられていますので、苦しみから解放されるためには煩悩を取り
除くことがとても大切です。

・苦しみの原因は外ではなくて内側にある
・苦しみの原因は物質ではなくて心の働き
・苦しみの原因は物質ではなくて心の働き

*悩みがあるとき、ほとんどの人は外側で起こる物質的な現象から原因を探ろうとし
ますが、そこからは悩みの解決策は見つけられません。

例えば、お金に関して不安がある人の場合、収入の低さが根本的な原因ではないケー
スもあります。「足りなくなった時」のことを想像したり、「友達が買えるブランド
品が買えない」ことに劣等感を感じていることが不安の元凶になっていることが往往
にしてあるのです。こうした煩悩がある限り、たとえ生活できるだけの収入があった
としても、また、今よりも収入が上がったとしても悩みは消えません。

また、本当に収入の低さに問題がある場合でも、「お金への不安」が強くなりすぎる
と適切な対応ができなくなります。会社に交渉することや、転職を考えることが必要
であっても、強すぎる不安は、「今より悪くなったらどうしよう」という恐怖を呼び、
行動に制限をかけてしまうのです。

次から次に湧き出る「出来ない理由」は全て無知から生じる妄念です。自分が抱えて
いる悩みのほとんどは妄念であることを学ぶと、悩みが弱まり、現実的な対処法も冷
静に考えることが出来ます。苦しみの原因は物質ではなくて心の働きだと知りましょ
う。

ヨガスートラから紐解く
さて、具体的には、どのような心の働きがクレーシャだと言われているのでしょうか。

クレーシャには無知・自我意識・愛着・嫌悪・死への効果がある。
（ヨガスートラ2章3節）
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ヨガスートラでは「金欲」などの具体的な物質への執着は上げずに、あらゆる煩
悩の根源となる大きな心の作用について説明されています。あらゆる煩悩は、こ
の5つに当てはめて考えると、自分の悩みの根源が見えてきます。

無知（アヴィディヤー）
無知は、他の全てのクレーシャの原因。私たちの苦しみの全ては、間違った妄念
によって作り出されている。

自我意識（アスミター）
プルシャとプラクリティを同一だと勘違いすること。

愛着（ラーガ）
渇望を呼ぶ快楽・愛着。

嫌悪（ドゥベーシャ）
苦痛の記憶に対する反発の感情。

死への恐怖（クレーシャーハ）
生に対する執着。

この5つを見て「愛って煩悩なの？」と不思議に思う人もいるかもしれませんが、
人間関係を振り返ってみると、近しくて大切な人との間ほど、大きな悩みが立ち
はだかっていないでしょうか。

なぜ苦しみが起きるのかを理解するためには“真実の原因“を知ることがとても重
要なのです。

クレーシャへの理解を深めよう
クレーシャについて学ぶと、悩みの原因が自分の思っていた物質的な要因とは
違ったと気が付くことがあります。ここからは、それぞれのクレーシャがどうし
て苦しみを生むのかを理解しましょう。

全ての苦の根源は無知

眠り、弱まり、散乱し、拡大する他のクレーシャの土台となるのが無知である。
（ヨガスートラ2章4節）

様々な種類のクレーシャは全て、私たちの無知から起こります。無知には以下の
ようなものがあります。
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無常なものを永遠と思う
プラクリティによって作り出された物質世界は全て無常なものです。人の心で
さえ必ず変化しています。今あるもの・事柄への執着は人を苦しめます。

不浄なものを清浄と思う
清浄さとは、プラクリティの作り出す物質に全く影響されない清さ。つまりプ
ルシャのみが真に正常な存在です。

不幸を幸福と思う
「幸福」とは、プルシャの特徴である「至高の状態」を意味します。不幸は、
それに到達出来ていない状態です。

非自己を自己だと思う
プルシャとプラクリティを分けて認識することはとても困難です。真我（プル
シャ）以外を自己だと誤認することは最も大きな無知です。

エゴイズム（自我意識）の正体
2つ目のクレーシャは自我意識です。

サーンキャ哲学では世界をプルシャ（真我）とプラクリティ（物質原理）に分
けて考えていますが、その2つを同一のものとして認識することが自我意識で
す。人の感情はプラクリティによって作られたものですが、その感情を自分の
ものだと勘違いしてしまいます。

「苦しい」という感情が生まれた時、「私が苦しい」と認識したり、「楽し
い」という感情を「私が楽しい」と認識することは全て無知から生まれていま
す。感情や思考も客観的に傍観できることが大切です。

愛着と苦しみとは共に捨てるべきクレーシャ
愛着を抱くことが美徳であるかのように語られることもありますが、愛も執着
を伴うことで苦しみに繋がります。

ラーガ（愛着）とは、快楽に伴う執着の心情である。（ヨガスートラ2章7節）

快楽を得た後、人の感情は同じ快楽を渇望するようになります。その貪欲さは
判断を鈍らせ、善悪の判断さえ曖昧になってしまいます。自身の内側に宿る普
遍的な幸福は執着を生みませんが、プラクリティによって生み出された無常の
快楽には、必ず枯渇感に繋がります。
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苦しみの原因、5つのKlesha：クレーシャ
1.Abidya : アビデャ／間違った認識
2.Asimta : アスミタ／英語では Iness などと訳されていますが、無意識な先入観
3.Raga : ラーガ／いい思い出にもとづく執着
4.Dvesha : ドベシャ／悪い思い出に基づく嫌悪感
5.Abinivesa : アビニベサ／恐怖心
苦しみによって起きる障害（Antaraya：アンタラヤ）
1.心の不調
2.身体の不調
3.迷い
4.考えずに行動してしまう
5.怠け癖
6.快楽に耽り過ぎる
7.偏屈
8.達成するまで頑張れない根気のなさ
9.達成しても、飽きてすぐやめてしまう
苦しみや障害によって引き起こされる症状
1.嫌気（抑圧された気分）
2.マイナス思考
3.身体の不調
4.呼吸の乱れ

*1〜3は隠すことができるが、4の呼吸の乱れだけは隠すことができないと云われてい
ます。

素直でいなさい/ありのままであれ

偏見を持ったり、先入観を持ったりすることが自ら苦しみを生むことにつながります。
ヨガは経験哲学であり、生活の中に活きるものであるため、山の中の仙人のように全
ての執着を断ち切る必要はありません。ヨガをやることで心がクリアになる、と言わ
れるのは、「今、何の執着を手放せば、苦しみから離れられるか」ということがわか
るようになるからです。
人生は旅ですから、いろんな苦しみと出会うでしょう。行き詰まったとき、苦しく
なったときの解決策として、まずは素直になること。

素直になれないときに、人は苦しみを持ちます。

ヨガでは人生を3つのステージにわけています
1.先生や友人、親、社会など、自分の周りから学ぶ時期
2.家族を創り、社会のために生きる
3.使命を果たしたら、自分のために生きる

2では愛する人と出会い、子供を作ります。家族は一番小さな社会の単位なので一層大
切にします。ヨガでは「禁欲」ということも言われますが、適切な欲は保っていても
よいとされています。家族や愛する人を悲しませないような欲の使い方をしている限
りは問題ないのです。敢えて、禁欲という意志がもてはやされるのは、そういう強い
意志は社会を変えたり、いい方向に持っていくときにとても役に立つからです。確固
たる意志を持つトレーニングでもあるのです。
3では、孫ができるぐらいになり、自分の家庭を治める時期も卒業することになったら、
今度は静かに自分のためにヨガを楽しみます。
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Tri Guna トリグナ

体質にヴァータ・ピッタ・カファがあるように、人の心には３つの性質（トリ・グナ）があります
すべての人は、この３つの心の特徴を持っており、トリドーシャとも深く関わりあっていると言われて
います
サットヴァ・ラジャス・タマスと呼ばれているもので、サットヴァは発想、起床する意欲など「起こし
発生させる力」、ラジャスは思考、活動、変換など「動かす力」、タマスは停止、休息、就寝など「止
まる力」を与えてくれます

サットヴァ（白・創造）

本質が「快」本質的にたのしみを持っている
自然界の中にあって事物を照らす原理
善・輝き・正直・親切・上品・謙譲・誠実・忍耐・慈悲・賢さ・真理
ヴァータ・ピッタ・カファの良い面を引きだしバランスさせるもの
心が落ち着き軽く明晰
-サットヴァ質の食物-

新鮮な野菜や果物、調理したての穀物、新鮮な牛乳、ギー、ナッツ類、たね類、純粋なはちみつ、ハー
ブやスパイス類、新鮮な水

ラジャス（赤・動性）

本質が「不快」本質的に苦しみを持っている
一切の変化を生じさせる原理、自然界の動的な要素
熱情・活動・嫌悪・暴力・嫉妬・虐待・悪・刺激・支配
ヴァータとピッタを乱すもの
活動力を高める、攻撃性、激質、戦う時に求められる気質
-ラジャス質の食物-

こしょう、卵、コーヒー、とうがらし、チーズ、塩、かんきつ類、精製されている砂糖、新鮮でない
ヨーグルト

タマス（黒・惰性)

本質が「消沈」本質的に迷いを持っている
無知と無気力の要素
闇・停止・緩慢・恐怖・不誠実・不正直・貪欲・無関心・怠惰・冷淡・無知
カパを乱すもの
増えすぎると心を曇らせ、活動力や判断力の低下、混乱をまねき、うつ病などの心の病の原因にもなる
-タマス質の食物-

肉、魚、ファーストフード、冷凍食品、食品添加物を使用した出来合いの食品、インスタント食品、新
鮮でないもの
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【バガヴァッドギーター】

サンスクリット語でバガヴァッドは神聖な詩、歌を意味しています。バガ
ヴァッドギーターは「神の詩」と呼ばれています。
古代インドの大叙事詩「マハーバーラタ」という歴史物語の中の一遍です。

主人公：アルジュナ
アルジュナは一国の王であり、敏感で思慮深く、神から弓を授かるほどの実力
者であり、民衆からはとても尊敬されていました。
しかし、隣国を治める親族同士の戦いに身を投じることに。

アルジュナは「彼らが私を殺しても私は彼らを殺したくない」と、弓を投げ捨
てます。

そんな中、クリシュナ（ヴィシュヌ神）が、アルジュナを諭します。

・戦いは戦士（クシャトリヤ）であるアルジュナの本文でありダルマであるこ
と。＊ダルマ（人の生きる道）
・無心で成すべきことをし、その結果に執着しなければ心は平穏になるとこと。

・重要なことは成功、不成功ではなく、行為そのものということ。

・不安や迷いは無知から来るものであり、正しい知識を身につけて自己を律す
れば心は平穏に保たれること。

・怒りや欲望にとらわれず、自己の外ではなく内に平穏を見出すこと。

続いて。ヴィシュヌ神であるクリシュナは自らの偉大さを語ります。

全世界の根源であり終末である。
そして自分を念じれば解脱の境地に達するとも語ります。

アルジュナは感銘を受け、クリシュナに本来の姿を見せてほしいと頼みます。

クリシュナの神として
多くの口、牙、目。数多の腕、腹、王
冠、こん棒、多くの装飾品や花環。
体中から放たれる太陽のような輝き。
アルジュナはクリシュナを称賛し、友人
のように接していたことを謝罪します。

Yoga Trinity
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・戦いは戦士（クシャトリヤ）の本分であり、ダルマ（法）であること。
「生命の正しき道」「人間としての本来の生き方」
（人間は決断する、選択ができる。）

・無心で成すべきことをなし、その結果に執着しなければ平穏になること。
Aparigraha(アパリグラハ)
不貪（フトン）は何事に対してももっと。と、欲をだして欲しがらず、執着し
ないこと。

2-39不貪（フトン）を確立した人は過去と未来の出征に関する知識を得る。
ヨーガ・スートラ。

「貪る（むさぼる）」という言葉は「求めすぎる状態」を表します。
必要なもの以上に求めすぎる行為がアパリグラハに反すると理解したとき、

“自己中心的なあれもこれも自分が得たい、欲しいという”ことをしていないか
自分を見る必要があります。自分の視野が狭い結果、人に強要してしまいます。

そうした悪循環に陥る前に思い込んでいることはないか、固定概念で物事を見
ていないかを見つめる必要があります。

・重要なことは成功、不成功ではなく、行為そのものということ。

・不安や迷いはすべて無知から来るものであり、正しい知識を身につけて自己
を律すれば平穏に保たれる。

ヨーガ・スートラでの五つの苦悩の一つでもあります。
（無知、エゴ、執着、憎しみ、死への恐怖）

スヴァディヤーヤ：自己について学ぶこと

イシュワラ・プラニダーナ：大いなる意識すべてに委ねること

・怒りや欲望にとらわれず、自己の外ではなく内に平穏を見出すこと

サントーシャ：今あるものに満足すること

Yoga Trinity
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プルシャは純粋意識 プラクリティは根元物資

この二つの原理は永続し、無くなることがありません。

プラクリティは変化し続けるもの

プルシャは変化しないもの

この二つの原理が結びついて世界が展開します。

プルシャは涅槃（ニルヴァーナ）の世界にいます。しかし、顕現したプラクリティが結
びつくと、プラクリティを私だと勘違いして苦が生じます。

つまり、変化する体や心を私だと勘違いします。

プルシャは私たちの本質であり、

＊ブラフマンであり、アートマンであり、

＊ブラフマンとアートマン

古代インドのバラモン教の教
えで、ブラフマンは宇宙を支
配する原理、アートマンは個
人を支配する原理です。今日
のヒンズー教に引き継がれる
考え方です。 アートマンはブ
ラフマンと合一しない限りい
つまでもあり続けます。輪廻
転生という考え方はここから
きます。

Yoga Trinity
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このプルシャに専念することがヨガの目的であると、『バガヴァッド・ギーター』９
章４〜14節の中でクリシュナは述べています。

この世界は、実態のないブラフマンである私によって満ちている。万物は私の内にあ
るが、私は万物の内にはない。しかし、万物は私のうちにはない。
私の神聖なヨーガを見よ。アートマンは万物の元であるが、万物の内にはない。
風が空間の中を吹くように、万物は私の内にある。
梵の昼が終わると、万物は顕現していないプラクリティへと戻り、梵の夜明けには、
私がそれを出現させる。
プラクリティの力によって、私は繰り返し何度も万物を出現させる。
しかし、私はそれらの行為に執着せず、束縛もされない。私は中立である。
私は監視者である。プラクリティは万物を生み出し、世界が展開する。
人々は私の最高の状態を知らず、人間の姿の私を見て迷う。
彼らはプラクリティを本質と見て、欲望を抱き、空しい知識を求め、分別なく、迷っ
ている。
しかし、偉大な人々はダイヴィプラクリティ（神聖なプラクリティ）に頼って、私を
万物に源であると知り、私に専念する。
彼らは私をあがめ、一心に専念し、バクティ（信愛）によって礼拝する。

本来私たちはプルシャであるので、

苦しみなく、寂静の世界にいるはずなのですが、

体や心というプラクリティを本性と見るので、私たちには苦しみがあると錯覚してい
ます。

ですから、プラクリティをそのようなものと知って、プルシャに専念し苦しみや迷い
から解放されることが、ここではバクティ・ヨーガであると言われています。

Yoga Trinity
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9章 1 バガヴァーン・クリシュナは言いました。
「アルジュナよ、他者に欠点を見出さず、自分を含めた世界の全てをありのままに受け入れら
れる君に告げる。真実の理解こそが人の求めるモークシャ（自由、解放）である。それは今あ
る自分自身を理解することだ。人は自分自身を理解することで自由になる。この最も秘密とさ
れている真実の“智識”を君自身のこととして理解することであらゆる悲しみや苦しみから君は
解放され、自由になる。」

9章 ３
「アルジュナよ、この知識を理解しない人々は真実を理解することもなければ“イーシュヴァ
ラ（全体世界）”」に至ることもない。彼らは生・死という変化を繰り返し苦しみが渦巻く“サ
ムサーラ輪廻、束縛”を廻り続ける。」

9章 ５
「全てのものが（イーシュヴァラ｛全体世界｝）の中にあり、イーシュヴァラから離れて存在
するものは何もない。この世界にはいろいろなものが無限にあるように見える。しかしそれら
に実質的な“存在”はない。世界中の様々な形を持つもの全てが、ただ一つの真実である私の本
質にその“存在”を委ねている。私「イーシュヴァラ」と世界のつながりをよく理解してほしい。
私は全てを創造し、全てを維持しているが、そのどれにも限定されるものではない。」

＊世界もあらゆるものは目に見える形や質を持ち、刻一刻と変わります。しかし、存在はありません。変わる
ことのない物事の本質が存在です。存在の上に形あるものすべてが現れては消え、形を変えます。その存在が
“ブラフマン（普遍な存在）”であり、変わりゆく形や質が“マーヤー（力）”です。

☆例え話☆ イーシュヴァラ ブラフマン アートマン

大きな海の中で一つ浮いた波。波はやがて岩にあたり、砕け散る自分の儚い運命を悲しんで泣き
ました。そして海に助けを求めました。
「どうか、海の神様。もしいるとしたら、もうすぐ砕け散る虚しい私を助けてください。この命
が終わってしまうのが悲しく、恐ろしいのです。どうかこの悲しみと恐怖を取り除いてくださ
い。」

すると海は答えました。

「何を嘆いているのだ、波よ。お前は自分の真実を知らず、嘆く理由のないことを嘆いているよ
うだね。お前は波はという形を一時とっているが、その本質は水である。水は波という形がなく
なっても、消えたりはしない。この海という全体世界において、水は終わることなく、変わるこ
とがない。お前の本質は水である。波は一時的に現れた形に過ぎない。そしてこの全体世界であ
る海の本質も水である。波と海の本質は水であり、それがお前の真実である。このことを知れば、
何かを恐れたり、悲しんだりすることの無意味さを知るだろう。お前の本質とは変わらぬ真実で
あり、海という全体世界に満ちるものなのだから。」

そうして波は砕け散る恐れと不安を手放し、哀しみと苦悩から自由になったのです。
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いっぱいのお茶：

ある所に、知識が自慢の男がいました。
男は

“私はありとあらゆることを知っていると、いつも自慢げにしていました。”

ある日、別の男が言いました。

“あなたは私の挑戦を受けるか？私にお茶をいれたら知識を教えると”。

知識が自慢の男はまだ自分の知らない知識があるのかと、男の言う通り、お茶を入
れようとしますが、毎回、お茶はいっぱいに注がれていて、

“もう、これ以上お茶を入れることができない”と、男に言うと、
別の男は、“では帰れ、教えられない。”と、毎回いいました。

帰されるたびに、男はきっと、なにか、自分より優れたものをきっとあの男は持っ
ているに違いないと思いました。

さて、男はどんな知識があったのでしょうか？
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静寂になってから生まれる質問が本当の質問であり、それ以外は確認である。

生きることは魂の成長の旅である。
私たちはエゴと共にあり、ほとんどがエゴのために働いている。
それぞれ自分自身が見つけ、手放していくことが重要です。

自然の流れにに身を任せる＝受け入れること

経験することで、
100％今に生きることができる

誰かと、何かと戦っているとき、苦しみが生まれ、それはエゴの生き方とな
ります。

エゴに打ち勝つ力＝任せるということ
身を委ねる力のない人は何も学ぶことができません。

プライドやエゴを乗り越えていくこと

子供は “これは何？” とききます。
大人は “知っているふり” 大人はプライドやエゴがあるから。

人生（先生） → 私たち（生徒）

他者の判断を気にしない。それらは自分の判断を信じていないから。
３０人いれば多種多様、それぞれの思いがある。
私たちは判断をする。
誰かがあなたはこうであると、言ったとしたら。。。
どんな反応をするだろう？

誰かが助けに来ているときはチャンス。自分に対して尊敬するいいチャンス
なのに些細な事で自分を下げてしまいます。だまされる人ほど純粋な人はい
ない。だます人はいろんな壁があり、ずっと戦っている。心を開けない。
（分離の意識）→心の在り方、くせが残る。

染まってしまう。 一つの行いが真実となる。
やり続けると、くせの習慣→本能になる。
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命＝エナジーがある

指が動いたり、水が動くのも、風が動くのも、すべてエネルギーがあり、
動いているから。
死んだ人は動かない。エネルギーがないから。
手を動かす＝動かそうという意思でエネルギーを動かす

全てが選択（意志によって動く）
好きや嫌い、どこに何が気になるのか→大切
内側にその答えがある。

心がYOGAを選択して、深く知ろうとしたからTTCも選んできました。
選択はエナジーの働きです。

食事→食べたい(エナジー)→消化（エナジー）

ヘビ 好き どちらも判断、
嫌い 蛇使いにはお金に見えるかもしれない

感情が生まれてくるのは心→行動に移す
心の裏にブッディがある。

（認識、識別智）

5つの経験の段階

区別（判断）の裏には何が？
経験からくる感情→ブッディ （望んでいるのはアーナンダ歓喜）

判断のポイントは “幸せ” → これは人によって判断が違う
心と身体は同じです。心は身体に出ます。

私たちの経験はまだ浅く、霊的、精神的な世界でも幸せを望んでいるが、多くは
物質の世界で満足を得ようとしています。

みんな自分の精一杯で幸せを感じようとしています。
行動には幸せを感じようとしないものはない。
これらの経験には深く入れない。私たちは1つのものを得たら、また次の満たされ
ない気持ちを他に移す。

ブッディ→心の浄化がなければ真の幸せに気づかない。
何かをすればエナジーを使う。（思考も）私たちは幸せになるための努力をして
います。
幸せのためにアップグレードできていればいいが、それが得られないと不幸を感
じてしまう。
老化でストレスを感じるのもそうです。
自分の思い通りにならないと感じたら（不足感＝満たされない状態）
自分の人生にやってくるものは享受する。経験から学びます
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サーンキャ哲学

・プルシャ＝見えない世界（精神原理）
真我（神の領域）

・プラクリティ＝見える世界（心も）
自我（物質原理）

プルシャとプラクリティは単体では活動
せず、空間にただある状態

しかし二つが出会うとプルシャの光に
よって照らされたプラクリティの3つのグ
ナが動き、活動が始まり、外の世界がで
きます。

1，はじめはサットヴァ（純質）が活発に
動き真の知性であるブッディ（覚）が発
生
2，ラジャス（激質）やタマス（鈍質）の
割合が増えるにつれてアハンカーラ（自
我）やマナス（思考）が発生
3，自分と他者を区別するために感覚器官
が生まれ、それに対する外の世界が誕生
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プラクリティ＝本質（個人差）
生まれてから生涯変わらない

チッタ＝心
心には
・ブッディ（知性）
・アハンカーラ（自我）
・マナス（思考）

＊アハン＝私、カーラ＝行為

プルシャとプラクリティ

Yoga Trinity
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幸せを感じようとしてください

この時、この瞬間を感じてください

自分の当たり前に思うことが真実となっている。
心から私は幸せであると思うとあなたの世界はそうなります。
他の事（外の世界にあることー不安や恐れ、他者からどうおもわれ
るかなど）を気にしていたら自分を見失ってしまいます。

人は目の前に見える形になるまでその現実には気づかない。
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５つのMAYA（マーヤ）幻影＝まやかし
この世界は単なる「幻」であるとヨガ哲学では定義しています。

私たちは真実の世界からマーヤーのこの世界へ来ています。
では、この世界に、生きる目的は何でしょうか。

全てを感じ、味わい尽くすため、経験するためです。
今起こっていることを100％感じ生きることです。
瞬間瞬間新しく生まれでる世界を感じることがヨガの実践です。
私たちは普段、無意識の領域で生きていることが多いのです。

まやかし

理想：
ブッディ（知性）をマインドと身体（肉体）のリーダーにすること
行動の前に考えること
全ての行いに対して意識的であることです。

・自分のためだけなのか
・それとも他者の役に立つのか
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コーシャ
・Annamaya 食物の鞘
五大要素 地、水、火、風、空
（りんごを食べたらリンゴは私の一部になる）
私たちの身体は食べたものでできている
食事に対する貪欲さが出てバランスを崩すと体調を崩し、病を招くこともあります。

・Pranamaya エネルギー
体内のエネルギー（呼吸、消化、循環、排泄、生殖器官）
心の中のエネルギーも調和
気を整えると幸せでいられます。気で幸せを感じていく。（目に見えるものでなく）
気をどこで流すのかで感じるところが変化する
心の痛みに意識するのか、幸せに意識を向けるのか
心が見え始めると心の段階が幸せを感じます。
ブッディ（知性）を幸せをつかんでいくのに使っていく。

・Manomaya 心

心は感情の部分です。私たちは5つの感覚器官（目、耳、舌、鼻、皮膚）によって情報を
受け取ります。情報によって動く思考や感情の層。
体でしか経験できていない状態から心でも経験できるようになる。自分に対して知ってい
ることを見ている。（意識が外側に向いている状態）
自分を知れば人へみせる（証明、承認を受ける）必要がなくなる
自分が誰であるか知ることで解放に向かう
他者に承認、証明を求めることは死へと向かっている。
感じている私が私である → 深めていく （身体が私なのではない）

・Vignanamaya 理知

ヴィジュナーナマヤは知性の層。感情に流されない正しい知性によって語幹から得た情報
を判断します。
感情や無知に囚われると正しい知性が働かなくなります。思い込みよって生まれた自分の
意見を押し通そうとします。

・Anandamaya (歓喜)

アートマンを包み込む鞘。アーナンダマヤコーシャは喜びに包まれています。
内側に宿る輝きを見ることができます。

自分への感謝、至高間に満たされた層。乱れると、自分自身の存在への不快感が生まれ、
生命への感謝を感じられません。
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生きているうちに生きていることを学び実践する。
生きていることを頑張りすぎていると本当の意味で生きていない。
ただ目の前にそれらはある。それらにいいことや、悪いことを判断するのは私たち。
判断はどちらもエネルギーです。
私たちが生きているうちは外にあるエネルギーが我々に入り、生きられる。
エネルギーのたまる場所がチャクラです。

境界線がなくなり溶け合っていく 分離から統合、一つへ

体の中のエネルギー（生命エネルギー、プラーナ）は必要なところへ行く。
限られた中で必要なところへと流れる。

意識が何かの対象に向けられているとき、エネルギーは消耗する。
外に向かうエネルギーが多いと自分の体の回復に使うエネルギーが不足する。
エネルギー行くところが温かくなる。

アーサナでいうと、屈曲する場所にエネルギーが集まり温かくなる。
からだの健康、エネルギーの循環が良くなる。

チャクラからエネルギーが回っていく。

チャクラを繋げるもの＝ナーディーNADIS
ナーディー（72.000）によって体のチャクラが繋がっている。
肘を曲げれば肘と繋がったプラーナが動き、活性化する。

ナーディーショーダナー これでエネルギー不足のところへもプラーナがいくので健康に
なる

すでに恐れをいだいている人はいろんなところを見すぎている、気にしすぎている。
すでに全てのエネルギーがでてしまっている。

意識を内に使うように持っていく
外に向いているとうちで自分のためのエネルギーが不足します。 免疫、長生きに関係す
る。

Yoga Trinity

エネルギーをとらずに動くと体を壊す。体の中
に取り入れることにもエネルギーを使う。消化
にもエネルギーは使用される。

正しい睡眠、正しく食事、正しい思考
本来のヨガは緊張と弛緩の繰り返し、深く集中
し、リラックスすることが大事です。
現代的なヨガでポーズだけ、興奮だけ（交感神
経だけ）を優位にするようなものは疲れてしま
うだけで本来のヨガの効果が薄れます。
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９０分に一回ポジティブとネガティブが交代している。
私たちはこのサイクルを自然に壊していることがある。
意識をコントロールできるから悪い方に使ってしまうことがある。

調和をもたらすことが大切

自分の意識をどこに向けるのか。

体の自然な流れに逆らうと疲れが出る。

ポジティブ、ネガティブ、どちらでもない０地点 真ん中のバランスが必ずあ
る。

ハタヨガ 太陽と月＝つなぐ バランスの取れた時間を増やしていく。

ポジティブ、ネガティブ、多い方を体験する。（必要以上に多いと詰まりやす
い）カレント＝流れが大切です。
この真ん中に霊的な体験がある。
時間をかけて整える。

左右の鼻の呼吸で健康を維持できる。

私たちには1.000以上のチャクラがあり、経路と繋がっている。（６つのチャ
クラだけではないです。６つは肉体にあります。）

エネルギーが滞ると体がダメージを受けるので、しっかりと流していく。
（アーサナ、意識、マッサージなど）

外の世界にとらわれるのではなく、内の世界へ
自分軸にあるとき、エネルギーは無駄に使われず、自分自身を癒していく

普段の生活も1つのことに集中しながら余計な力を持たず、リラックスしたま
ま行えばよい。

エネルギーの中のパワーに気づくことが大切です。

ハタヨガの中でバンダをしっかりすることでエネルギーの循環を促している。
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見るものを見たいように見ているのが私たちです。
恐れを抱けば恐れの状態で物事を見てしまう。
その意識に身体が反応している。

チャクラの場所にエネルギーの反応があった時にそのチャクラの場所で感じること。
反応も違いがあります。

↓
行いによって気づきがあれば、更にチャクラの活性につながる。（智慧、知識）

気→意識→チャクラ
（智慧を授かる）

アーサナでみぞおち、お腹など、“気”の場所を体験で知ることにより、進化する

はじめは意識すること、プラーナヤーマ 呼吸、感覚、感情に調和を

仏陀は私たちと同じ段階から始まった。
暗闇→光

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ハタヨガの中でもいろんな文献がありチャクラカラー、
振動数も違っているものもある。
長い歴史の中で紛失しているものもある。
・ムーラダーラチャクラ（基礎、根底）
自分のやることを信じていく。他の当たり前から
自分軸の当たり前へ
・他と違うことは他の人にとっては恐れと
うつるかもしれない、恐れも完全になくす必要はない。
それらも必要な物である
・欲で生まれてくる行動より、私たちは恐れからの行動が多い。
ヨガは欲を超えなくてはいけない、それを乗り越える。
欲は悪ではない、欲を乗り越えなければ：上の生き方は出来ない。

いっぱいいっぱいの時は泣けず、ほっとした瞬間に涙が出る。
夢中になっているとき、静かになっているとき、振動数があがる。

恐れ＝欲がなくなる（緊張しているから）
皆、欲張っていない、恐れているだけ
緊張＝楽しめない（楽しいはずなのに）
例：同窓会＝とってもわくわく楽しい（元々知っている仲間だからどう思われるか、
緊張してしまう）
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上の意識で生きていく
ワクワクする気持ち、幸せを心から感じているとき。
自分がいま、その瞬間何を感じたか。
例：花や動物などで感動した時、写真に撮って満足するだけでなく、見て、感じて
ください。自分の内側に気づきを
意識があがっているということ。

他者の助けになると、自然に意識は上がります。自分を見せるためでなく、自分の
ために意識をあげる。

・私たちがヨガを実践していくうえで浄化は進んでいきます。
自分が落ち込んでいる時、1つの体験が辛く感じ、気持ちがあがっているときは全て
は心地よく見えます。

・自信があるとは他を下にみることではなく、自分自身を認めるということ
（他の評価を気にしない）

・誰かを許すということは恐れのない状態である。

・誰かを助けるということは自信のあるということ

・自分を救えない人は誰かを救うことに恐れがある

・自分をまかせることができない人は自信がないということ

・私たちはエネルギーを高めていく旅の途中である
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クンダリニ

クンダリニの初めにムーラダーラ＝シャクティ。シヴァ神、サハスラーラ
にいる。
クンダリニをシヴァと繋げる修業がハタヨガである

SHIVAとSHAKTIはもとは一つであった。
だが、体験し、成長するためにクンダリニはムーラダーラに降りた。

種をまけば、土のエネルギーによって木は成長し、土がいろんな形に変化
している、ということになる。

SHKTIの欲で私たちはここに来ました。自分の成長しているエネルギーを
元に戻すのがハタヨガです。

どんなに抑えようとも、作り、出てくる力（強い力）がある。

女性は作り出す強いエネルギー（子供も作り出す力）がある。

クンダリニをあげてSHIVAとつなげること

意識をそこへ持っていく

眠っているエネルギーを起こすとまれにコントロールできないことがある。

器（育つ）が強くなければ強いエネルギーに耐えられず、壊れてしまう。
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いい教えを知っていても続けていくことは難しい
良いことを知って、それを自分の人生に生かしていくことが大切です。
練習していく、取り入れていく。
毎日同じことの繰り返しの中で気づきを見つける
毎日いろんなことがあっても習慣を変えない。
今日の私を見る。繰り返し、それをやり続けていくこと。
他のものへの愛の行動を1つでも毎日心掛けてみてください。

動物たちへのご飯、植物への水やりなど、、、

蓮の花は泥の中から地上に出て美しい花を咲かせます。

私たちは暗闇から光へ
泥で汚れた水にも影響されず美しく咲く蓮の花のように。

チャクラの花びらはナーディー（72.000）（プラーナの通り道）が繋
がっています。

振動数を花びらの数（チャクラの）は表しています。

OMオーム

音が発生しエネルギーが動きます。
私たちの身体のプラーナに直接響き、エネルギーの
振動数が変わります。
音の響きにより感情が動くこともある。
（感動して涙が出たり、マントラなどでも）

マントラはエネルギーのサイクルを整えます。
プラーナの流れをスムーズに

届いていない場所へもマントラでプラーナがいきわたる。
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マントラはそれぞれの行動に伴うマントラがある。

ビージャマントラ（種）振動

最も重要とされるマントラ「OM（オーム）」
もビージャマントラの一つとも。
第１チャクラ：ムーラダーラ 「LAM」
第２チャクラ：スヴァーディシュターナ「VAM」
第３チャクラ：マニプーラ 「RAM」
第４チャクラ：アナーハタ 「YAM」
第５チャクラ：ヴィシュッダ 「HAM」
第６チャクラ：アージュニャー「OM」or「SHAM」
第７チャクラ：サハスラーラ 「OM」or 無音

マントラには意味がそれぞれありますが、意味が分からなくても効果は絶大です。
音のヴァイヴレーションでチャクラが活性化します。

チャクラは全てのエレメントと繋がっています。
地、水、火、風、空
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Professionally
専門的に
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怪我の予防と管理
怪我を防いで管理し、傷めたところをさらに悪化させないためには？
クラスを始める前に、怪我をしている人や何処かに違和感を感じていないか、訊ねます。

初めてクラスに来た人は本人の状態や怪我を悪化させるポーズもあるということを知ら
ないかもしれないので訊ねることが肝心です。
首、背中、腰、膝を痛めている人がいたらクラスを始める前に知らせてくれるようにと
頼みます。逆転のポーズを行う際は生理中の女性には別のポーズを指導しましょう。

個人の必要性に合わせてポーズを調整する。
例えば膝にストレスを抱える人の場合、スプタ・ヴィラーサナ（割り座）やパドマーサ
ナなどようなポーズを行ってさらに膝に負担をかけてはいません。膝が弱くて姿勢がぐ
らつく場合は膝疾患に大きな負担をかけるポーズは避けた方が良いです。
腰痛がある場合も状態をみながら、無理をしないように指導しましょう。

＊呼吸を大切に。鼻から深い呼吸ができるように導いていきます

呼吸はレッスン中に怪我を招く危険性を大幅に減らします。呼吸へ意識が向けられるよ
うになったら調気法が心と身体をリラックスさせるツールであることを教えます。
呼吸が滑らかにつながるようにゆとりをとり、新しい参加者には鼻から呼吸を行うよう
に伝えます。

＊何か迷いが生じたときは調べて、問い合わせる

自分のよく知らない状況にあった時、また、当事者自身もヨガの初心者でそのポーズを
避けるべきかわからないときは特殊クラスの担当のヨガ講師に任せましょう。例）妊娠
周期に合わせてできるポーズは違います。そのクラスでは安全なものだけの指導にして、
次のクラスまで待ってもらいましょう。調べたり、さらに、安全なのは、マタニティク
ラスを勧めることです。十分に参加者のことを配慮しましょう。

＊Programを工夫する。
自分の生徒が怪我や支障を抱えて参加しているときは少し研究して特別なプログラムを
工夫しましょう。

＊ヨガは誰かのためにするものではありません。個人の実習として紹介する。
レベルが混在したクラスでは、初心者のはまだ早すぎるポーズに取り組もうとします。
自分のレベルにあった実習にとどまるように励ましましょう。ヨガは誰でも行えますが、
進歩の程度には個人差があります。
身体の構造も少しずつ違います。競争よりも、自己認識に力をいれることがヨガを深め
るカギとなります。

＊コニュミケーション
怪我を防ぐコツはコニュミケーションです。生徒一人一人と繋がる時間を作り、心地よ
い信頼関係を気づきましょう。質問の時間を設けましょう。誰かの質問が他の生徒に
とっても役立ちます。
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時間通りにクラスに参加、最後まで終えるように奨励しましょう

シークエンスはからだを安全に動かすために行っています。遅れてきた生徒がいたら、身体を温め
るポーズをいくつか先に指導します。同様に生徒がレッスンに最後まで参加して弛緩できるように
勧めます。バランスを欠いたままクラスを去ることになりかねません。（特に後屈などの後など）
どうしても途中で抜ける場合は、帰る10分ほど前にはレッスンから退き、シャバーサナで横にな
り、身体のシステムがバランスを取り戻すのを待つようにしましょう。

登録者名簿を作る
怪我をまねく避ける手立てとして新しく生徒が入る場合、体験申込書の記入をしてもらい、高血
圧、怪我（首、背中、腰、膝、手首）、妊娠中など、生徒の状況を把握しましょう。カウンセリン
グをしておくことで、無理を強いないように気を付けることができます。

筋肉と靭帯のウォーミングアップ
緩やかなポーズからより上級のポーズへと続く流れを作りましょう。
十分なウォーミングアップをせずに過度なポーズを行うと怪我に繋がりかねません。

クラスの進行
初心者のクラスでは立位のポーズを中心に強い足腰、安定した身体の基盤を作ります。

注意
生徒が痛みや慢性的な症状を患っているときはカイロプラクター、整骨療法士、あるいは専門家に
みてもらうように勧めます。

・首は肩から立つ
ポーズ時に生徒の首の位置に注意しましょう。体の構造上、辛い方もいます。

・腰
前屈するときは腰椎を引っ張るのではなく身体の全面から伸ばしていくように注意を促す。

・腰をそる
身体が十分に準備されてから行います。後屈のポーズは段階的に指導し、安全に進めましょう。

・膝
パドマーサナ、ジュヌシルシャーサナ、ヴィラーサナなど膝を曲げるときは膝関節、筋肉、靭帯が
柔軟でないと傷めたり怪我を招くことがあります。十分緩んでいるか、無理をしていないか、確認
し、ブロックや毛布、ボルスターなどを使用しましょう。足首にも注意しましょう。

・ハムストリング
前屈や、開脚の際、無理をすると裂けることがあります。こうした裂傷は軽傷から重症まで様々で
す。軽傷の場合は可動性を保ち、自然治癒力を促すためにも続けてその領域に働きかけるのが一番
です。そのたの裂傷は休めてから優しくその部分をストレッチする必要があります。
ストレッチを行うとき、生徒が「心地よい」痛みと「不快な」痛みの違いを自覚するように働きか
け、頑張って力むのではなく、深い完全呼吸で自然に力を抜いていくように勧めます。

・手首
ハンドスタンドやうつむいた犬のポーズなどを行う際に圧迫すると痛んで腫れあがることがありま
す。これはたいていの場合、肩の動き、手首の筋肉が弱っていたり、（更年期時にはホルモンの関
係もあります）体の使い方が間違っている場合もあります。
反復性のストレス障害や、手根管症候群の場合は手首に負荷をかけるポーズは避けます。

・肩
胸椎4,5番あたりにねじれがあると痛みが出やすくなります。そのような時にはカイロプラクターな
どにまかせましょう。ヨガは治療ではありません。自然治癒力を高めますが、治療は行うべきでは
ありません。痛みが出ている個所に無理をさせるようなポーズは避けましょう。
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妊娠中の身体の変化
主にプロゲステロンとエストロゲンが様々な生理的変化を起こします。妊娠期が進むにし
たがってその兆候は益々際立ったものになります。

保水と静脈拡張
妊娠初期にみられる変化の一つは水分の保持、静脈の拡張です。必要とされる血液を準備
するために身体が水分を保持し、さらに赤血球を作るようになります。保水に伴って胸が
柔らかくなり、すべての静脈が拡張します。＊妊婦の中にはきわめて不快に感じるほど下
半身で静脈拡張が起こり、エクササイズだけでなく日々の普通の活動すら妨げられること
もあります。

血圧の低下と基礎心拍数の増加
基礎心拍数が通常70〜80の女性が妊娠中は100を超えることもあります。血管の抵抗力お
衰えるのはプロゲステロンによるものであり、心拍数の増加と血圧の低下をまねきます。
妊娠した女性は脱水症状に敏感となり水分が適切に補給されないとめまいや気を失うこと
もあります。このように頭のふわふわした感じは血糖値が少しでも下がると一層ひどくな
るでしょう。水分、軽食を用意しておくといいでしょう。

＊ホルモンの中には血管壁を弛緩させる働きがあり、その結果血管が拡張しやすくなります。また
妊娠後期には子宮が大きくなり腹部の静脈を圧迫することにより足の静脈血がが流れにくくなり足
の静脈圧が上昇し、（正常の約3倍）静脈の拡張が起きることになります。この状態が慢性的に続く

と静脈瘤を起こしてしまうことがあります。

貧血
貧血は妊娠中にありがちの症状です。体は新しく拡張した血管を血液で満たそうとするの
ですが、妊婦の骨髄が要求される血液の必要の増量に見合う赤血球を作り出すことなど、
決してできないからです。体は水分で血管を満たせても赤血球の再生に対する要求を十分
満たすことができないのです。結果として妊娠女性なら誰もが体験する生理的な貧血症状
が普通に起きるわけです。

バランス
胎児の体重が増えるにつれ、女性のバランスの中心が変化します。体の前部に体重が増す
ので背骨側の筋肉がそれを補うために収縮し、しばしば腰痛と背中の凝りをまねきます。
穏やかに背中の筋肉のストレッチをするようなプログラムとマッサージが不快感を緩和し
てくれるでしょう。

＊妊娠中はトレーニングの実践を急激に増やすようなことはお勧めできません。
ヨガは体操ではありません。
妊娠は母親の体でもありますが、胎児の体でもあります。無理をせず、心地よく過ごせる
ようなサポートが重要となります。
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Yogaを伝えるということ

いつも話すときは自分が成長していると思い話してください。（嘘がなくなります）
＊自分が一番最初に自分の話を聞きます。→自分が一番成長している
会話は光を与えられるようなもの。話すことがない時は沈黙する。ここからも成長します。

いろんなことを受け入れましょう。先生になるコツは生徒であると思うこと。
他の者の話が聞けないものはヨガは出来ない、深くヨガに入れば知るべきことは何もない。
アシュタンガ（八支則）こだわらず、丁寧に一つずつやることが大切です。
表面的なことにこだわらず、私は誰であるか。私たちはこれを説明する言葉を知りません。

地位、名誉、お金、職業、年齢、性別、生活、家族の一員、母、子、、、、、、、
他者に理解してもらうこと、知っていることから脱することが第一歩。

外のものに幸せの感情に支配されない。
内に答えがあります。

生きているものしか意識できていない。意識は集中することが大事、一つのことに集中するときす
べてを消すことができるようになります。

気づき＝覚醒
いろんな自分を作ったが、それらが本質の自分を見るのに邪魔になる。

一つの心、一つの呼吸、一つの身体

いろんな自分では弱い。静けさは意識を結び、自分の人生に平和を取り戻します。

自分の鎧を外していく、、、

静けさ＝瞑想

アーサナはゆがみや不調が解消するだけでなく、体全体が引き締まって美しいプロポーションを手
に入れることができるだけでなく元気で活力に満ちた状態、そして前向きでおだやかな気持ちを得
ることができます。

ヨガの基本は安全に、心地よく、ヨガの練習をすることです。
基本を大切にしましょう。

どんなヨガの練習をするときもそれが本質的な練習かどうかは身体が教えてくれます。誰かの言葉
でなく、あなた自身の身体の声を聞くことが一番なのです。

受講した内容を繰り返し練習し、毎日変わりゆく心や身体の声を聞き、集中を高め、自分自身の練
習を深めてください。
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ヨガは講座でどれだけ学び、頭で理解したとしても、実践しなければ経験にはな
りません。

角度や手の位置も安易に決めず、身体に従って配置しましょう。皆、心も身体も
変化し、一日として同じ日はないのです。また、生まれつき、身体の形もみな、
少しずつ違いがあります。手足や、胴の長さも、頭の大きさ、臓器の大きさ、位
置、体の弱い部分も違います。安易なアジャストメントは怪我を招く原因にもな
りかねません。身体は神聖なものです。敬意をもって向き合いましょう。
このヨガの講座ではアジャストメントは怪我をしない方法のみをとります。

ひとりひとりの身体が違うことは素晴らしいことです。身体に先生になっても
らって身体の声を聞きながら練習する方法を身につけてください。

そうすることで、この先、いろんな情報で迷いが生じたときにも自分自身の身体
を信じてヨガを健康的に安全に最後の日までヨガを続けることができます。

何が真実であるか、この世にはいろんな情報があふれています。真実を見極めな
がらヨガを続けることは難しいですが、安全な方法は私たちの身体が知っていま
す。身体に聞いて行い、深めていきましょう。
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ヨガは幸せを共有するためにあります。
目的がぶれてしまったら戻すことが大切です。
私たちはとても美しい光を放つ魂です。
誰かに特別なことは教えられません。心の柔らかい人になりましょう。

求めるものには心をこめてヨガの教えを伝えます。
教師は仕事ではありません。
誰かに生き方は教えられません、私自身の経験や話はシェアできます。

エネルギー
動きがあるということはエネルギーが動くということ。

呼吸、食事、勉強、思考、、、

人間の素晴らしい所はどこに行きたいか、どこにエネルギーを使うか、選択で
きるということです。

サイレンス 死

動けるが
動く必要がない

動きたいけど、ま
だ動けない
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ヨーガスートラより

日々を穏やかにするヨガの叡智
アヒムサー(非暴力)の意味
アヒムサー＝非暴力はヨガの倫理原則のひとつ。
その起源や、日々の生活での捉え方や実践法について アヒムサーとは？

生きとし生けるものを敬い、傷つけたり暴力を振るったりしないこと ア
ヒムサーは、人間の持つ衝動の犠牲にならず、自由になるために構成され
た自律のプラクティス、ヤマとして知られる八支則の最初の教えの一部だ。
ヤマのプラクティスは、より意識的で解放された人生を生きるためにマイ
ンド、体、精神を浄化する方法になぞらえられる。

アヒムサーは物理的なもの、言葉からきたもの、思考からきたものも、そ
れぞれ別の危害の形だと考えることもできるが、そのすべては密接に結び
ついていることは知っておくべきだ。 他人に痛みを与えるときには、意
識的であれ無意識的であれ、自分たちも苦しみ、痛みのサイクルは続く。
もし、私たちが笑顔で何かを言った直後、振り向きざまにまったく逆のこ
とを言うような生き方をするのなら、ほかの人も自分に同じようにする世
界を思い描くだろう。

これは、今感じている不安や、人間関係における受容的な姿勢の一因とな
り、自分や愛する人の人生にネガティブな影響を及ぼす。 アヒムサーを
ベースにした、立ち止まる、前を見る、共感する、よく選ぶ、というプラ
クティスをすると、ストレスのない生活へと近づく。隠すものも後悔もな
く、プラクティスどおりに生活を送れば、私たちはもっとシンプルに自由
に生きることができる。
インド哲学でよく耳にするダルマとは、自分自身が行うべき行為です。

バガヴァッド・ギーターを中心としたインド思想では、私たちにはそれぞ
れに与えられた役割があり、それを全うして生きることが幸せだと考えら
れています。
1 一人ずつに与えられたオーダーメイドの役割
2 周りと一緒に幸せになる自分のダルマを考える 2.1 ダルマは自分だけの
ための仕事ではない
3 楽しみも苦しみも人生ではパッケージになっている
4 ダルマを意識すると快適に過ごせる
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インド哲学でよく耳にするダルマとは、自分自身が行うべき行為
です。 バガヴァッド・ギーターを中心としたインド思想では、私
たちにはそれぞれに与えられた役割があり、それを全うして生き
ることが幸せだと考えられています。

今回は、自分に当てられた役割が何か？

一人ずつに与えられたオーダーメイドの役割

世の中には、良い行い・悪い行いという価値観があります。
しかし、誰もが同じ行いをしていては世界は回りません。世界に
は様々な職業があり、それぞれの職種の人が自分の役割を全うす
ることで社会の秩序が保たれています。

現代では、有名大学に行って、立派な企業のオフィスで責任のあ
る仕事を任させることが良いという価値観が広まっています。そ
のために子供の時から学校でテストで良い点数をとり、良い大学
に行くことが勝ち組のような集団心理が働いてしまってはいない
でしょうか？

しかし、知的な能力の優れた人に向いている職業が他よりも優れ
ているという価値観は少し危険かもしれません。

「自己のダルマの遂行は、不完全でも、良く遂行された他者のダ
ルマに勝る。自己のダルマに死ぬことは幸せである。他者のダル
マを行うことは危険である。（バガヴァッド・ギーター3章35
節）」

私たちの生活には沢山の人の手助けが必要です。物を作ったりメ
ンテナンスをしたりするような技術職の人がいたり、音楽や素敵
なインテリアを届けてくれる芸術系の人も必要です。
競争社会では、どうしても職業に貴賤をつけがちですが、どれだ

けITのエリートが揃っていても、野菜を育ててくれる人がいない
と人は生きていけません。

社会の価値観に左右されず、社会の中で本当に自分の行うべきダ
ルマを知ることはとても大切なことです
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周りと一緒に幸せになる自分のダルマを考える

インドでは古代からカースト制度と呼ばれる身分制度がありま
した。バガヴァッド・ギーターの主人公であるアルジュナは、
クシャトリヤと呼ばれる王族・武族の一家に生まれてきたため、
ギーターの場面ではクシャトリヤとしてのダルマである戦いを
行わなくてはいけませんでした。

しかし、現代の日本では生まれた時から職業が決められた人は
ほとんどいません。自分が何を行うべきか？を自分自身で考え
ることが求められています。とても自由であるのと同時に、自
分が何を行うべきかが分からなくて悩む人も沢山います。

ダルマは自分だけのための仕事ではない ダルマは、世界の秩序
が正しく保たれるための正しい行いです。ヨガでは、自分自身
の秩序だけではなく、社会や世界全体の秩序についても考えま
す。 まずは自分自身を快適に保つためのダルマについて考えて
みましょう。

毎朝起きたら歯を磨いて、シャワーを浴びて、自分を清浄な状
態に整えて快適な1日の始まりを迎えることは、人間として生き
ていくために土台となるダルマ（行うべき行動）です。
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そういった、誰にでも当てはまるようなものもあれば、親子関係、
師弟関係、上司と部下のように、立場によって違うダルマが与え
られます。

例えば扇風機について考えてみると、扇風機のメインの部分は羽
の部分です。
しかし、中心で動かずに羽をキープしている目立たない部分の部
品も必要です。その部品に意思があれば、自分も目立つように動
きたいと願うかもしれませんが、動いてしまったとたんに羽が正
しい場所で機能することができなくなってしまい、扇風機全体が
機能しなくなってしまいます。

同じように人間社会も、それぞれの役割を守ることで秩序が保た
れます。他者のために自己を犠牲にすることはいけませんが、自
分と周りの人の両方がよくなるための行動を心がけると、結果的
に自分にとって快適な環境ができ上ります。

さらに視野を広げてください この世界に住むのは人間だけでは
なくて、自然と共存しています。

自分がメーカー企業で働いていれば、大量に商品を生み出して販
売することが会社全体の利益となります。だから社員として、自
分の周りの人のためにも一生懸命開発することは、その人にとっ
て正義でしょう。

しかし、それは自然にとっては良くないことです。 沢山の材料を
地球から頂いて必要以上に生産することは、結果的には地球全体
のバランスを崩します。すると、いつかは私たち人間にとっても
不幸が訪れます。
バガヴァッド・ギーターでは、自分の秩序と世界の秩序を平等に
見る鍛錬を行います。そうすることで、皆にとっての幸せに意識
を向けて、同時に自分自身も快適に生きる方法が見えてきます。
楽しみも苦しみも人生ではパッケージになっている ダルマは最終
的に自分が幸せに生きられるための職務ですが、その過程で苦悩
を生んでしまう場合があります。そのため、人は壁にぶつかった
ときに「これは自分のダルマではないのかも？」と考えてしまい
ます。
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しかし、本当の幸福とは、自分自身で壁を越えられたときに現れ
ます。

「最初は毒のようで結末は甘露のような幸福、自己認識（アート
マン）の清澄さから生ずる幸福、それはサットヴァ性（純質）な
幸福と言われる。（バガヴァッド・ギーター18章37節）」

とくに多くの人が悩むのは子育てかもしれません。 母親は、子供
を産むと決めた瞬間に母親としてのダルマを与えられることにな
ります。 子育てをしていれば、必ず葛藤や衝突がおきます。全く
自分の時間がとれない毎日の中で、どうしてこんなに辛いのだろ
うと悩む人も多くいますし、上手くできない自分を責める方もい
ます。しかし、苦労をしても幸せはその道に必ずあります。

世の中には必ずネガティブな側面とポジティブな側面があり、人
生を生きるということは、その両者を受け入れることです。

苦手なことから目をそらして一時的な楽を求めると、自身の抱え
ている悩みはいつまでも解消することができません。

その時にヨガが助けてくれます。ヨガでは、ポジティブなことも
ネガティブなことも全て向き合うトレーニングをします。私たち
の心の中の恐怖・苦悩は、見ないようにすればするほど大きく膨
らんで心の中を埋め尽くします。

時に、私たちに与えられたダルマは大きすぎて、プレッシャーや
逃げたい気持ちが表れるかもしれません。しかし、そのように感
じている心さえも受け入れることがヨガです。

ちゃんと向き合うことができれば、自然と恐怖心は消えていきま
す。そうやってダルマを受け入れることができると、生活の中の
歓びにも気が付く余裕ができて、自身の人生を楽しめるように
なってきます。

|
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ダルマを意識すると快適に過ごせる

日常の中で、これが自分の職務なのだと感じられる仕事があり、そ
れを行えることはとても幸せなことです。

自分の行いに迷いがないとき、人はそこに向かってひたむきに生き
ることができます。
ダルマを義務という言葉で表現すると、押し付けられている気持ち

になる方もいるかもしれません。

しかし、自分のダルマが分かった人にとって、それを行うことはあ
まりにも自然で快適なことです。

自分のダルマが何なのか？答えは自身の深い内側にあります。今ダ
ルマに迷いがある人も、ヨガの実践で自身の内側の声を聞くことで、
少しづつ答えが見えてきます。

ダルマに一致した生き方をしましょう。
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倫理

アシュタンガのヤマ、ニヤマやダルマに生き、実践しましょう。

ヨガの倫理観について

アヒムサ： すべての生き物に対する無害で愛情深い親切と思いやり
•思いやりのある愛情深い態度であなたの義務と責任を果たします。
•性別、人種、宗教、信条、国籍、文化的背景、性的嗜好に関係なく、
すべての学生を歓迎します。 思いやりがあり、彼ら全員に喜んで奉仕
します。

サティヤ: 真実、誠実、名誉へのコミットメント
•真実を親切に話し、その時期に必要かつ適切かどうかを自問するこ
とが大切です。
•謙虚に教師の席を尊重し、受け入れ、すべての自己宣伝において、
トレーニング、教育経験を誠実に表現します。
•比較することは避けてください。 すべてのシステムが表すヨガの伝
統的な大使になりましょう。

アステヤ： 非盗用、自分のものではないもの、または望まない
•他人の資料や教えを使用する許可を得る
•他人の時間と注意を利用しないでください
•提供されたサービスの対価として支払いの問題に明確に対処する

ブラマチャリヤ: わがままや改ざんなしに愛と誠実さをもって行動す
る; 性的不正行為は抑制する。
•私たちの相互接続性の真実を尊重する責任ある行動を促進し、精神
的および個人的な成長の道で互いに奉仕する関係を形成します。
•生徒を侮辱したり、肉体的または言葉で虐待したり、セクハラをし
たり、軽蔑したり、品位を落としたりしないでください。
•生徒と教師の関係が親密な関係によって損なわれようとしている場
合は、教師が生徒が別の資格のあるヨガ教師を見つけるのを支援する
ことをお勧めします。
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アパリグラハ: 非所有性、自発的な単純さ、むさぼらない
•必要なものとあなたが稼いだものだけを取り、無常と変化が唯一の定
数であることを理解して、物事への愛着を手放します。
•あなたも生徒であることを生徒に伝えて見せます。 あなたの才能や経
験を示したり説明したりするときは謙虚になり、教師や知識やスキル
の源に敬意を表してください。

サントーシャ: 満足、平静、平和と静けさ
•人生の困難を経験している間でさえ、あなたが持っているものに謙虚
で満足しなさい。
•人生はあらゆる状況を通じて成長の過程になることを認識してくださ
い。
•生徒の独立した思考と探求を奨励し、尊重します。 学生の経験があな
たの経験と異なるために学生が敬意を表して反対する場合は、彼らの
見解を尊重してください。 タパス: エネルギーの使用、浄化、意志力、
緊縮、忍耐。
•熱心に人生に従事するようにあなたのエネルギーを向けてください。
•体の健康、食生活、呼吸パターン、およびコミットメントの勤勉さに
注意を払ってください。

スヴァディアーヤ: 自己探求、マインドフルネス、テキストの研究、あ
なたの話を歩む方法として自分の中に教えを置く。

イシュバラプラニダーナ: 恵みに開かれ、神聖な自己認識の拡大にあな
たの人生を捧げます
•すべての行動を神の足元に置き、創造主の一部としてのあなたの役割
を認識してください。 お互いに神を見て、それに応じて行動します。
•何が悪いのかではなく、まず何が正しいのか、つまり人や物の美し
さ、光、そしてポジティブなものを探すことでフィードバックを提供
します。
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ヨガ哲学では、人には、誰にでも生まれた時に与えられた本
性があると考えられています。

自然体の自分です。

私たちは、本来の自分自身の姿であることで、心地よく生き
ることができますが、それに反した生き方をすると、生きる
ことが難しいと感じてしまいます。必ず、自分自身に与えら
れた職務（ダルマ）に従った生き方をしましょう。

というのが、ギーターの教えです。

自己のダルマの遂行は、不完全でも、良く遂行された他者の
義務に勝る。自己の義務に死ぬことは幸せである。他者の義

務を行うことは危険である。
バガヴァット・ギーター3章35節

自分の人生は比較するためにあるものではありません。 自分
自身のダルマが分からないのであれば、

それを見つける方法がヨガです。答えは、内側から現れます。
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Sequence 〜ストレッチ〜

Asana class starting/closing アーサナ開始/終わり

＊講師は生徒とのコミュニケーションを必ず行いましょう。私たちの心や身体は毎日変化し、その日
の体調も一定ではないからです。その日の体調を聞き、観察し、考慮した上でアーサナも変えること
もあります。（クラスを深めていき、徐々に慣れていきましょう）
＊講師はクリヤを実践し、神聖なヨガのクラスの時間を生徒と共に共有しましょう

開始

楽な姿勢で座りましょう
骨盤が丸くなっている場合は仙骨（骨盤）
を立てるようにして、
背筋を伸ばして肩の力を抜き、
両手を膝の上に置き、しばらく静かに呼吸を
観察します

OMを三回唱えましょう
OM×３

胸の前で合掌
ヨガチャンティング（詠唱）
Yogena cittasya, padenavacam, Malamsarinasya ca vaidyakena yo’ pakarot tam 
pravarammuninam patanjalim pranjaliranato’smi
OM shanti shanti shantihi

ヨーゲーナ チッタシャー パデナ ヴァーチャーム マラム シャリーラシャ
チャ
ヴァイディアケーナー ヨーパーカロッタム プラヴァラム ムニーナム
パタンジャリム プラーンジャリラーナトスミー
オーム シャーンティ シャーンティ シャーンティヒー

両掌を合わせて目の上へ置きます
瞼の上、おでこ、顔、耳、首、肩、胸、お腹、背中、腰、脚、足裏全体

ナマステ おはようございます
それではこれよりヨガのクラスを始めます。
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それでは両手を膝の上に置き、息を吐きながらゆっくり頭を下に。息を吸いながら左か
らゆっくり頭を回しましょう、三回まわしたら、反対にもまわしていきましょう。

指先をすぼめて、肩に。
両肘を引き上げて、肩を回します。

両手を前に。親指下にして、
右手を左手に重ね、
両手を組んでゆっくり腕を
回していきましょう。（反対も）

左手を左座骨の横に歩かせたところに置きます。右腕をゆっくり上に腕を耳の横に、体
側を伸ばします。反対側も同じように。
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左手を右の膝へ右手を肩の高さ、親指を下に。右手をゆっくり体に沿わせるよう
にツイスト。背中、もしくは左足の付け根に置きます。
首筋もゆっくりとストレッチ。反対も。

（合蹠）足裏をあわせてお尻の方へ引き寄せます。爪先を持ち、ゆっくりと膝を
上下に動かします。

脚を前に伸ばし、軽く開いて足首、膝、股関節を意識しておおきな円を描いてい
きます。膝は曲げて行ってもよいです。外回し、内回し。

太陽礼拝へ
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Sequence 〜Surya Namaskar〜
スーリヤナマスカーラ太陽礼拝

山のポーズ
両足を腰幅程度または揃えて立ち、足裏全体でマットをとらえ（地球を押す力で
立っています）肩を軽く引き上げ外に回し、下に。耳と肩をなるべく離し、胸の前
で合掌。目を閉じ、呼吸に意識を向けましょう。

太陽を仰ぐポーズ
息を吸いながら両腕を下げ、左右に大きく開いてから両腕を上に。

足と手のポーズ
息を吐きながら両腕を左右に開き、上体を前に倒す。（過伸展にならないように気
を付ける）

半分起きた足と手のポーズ
息を吸いながら上体を軽く起こす

ランジのポーズ
息を吐きながら右足を大きく後ろへ引く

四つ手のポーズ
息を吸いながら左足も大きく後ろに引く

八点のポーズ
息を吐きながら両膝をつき、両肘を曲げて胸を両手の間におろす。

コブラのポーズ
息を吸いながら両脚を後ろに伸ばし胸を持ち上げて上体を開く。

下を向いた犬のポーズ
息を吐きながら下腹を引き締め、斜め上にお尻を突き出すように。この姿勢で３０秒ほど深
呼吸。

ランジのポーズ
息を吐きながら右足を両手の間に踏み込む

半分起きた足と手のポーズ
息を吸いながら左足も一歩前に踏み込んで上体を前後に伸ばす。

足と手のポーズ
息を吐きながら上体を伏せて手のひらで地面を押し、足のつま先に力をいれていきます。心
地よく足裏の伸びを感じましょう。

太陽を仰ぐポーズ
息を吸いながら地面をしっかり踏みしめ、上体を伸ばしたまま、または丸めて起こし、両腕
を上へ。

山のポーズ
息を吐きながら合掌して胸の前に戻す。 Yoga Trinity
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終わり

胸の前で合掌

「Shanti pray」
Asatoma sad gamaya Tamasoma jyotir gamaya mrtyorma
mrtan gamaya OM shanti shanti shantihi

アサトーマー サッガマヤー タマソーマー ジョーティルガ
マヤー ムリッティヨールマー アムリタンガマヤー
オーム シャンティ シャンティ シャンティヒー

両掌をこすり合わせて
目、おでこ、顔、耳、肩、胸、身体全体、、、

これでヨガのクラスを終わります。
ダンニャワードありがとうございました。

Yoga Trinity
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