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ヨガ＋アーユルヴェーダ：バランスをとるための完全な手法 
トレッサ・ウェインスタイン 
 
 
 
ラリッサ・ホール・カールソンが

クリパルを最初に見出したのは、ア
ーユルヴェーダを通じてでした。と
いうのも、お母さんが彼女にクリパ
ル・スタジオでの様々なヒーリン
グ・プログラムのギフトチケットを
買ってきてくれた中から、彼女の選
んだものがシロダーラの名で知ら
れるアーユルヴェーダのマッサー
ジだったからです。このマッサージ
は今でも彼女の大のお気に入りト
リートメントです。 
 その 6 か月後、彼女はクリパル・
ヒーリング・アーツの受付で、トリ
ートメントの予約を受ける仕事に
ついていました。「それはまるで運
命みたいでした。だって私に要求さ
れた仕事内容の大半は、メニューに
あるあらゆるトリートメントの予
約を受け付けることで、つまり私は
自分の実体験に即してお客様にサ
ービスの詳細を説明することがで
きたわけですから」と、彼女はそう
回想します。「なにより私はアーユ
ルヴェーダトリートメントを楽し
みましたし、それによって直に癒さ

れていました。結局私はとあるアー
ユルヴェーダの研究講座を受けた
ことで夢中になり、より正式にアー
ユルヴェーダを探求し始めました。」 
 今のラリッサは、500 時間認定ク
リパルヨガ教師であるばかりでは
なく、クリパル・スクール・オブ・
アーユルヴェーダが提供している
さらに二つの認定、つまりアーユル
ヴェーディック・ライフスタイル・
コンサルタント（ALC）およびアー
ユルヴェーディック・ヨガ・スペシ
ャリスト（AYS）をもまた修了して
います。ラリッサは、アーユルヴェ
ーダの勉強を始めて以来、私は単に
ヨガ教師としてだけではなく、ヨガ
実践者としても変革した、と話して
います。 
 「アーユルヴェーダの勉強を始め
て以来、私のヨガ指導は劇的に変わ
りました。同様にして、私の個人練
習もまた劇的に変化しました。」ラ
リッサは続けて、「季節ごとに、1
日ごとに変化します。私は常に、よ
り完全なやり方で、自分の体とマイ
ンドで何が起きているかに気づい

ていて、その状況に応じて選択する
のです。」 
 クリパル・スクール・オブ・アー
ユルヴェーダの学部長であるヒラ
リー・ガリヴァルティスは語ります。
「アーユルヴェーダは、ヨガ実践者
に、体・マインド・精神の絡み合う
複雑性をより深く広く理解するた
めの鍵を提供するものです。」しば
しば『ヨガの科学の姉妹』として参
照されるアーユルヴェーダは
5000 年の歴史を持つ薬学的かつ
哲学的体系として古代インドのヴ
ェーダ文献から由来すると同時に、
自然界のリズムそのものにも根ざ
しています。 
 ヒラリーは説明します。「古代よ
りヨガとアーユルヴェーダはお互
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いを支えあうものとして研究され
てきました。村のヨギーと言えばそ
の村の医師でもありました̶̶̶
そしてこの二つに区別はなかった
のです。」 
 クリパル・スクール・オブ・ヨガ
の学部長デヴァルシ・スティーブ
ン・ハートマンは、クリパルのアー
ユルヴェーディック・ライフスタイ
ル・コンサルタント（ALC）認定は
「体と解剖学を全体から様々に見
る方法」を学ぶことが出来ると言っ
ています。アーユルヴェーダの体系
によれば、人の体は複合的なコーシ
ャから成り立っています。言い換え
れば、プラーナ、呼吸、肉体的、心
理的、感情的な体のあり方を包括し
た多層構造をしています。ひとりひ
とりの人は、その人に特有のドーシ
ャ、つまり特有の体質を持ち、バラ
ンスを取り、平静を保つ必要があり
ます。 
 デヴァルシはこう言います。「あ
なたは自分の生活のそれぞれの側
面を見つめます。̶ ̶̶何を食べる
か、どのように話すのか、自分のエ
ネルギー、リズムやサイクル、地球
とのつながり̶ 「̶あなたはあらゆ
るレベルでバランスをとることを
学び、自分自身、また他人や自然と
の調和の方法を学ぶのです。」 
 アーユルヴェーダの診断ツール
と癒しのための手順を深く学ぶこ
とを通して、ALC のトレーニングで
は、生徒達に肉体的、心理的、精神
的な健康を促進することを重視し
た個別提供します。12 日間のセッ
ションが二つ、さらに 9日間の特別
モジュールが４つあり、すべてがア

ーユルヴェーダの基礎を含んでい

ます。脈診、ナチュラルスパイスと
ハーブの使用法に始まり、ディナチ
ャルヤ（セルフ・マッサージや毎日
の浄化法などのセルフケア方法）や、
料理と栄養学へのアーユルヴェー
ダ的なアプローチの初歩までが網
羅された包括的なカリキュラムで
す。 
 このアーユルヴェーディック・ラ
イフスタイル・コンサルタントのト
レーニングに登録をした多くの生
徒は、すでに 200 時間ヨガ教師コ
ースを修了した生徒で、7日間の集
中コースの受講し、アーユルヴェー
ディック・ヨガ・スペシャリストと
して認定されています。このトレー
ニングでは、クリパルヨガのそれぞ
れのステージに対応するアーユル
ヴェーダ的な理解の仕方が学べま
す。つまり、バランスを崩した時に
ヨガ、瞑想、プラーナヤーマをどの
ように用いるべきなのか、またさら
に、ヨガクラスをその季節ごと、1
日の時間ごと、または特定のドーシ
ャごとにどうやって構成すべきか。 
 クリパル・スクール・オブ・アー
ユルヴェーダの卒業生たちはワー
クショップ、セミナー、リトリート
を主宰し、一般教育クラスを指導し、
また、個人やグループ向けのコンサ
ルティングやヨガのセッションを
提供しています。アーユルヴェーダ
の施術者は、生徒やクライアントの
ドーシャ̶̶̶それがカパであれ、
ピッタまたはヴァータであれ̶̶
̶の特質と、それに応じたセルフケ
アの実践法を理解していれば、彼ら
が生活や体のバランスを見つけ維
持する助けとなるヨガの実践や個
人セッションを微調整することが
出来ます。 
 「教師として私たちは、自分たち
のヨガ指導のなかに、個人セッショ
ンにもグループレッスンにも、取り
入れることができ、生徒たち大半の
ニーズにあわせて練習を微調整す
るのです。」と、ラリッサは語りま
す。「私は、1日の時間帯と季節に
基づいてクラスの指導方法を調整
します。」例えば暑い日には、彼女
は涼しくなるようなプラーナヤー

マや、体から熱気を解放するような
エネルギーチャンネルを刺激する
ポーズをクラスに取り入れるでし
ょう。「カパの日（涼しくて湿気の
多い日）」には、プラーナを高める
ために刺激的でエネルギーを活性
化させるヴィンヤサを用います。 
 ラリッサはクリパル・センターや
東海岸のあちこちのスタジオで、ア
ーユルヴェーダとヨガのクラスや
ワークショップを指導しています。
またしばしば、注意深く選ばれたポ
ーズ、プラーナヤーマ、瞑想のシー
クエンスを通して特定の体質が穏
やかになるようデザインされた特
別のドーシャのためのクラスの要
請も受けています。 
 デヴァルシによれば、アーユルヴ
ェーダは、より多くの人々がバラン
スを模索し、癒しへの新しい別のア
プローチを探り始めた時に、ヨガに
次いで、主流の仲間入りをする次の
波だと言っています。そしてヨガ教
師はその波を受け止めるうえで極
めて稀な立場に立つことになりま
す。「もしもヨガ教師が、どのよう
に一人ひとりにヨガが個別化され
るかのニュアンスに興味を持つな
ら、アーユルヴェーダは、その土台
となります」これがデヴルシの言葉
です。 
 ALC と AYS の認定過程で、ヴェ
ーダ文献を研究すると、例えばヤー
マとニヤーマのようなおなじみの
考え方を生活の全側面にもたらす
ようヨガ教師を奮い立たせます。ラ
リッサはこう言います。「私は自分
の全ての活動̶̶̶1日の計画の
立て方、食べ物にアプローチする仕
方、人々と関わりあう方法、仕事の
スケジュールの計画方法のすべて
にヤーマとニヤーマを当てはめる
すべを学びました」。 
 自らのキャリアを高めるような
知識と方法論を得るにつれて、クリ
パル・スクール・オブ・アーユルヴ
ェーダの生徒たちは多面的なレベ
ルでの強力な自己変容を経験する
のです、とヒラリーは語ります。「彼
らの練習と生活を方向転換し、自分
をどうケアするかを学びます。健康、 
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エネルギーが改善し、その生活は劇
的によりよいほうへ向けて変化す

るのです」と。 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ヨガと想像力 
ランダル・ウィリアムスへの問い 
 
 
 
 
 
 

ランダル・ウィリアムス[文学修
士・E-RYT]は、ヨガ教師トレーニン
グのディレクターおよびヨガ哲学
の教授としてクリパル・センターに
勤務してきた。ヨガ指導にあたって
の彼のヴィジョンは、シンプルであ
ること、それから、本来の自然のリ
ズムへの注意深く思いやりのある
気づきをを培うことである。彼の卒
業研究は、ヒーリングの１形式とし
て、比喩的描写を利用したユング派
深層心理学に焦点が絞ったもので
あった。ヨガ・ブルティン編集者の
トレッサ・ウェインスタインはこの
ほど、ヨガの実践に影響を及ぼす比
喩的描写と物語の様々な用法につ
いて、彼から話を聞いた̶̶̶これ
はランダルがKYTAカンファレンス
2010年6月24日から27日に持つ
ワークショップの主題でもある。 
 
▼あなたのヨガクラスでは、前屈
の姿勢をとる際に、棚にぶら下が
ったくたくたのタオルというイ
メージを与えられました。私は、
そのイメージがとても心に残り、
それ以来前屈のたびに思い浮か
べています。 
 
そうですね̶̶̶私はそのイメー
ジが大好きです。私には、腰から肩
に沿って背中の筋肉を緩めるのに

も、非常に有効です。私はその可能
性という点からして、ヨガでの比喩
的描写の利用はまだまだ未開発だ
と感じています。人々は比喩的描写
で驚くべき経験をし、またそれがで
きるにもかかわらず、ヨガ教師たち
がその熟練した活用法を繰り広ら
れるカリキュラムがほとんどあり
ません。例えば、下を向いた犬だと
か、猫と犬、山のアーサナ̶̶̶私
たちが繰り返し同じイメージを使
い続けているヨガ言語があります。
次のことに注意すべきです。様々の
イメージは、私たちが生徒を肉体的
体験へ導くために通常使っている
身体のポーズを理解できるよう右
脳に刺激を送ります。そして、ポー
ズの名前は、そこから実践者が十分
に深い経験を産み出せる舞台、ある
いは跳躍台なのです。とはいえ、私
たちの比喩的描写の効用はたいて
いまだ充分に展開されていない̶
̶̶山のポーズアーサナは、たいて
いただそれだけのことで、決して変
化しない̶̶̶その結果、教師と生
徒たちは微妙に取り残され、より深
い変容の物語を容易にするなかで、
強く落胆することになります。 
  
▼すると、イメージは肉体的なア
シストやプレスポイントとほと
んど同じようなものとなるわけ

ですね？ 
 その通りです。イメージは、肉体
が変化するのを助けるひとつの方
法です。̶̶̶空間の変化、そして
それと共にいること、考え方の変化、
そしてプラーナを魂のうちへと解
放することです。マインドの中のイ
メージは、画像やヴィジョンという
形で、データや指示を届けます。そ
して、もし人がそのヴィジョンを引
き受ければ、肉体はより遠くへ行く
サポートを受けます。ここには大変
興味深い原理があります。私たちが
個人的経験へより微細に入り込ん
で行けば行くほどに、肉体的なもの
は感情的なものへ、感情的なものは
呼吸する体へ、呼吸から心理的もの
へ、心理的ものは直観的なものへと
移行する、つまり私たちに微細さが
増せば増すだけ私たちはその分強
くなれるということです。この原理
はホメオパシーにとてもよく似て
います。ホメオパシーは薬剤を混ぜ
る量が少なければ少ないほど、その
効力は大きくなります。同様に、経
験をより微細に受け止めれば受け
止めるほど、私たちは強くなります。
ここが大詰めで、私たちのまわりで、
最も微細なものは宇宙です。または
“神”という言葉をむしろ用いたが
る人々もいます。これこそがとても
微細であり、全てに浸透することが
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でき、全てのもののリズムを作り出
し、私たち一人一人は、それを自分
の内部に持つことができます。これ
が、最初の場所に生命の神秘をもた
らしたものなのです。 
 とはいえ疑問または問いが生じ
ます。どうやってそれと遊び始めれ
ばよいのか、また空間を確保するた
めに自分のその部分を呼吸を送り
はじめたらよいのでしょうか？ま
た、空間はヴィジョンやイメージか
ら生じるものです。現実の自分の画
像とは何であり、ポーズを現実の画
像に併せられるのでしょうか？ア
インシュタインからの引用があり
ます̶̶̶彼は私たちが自分自身
に問うことのできる最も重要な疑
問を語りました。「私の住んでいる
宇宙とはフレンドリーな場所なの
か、それは善意にみちているのか、
それとも悪意なのか？」言い換えれ
ば「あなたの宇宙のヴィジョンは、
育み、支えてくれるもので、自分が
その一員だと感じますか？ また
は、自分は一員ではなく、何となく
間違いのように感じますか？」これ
はすべて比喩的描写と物語の問題
です。そして同時に、人の感じ方や、
呼吸や肉体をどう維持するかに深
い影響を及ぼします。ですから、私
はヨガクラスで、リラクゼーション
をガイドする時に、宇宙があなた育
み、支え、歓迎していて、ここはア
クシデントのない場所だというイ
メージを与えます。これにより、内
臓、また細胞のあり方が完全に変わ
ります。そして結果として、呼吸も
変化します。微細体のプラーナの流
れを活性化させるツールとしてイ
メージを活用することによって、ヨ
ガ教師としての私たちはこの畏怖
すべき、力強い影響力を手に入れる
わけです。そして次の問いは、創造
性についてです。一人ひとりが創造
的であり、ツールキットの中のもう
ひとつ別のツールとしてこの想像

力を用いる資格があると感じてい
る教師にとっては。 
▼そうしますと、それはある意味
でヴィジュアリゼーションの練
習、ちょうどミラーニューロンの
考え方のようですね。人が何か肉
体的に行っていることを脳裏に
画像として描くと、神経単位のほ
うはまるで実際にそうしている
かのように発火する（機能を始め
る）、というものですが。 
 
 そうです。このヴィジュアリゼー
ションの技術は、他の伝統の中では
はっきりと確立されています̶̶
̶プロのダンサーたちはある動作
をできている自分の体を前もって
脳裏に描き、それにより自分の体組
織の様々な可能性を開くことが出
来ます。また、ボニー・ベインブリ
ッジ・コーエンのボディー・マイン
ド・センタリングやフェルデンクラ
イスといったムーブメント・セラピ
ーでも使われております。 
 
▼『ヨガを深める比喩的描写と物
語を創造する』があなたのワーク
ショップのタイトルであるわけ
ですが、イメージについては詳し
く話してくださいました。では物
語とは何なのでしょう？ 
 
 物語というのは、教師がイメージ
とどう意識的につながり、変容させ
るのか、ということです。変容のた
めには何らかの話の筋、何らかの旅
が必要になります。タオル掛けのイ
メージであなたが話してくださっ
たように̶̶̶タオル掛けにぶら
下がっている体というイメージか
ら出発して、物語は、解放した時に、
タオルの繊維で何が起きるか、とつ
ながります。あなたがこうした変化
の空間、もしくは自由を創造するや
いなや、物語が始まるのです。私は
このことに大変興奮を覚えました。
なぜならそれは教師に軌道を与え

るだけにとどまらず、生徒の体験に
直接語りかけられる舞台で、教師と
生徒との交流をも与えてくれるか
らです。 

▼あなたは自然界から非常に触
発されていらっしゃいます。あな
たがヨガクラスで使う構わない
比喩的描写や物語の類は自然が
源泉になっているのですか？ 
 
 自然は生きている環境として現
れます。自然と言えば、まず何より
も庭です。そしてそこは生と死の対
立、または両極性が含まれます。ラ
イフ・フォース（生命力）は創造、
維持、それから衰退または解放と表
現されます̶̶̶ちょうどヒンド
ゥー教の三神ブラフマー、ヴィシュ
ヌ、シヴァの名で神話的にも想像さ
れているものです。自然界の何にで
も見ることができます̶̶̶例え
ば時の経過につれて木に起こるこ
とを見てください。芽を出し、根を
張り、生長し、花をつけ、果実を実
らせ、それからやがて朽ちるかまた
は解放されて存在そのものへ戻り
ます。自然とは生命の究極の窓であ
り、物語であふれんばかりで、経験
と生命のサイクルを実際に見せて
くれるものです。 
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 日常から踏み出して自然へと踏
み込むことは、ある種の衝撃です。
私たちは部屋の中に、または仕事に
依っています。私たちは適応し、習
慣化してきた独自の環境を持って
おり、それを共に保つよう勇気づけ
られ、奨励されます。自然のうちへ
赴くのは師に会いに行くようなも
のであり、わだちや行き詰まりから
離れ、智恵に満ちた大気のうちへ赴
くことができるようなものです。そ
こでは自分のためにすべきことは
ほとんどなく、むしろ、プラーナへ
と開かれてあり、自然に備わってい
るものを手本にし、雲が空をよぎる
のを眺め、肌にあたる風を感じ、感
覚に目覚めています。これらは皆、
プラーナの表現です。私の行き詰ま
りや緊張もまた過ぎ去っていくこ
とを忘れないよう私を励まし、また、
私にそのことを思い起こさせるの
です。私にとって、森の中にいて、
自然が花開くのを眺めるのは究極
のヨガスタジオに身を置くような
ものです。ライフ・フォース（生命
力）がどう流れるのかの手本となり、

私たちがそれを眺めなおして見倣
う絶好の機会を与えてくれ、物事は
起こるだけでなく過ぎ去るのだと
思い出させてくれるという点で、自
然とは智恵の宝庫です。ヨガを編み
出した人々はこのことを知ってい
た。そしてその教えの種を自然のイ
メージに残していったのだという
思いを私は抱きます̶̶̶木を真
に理解した時、プラーナ的現実の自
我を思い出させるライフサイクル
の深い教えをも理解するのです。 
 自然とは、数千年にわたってヨガ
術語として実際に用いている言葉
です。自然は、物質界と言い換える
ことができます。サンスクリット語
ではプラクリティと呼ばれます。私
たちはプルシャ、自己、プラクリテ
ィであり、また、対象あるいは現象
を持っています。ヨガの解釈では、
本質的自己の外にある全てのもの、
あるいは目撃するもの、それは自然
の現れです。経験できる全てのもの、
例えば、夢、フィーリング、感覚、
思考、または庭であれ、すべて自然
であり、またその関係性̶̶̶観察

するものと観察されたもの̶̶̶
を研究することが、まさにヨガの全
てなのです。究極的には、リズム、
振動、脈動、つまりライフ・フォー
ス（生命力）からエネルギーを得て
いる創造性を研究しているのです。
だから誰かが森の中を散歩し、自然
の中で何か触発された時、樹木のた
くましくザラついた幹にもたれか
かることだろうが、肥沃な土の芳香
を嗅ぐことであろうが、または空を
横切って飛ぶ鳥を見ることであろ
うが、それをしている誰かは、リト
リートに出かけ、呼吸感覚の流れを
観察するべく木の固まりの上にヨ
ガマットを広げて座っている誰か
と寸分違わぬ同じ領域にいるので
す。自然と共にあることは、物事を
よりクリアに見ることを助け、感覚
がはいかに習慣的か、という意識を
よみがえらせます。だからこそ私た
ちは魂の奥深くに呼吸し、個人的な
経験から広がる創造性をも感謝す
るのです。

 
 

 
 
オン・ザ・マット 
自宅でのプラーナヤーマの実践をよみがえらせよう 
ラリッサ・ホール・カールソン 
 
 
 
 

 
 
家で日課として行うプラーナーヤ
ーマを決める、あるいは作り直すた
めの復習のコースが必要ではない
ですか？またはきっと、あなたの生
徒たちが自宅で実践できるような、
2、3のポイントをシェアするのは
どうでしょう？ヨガ教師でありア

ーユルヴェーディック・ヨガ・スペ
シャリストのラリッサ・ホール・カ
ールソンからの賢明な言葉と、日課
として行う計画を立て、あなた、又
は生徒達が自らを育み、改革する練
習を日常生活に取り入れるよう勇

気づける実践的アプローチを紹介
します。 
 
まず目的は、自己探求、つまり感覚
から離れ、静けさに身を置き、自己
学習することです。より若々しく、
よりバランスよく、より活き活きと
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するセルフケアです。これらは調和
した自宅でのプラーナヤーマの実
践から得られるギフトです。内面へ
の旅はあなたを呼び起こします。ク
ッションに戻って座り、呼吸を深め
ます。ポジティブな変化と自己との
繋がりは、ちょっとしたやりやすい
ステップによって始まるのです。毎
日、ほんの数分間の集中した呼吸法
が豊かなギフトを約束してくれる
のです。 
 プラーナヤーマの練習のために、
まず安全で聖なる空間を作りまし
ょう。妨害や邪魔が入らず、換気の
良いプライベートな場所を選びま
しょう。できれば電子機器の無いと
ころで。お天気なら戸外のロケーシ
ョンを考えてみてはいかがでしょ
う。（これは私のお気に入りで、最
も良く練習に選ぶ場所です。）歓ん
で迎え入れられるようにしましょ
う。インスピレーションでちょっと
した飾りつけ（例えば新鮮な花々、
マーラ・ビーズ、彫像、愛する人や
教師の写真、キュンとする小物、お
好みの引用句）も素敵ですね。新鮮
な水、ティッシュ、手持ちのノート
を用意します。 
 毎日の練習の時間帯を選びます。
プラーナヤーマに最もふさわしい
のは早朝、空腹の時間ですが、ディ
ルガ、ウジャーイ、ナディ・ショー
ダナのような優しいテクニックに
関しては特に時間帯を選びません。
毎日続けることの方が長時間のプ
ラクティスをするよりもずっと大
切ですから、あなたのホーム・プラ
クティスの活き活きしたリズムが
探せる最もふさわしい時間を選ん
でください。しっかりした、居心地
の良い椅子を用意してください。ク
ッションかたたんだブランケット
の上に座るのは、腰の安定、まっす

ぐな背筋、くつろいだお腹のために
よいアイディアです。スカアーサナ、 
パドマアーサナ、スワティカアーサ
ナはプラーナヤーマのための一般
的な座法ですが、もし膝が痛んだり、
腰がきついようであればブロック
に腰かけたり、ボルスターに寄りか
かってヴィラアーサナを支えてお
くのももうひとつの良い方法です。
さらに両足をしっかりグラウンデ
ィングさせ、膝が足首の上に来るよ
うに椅子の縁に腰かければ痛みや
すい部分をかばい、長めの練習にも
向くようになります。 
 まずボディスキャンから始め、肉
体的、エネルギー的、心理的、そし
てスピリチュアルにどう感じてい
るかチェックします。それから体の
中で主に緊張しやすい部分（例えば、
額、目、あご、肩、腹、手のひらそ
して足の裏）を意識的にリラックス
させます。2、3 回、大きく腹式呼
吸をして、あなたの注意を今ここの
瞬間に落ち着け、それから徐々に一
日のあれこれの仕事や雑事を離れ、
シンプルで、清らかに澄み、マイン
ドフルな気づきの瞬間へと移行し
ます。 
 エネルギーを与える驚異の旅に
意図を定めます。触発される引用句
を読むか、変容のための内面的焦点
を選ぶと、毎日の練習は安全で奥深
いヒーリングとなるでしょう。 
 あなたの自宅でのプラーナヤー
マの練習が発展していったら、経験
を積んだ教師やそれと同等の人か
ら受けられる直感に近づくよい手
助けになるはずです。さしあたって
自宅での練習を始めるための手引
きには、ガイドつきのクリパル・プ
ラーナヤーマCDを試してみてくだ
さい。私の「Meditative Yoga Flow」
や、中・初級プラーナヤーマ CD、

「プラーナーヤーマ：ヨガ的呼吸法
へのクリパルのアプローチ」ならク
リパルウェブサイトで手に入りま
す。 
 健康の増進と、自らの気づきを増
やすことが目的です。毎日ほんの数
分間の意識的な呼吸が、あふれるバ
イタリティ、免疫機能の改善、寛大
な心、まばゆいばかりの輝きをあな
たにもたらします。呼吸の、この変
化し続ける驚異を楽しみ、ギフトと
しての今ここに居続けてください。
マットの外のあなたの生活にもそ

の恩恵が広がります。プラーナの流
れるままに！ 
 
 
 

ラリッサ・ホール・カールソン 

500時間クリパルヨガ・ティーチャー、
アーユルヴェーディック・ライフスタイ
ル・コンサルタント、アーユルヴェーデ
ィック・ヨガ・スペシャリスト、レイキ
施術者。彼女はInstitute for 
Extraordinary Livings（IEL）の原料の
ためのヨガプログラムのリーダーであ
り、同じくIEL の音楽と意識のヨガ教育
プログラムの前マネージャーである。ま
たKYTA出資によるCD、「Meditative 
Yoga Flow：A Kripalu Sadhnaのクリエ
イターである。
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あなたの気に入った呼吸テクニックをその時々に選んで毎日行うことが何と言ってもベストです。が、繰り返し行う
プラーナヤーマ・シークエンスのために、以下の 3 つを探求してみましょう。さらに必要であればこのページをプ
リントしてあなたの生徒たちに配るのも良いでしょう。 
 
・ディルガ(3 部呼吸)：3~5分 
なめらかで波のような呼吸によって下腹、胸郭、鎖骨を満たし、血流に酸素をいきわたらせます。よどみを取り除き、
ナーディにプラーナを流し、今ここへの注意に錨をおろします。心地よいリズムができあがったらウジャーイ(波の
音の呼吸) を重ねていきます。マインドが揺れ動くのをより穏やかにし、鎮めるために、のどで瞑想的な海の響きを
生みだします。流れるように、リズミカルに保ちます。呼吸から力みや緊張を取り除きます。静止してディルガとウ
ジャーイによる調和の効果を感じます。新しい感覚をスキャンします。 
 
・カパラバティ(頭蓋が輝く呼吸)：30秒~1分 
鼻から、強い呼気と受身的な吸気を一定に行います。息を吐く時の下腹のポンピングが呼吸をリードします。無理に
呼吸をせず、下腹のポンピングの強さに集中します。心臓にショックを与えたり頭に重圧を加えることは避けましょ
う。呼吸を均等でリズミカルに保ち、血液に酸素をいきわたらせ、呼吸器系を強化し、ナーディにプラーナを流し、
マインドの乱れを鎮めます。（禁忌：コントロールされていない高血圧、緑内障、ヘルニア、腹部の不快感：最近手
術を受けたり、また妊娠中あるいは生理が始まって数日の場合） 
静止してKapalabhatiの奥深いエネルギーを与えてくれる効果を感じます。生きていること（振動、熱、うずき、明
るさ、広がり、柔らかさ、高められた気づき）の感覚をスキャンします。 
 
・ナディ・ショーダナ(鼻で交互に行う呼吸／チャネルを浄化する呼吸)：3~15分 
ヴィシュヌ・ムドラーにした右手を使い、右の鼻孔を親指でやさしくふさいで、左の鼻孔から息を吸います。指を換
え、右の鼻孔から吐きます。右の鼻孔から吸い、指を換えて、左の鼻孔から吐きます。このシークエンスを数回続け
ます。大脳半球のバランスをとり、神経系を和らげ、マインドを鎮めるために、なめらかで長く瞑想的でやさしい呼
吸を保ちます。静止してナディ・ショーダナの肉体的、エネルギー的、心理的、またスピリチュアルな効果を感じま
す。 
 
数分間、沈黙の瞑想をし、高められたプラーナと実践の成果を統合します。 


