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クッションに腰を降ろして 
瞑想の方法、瞑想とは？なぜ瞑想するのか 
ブラーマニ・リーブマンとジョショダ・ロナ・エドモンズに聞く 
 
 

 
 瞑想はヨガの中心となる実践で
ありながら、多くの教師やヨガ実
践者にとって、瞑想で静かに座る
のは難しいものです。2011 年 10
月 4－7日の KYTA カンファレン
スで、ブラーマニ・リーブマンと
ジョショダ・エドモンズによる「瞑
想とプラーナーヤーマの変容の
力」というタイトルのワークショ
ップが開催されます。ブラーマニ
とジョショダは Journey Into 
Yoga の教師トレーニングや、CD
「Journey into Yoga: 
Awakening the Spirit」の共同制
作者で、共に、クリパルヨガ教師
トレーニングチームのメンバーで
もあり、20 年以上の指導歴があり
ます。ヨガブルテンの編集、トレ
スカ ウェインステインによる最
近のインタビューです。 
 
ヨガブルテン（YB）継続的にヨ
ガを実践する人は今とても多いで

すね。でも、定期的に瞑想を練習
している人はごくわずかなんじゃ
ないかと思うんです。ヨガの道と
して瞑想にはどういった重要性が
あるのでしょう？ 
 
ジョショダ 瞑想なくして、提供
されるすべてのものを受け取るこ
とはできないでしょう。ハタヨガ
の実践は、実は、瞑想して座って
いられる体になるための浄化なの
です。ヨガスートラには、ハタヨ
ガについて２つの文章しかありま
せん。残りはすべて、哲学や私た
ちが自分たちの奥深くの部分、い
わゆる神性、宇宙、絶対者、より
上位の自己（higher self)に繋がる
ための案内となるヨガの実践につ
いてです。 
 
ブラーマニ 瞑想なしでヨガする
ことはできるでしょうか？もちろ
ん、イエスです。それは、多くの

効果のある素晴らしい練習です。
しかし、道を歩き通すことはでき
ないでしょう。瞑想の実践により、
私たちは心の反応をみることがで
きます。ハートで何が起きている
のかを感じ、慈悲深い自己観察の
練習をするのです。私たちは反応
している心ではないのだと認識で
きます。私たちは、実は、すでに
気づいて目覚めた、無限で永遠の
存在なのです。その空間では、自
分自身は周囲の環境条件へ対して
反応するものではないと認識する
ことができます。その空間に長く
いればいるほど、心の習慣から生
きることがなくなります。 
 
ジョショダ 今日、瞑想とよばれ
るものは、実際には集中する練習
です。瞑想は教えてもらうことは
できません。それは、そこで起き
る体験だからです。ジャック・コ
ーンフィールドはこんなことを言
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っていました。「瞑想は偶然に起
きる出来事です。しかし、練習し
ているとその偶然に出会いやすく
なります」 
 
YB 瞑想の効果とは何ですか？ 
 
ブラーマニ 座って何が現れるか
待っているのは、まるで私たちの
習慣的パターンに気づきの光が注
がれ、自分自身をとても親密なあ
り方で知るようなものです。瞑想
は自分を知り、自分自身について
ユーモアのセンスを持つための実
験室となります。スワミ・クリパ
ルは、慈悲深い自己観察こそが、
最も重要な鍵であると説きました。
人生の驚きや喜びに対しオープン
でいる時、私たちは自分たちの多
面的な側面のすべてを生きている
のであり、また、人生をどう生き
るかという選択ができるのです。
「私は自分の心ではないのか？私
は自分の考え通りに振る舞わなく
てもいいのか？」そのように私た
ちが初めて気づく時、それはまさ
にワオ！と驚く瞬間なのです。そ
れは非常に大きな天啓であり認識
です。 
 
ジョショダ 人々にとって最も力
強い学びは、間違えはないという
ことです。実践することはただ座
って意識を向けるだけです。ヨガ
のポーズをしていようが、夕食を
作っていようが、お皿を洗ってい
ようが、それは、一瞬一瞬の体験
に注意を向けることです。という
ことは、実際には私たちの人生で
行うすべての行為に活かせるので
す。 
 
YB 定期的な瞑想の実践から、数
多くの素晴らしいことが起こるの
に、私たちの多くは非常に強い抵
抗をしています。飽きてしまうん
じゃないかとか、見たくないもの
がでてくるのではないかとか心配
なんです。どうしたら、瞑想を始
める時の抵抗を克服できるでしょ
うか？ 

ジョショダ それは、部分的には
文化的な問題です。私たちの文化
は、しないことより、することへ
の傾向が強くあります。そういう
人々にとって、ただ座っていると
いうのは、とても恐ろしいことで
しょう。私がしたことでもあり、
また、生徒達にも奨励しているこ
とは、自分自身に誓う（コミット）
することです。誓いがあれば、決
断（する必要）はありません。そ
して、自分にできる誓いをするこ
とです。自分のクッションに 10
分間座る時間を持てますか？クッ
ションに腰を降ろして、とにかく
始めなさい、とスピリットロック
瞑想センターのある教師が言って
います。ヨガマットに立つことへ
の抵抗にも同じことが言えます。
でもそこへ行けば、起きるべきこ
とが起こります。抵抗は、何か他
のものと共にいようする心の状態
です。 
 
ブラーマニ 教師として、私たち
は異なった性格の、異なった生徒
たちのためのツールバックを持っ
ていないといけません。それが、
なぜたくさんの異なる種類の瞑想
の実践法があるのかの答えです。
教師として私たちは、第三眼の瞑
想や、心を開くための瞑想や、慈
愛の実践、またはマントラの実践
など、いろいろな可能性を提供す
る必要があります。KYTA カンフ
ァレンスの私たちのワークショッ
プでは、それらの異なる可能性や
実践方法のいくつかを紹介します。 
 
ジョショダ それはちょうど、ダ
ライラマが異なる宗教があるのは、
異なる人々がいるからだと話して
いたようなものです。瞑想もそれ
と同じです。私たちのメキシコの
ダルマ（法）グループでもそのよ
うなことが起きています。呼吸を
追うよりも、音を聞く方が集中し
やすいという人もいれば、ソーハ
ムマントラの練習がより簡単に心
を静かにするという人もいます。 
 

YB お話によると、ハタヨガは
元々何世紀も前に、瞑想のための
体を準備するために発展したとの
ことですね。それは、瞑想は常に
クラスや個人のサーダナの最後に
すべきという意味ですか？ 
 
ブラーマニ アーサナやプラーナ
ーヤーマを行った後の方が、座る
のは簡単ですが、シーケンスの中
だと、大抵は瞑想は手短になって
しまいます。私は瞑想を一番最初
に、真正面に置くことがいいと心
底信じています。なぜならそれが
最も重要だからです。 
 
ジョショダ 朝起きて、最初に座
り、自分自身と共にいて、注意を
向けるというのは、アーサナやプ
ラーナーヤーマを一通り行った後
に座るよりも難しいです。と言う
ことは、教師として、90 分のクラ
スにすべてを含めようと明確な意
図を持ったとして、突然、予定の
3/4 しか終えていないのに、あと
10 分しか残ってないとします。そ
んな時は、教師トレーニングやリ
トリートの生徒に、切り上げて、
どうなるか様子を見るように勧め
ます。こういったことのすべてが
体験なのです。仏陀は、私の言葉
に捕われずに、外へ出て自分で試
しなさいと説いています。 
 
ブラーマニ すべてを体験としま
しょう。自分の人生を体験の場と
するのです。これが役に立つか立
たないかは、自分の人生が教えて
くれるでしょう。もし、人生を体
験として生き、結果に注意を向け
れば、いつでもそこから情報を得
ることができるでしょう。そうし
たとき、私たちは自分自身と共に
いられないわけがないでしょう。
そのための時間を生活の中で作れ
ないわけがないでしょう。そして、
私たちの本質である喜びに触れる
十分な価値が私たちにあると考え
ないわけがないでしょう。
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チャクラへのガイド 
『チャクラ・ヒーリングのための完全ガイド』より抜粋 

ヘイディー・スピアー 

 
 
 

◎編集注釈：この新刊本からの抜
粋の中で、ヘイディーは、チャク
ラとは何か、あなたにどのように
影響するのか、それらがあなたの
癒しをどのように助けてくれるの
かといったチャクラに対する明快
で説得力ある理解を示してくれて
います。皆さんがへイディーに鼓
舞されて、チャクラへの学びを深
め、自分の実践やティーチングの
中でチャクラ・ワークを導入する
方法を探っていくことを願ってい
ます。 
 
 チャクラ・ヒーリングとは、マ
インド、体、スピリット（あるい
はエネルギー、源、神と呼ばれる
もの）を繋ぐホリスティックなヒ
ーリングの一つです。チャクラ・
ヒーリングの体験は、カラフルで
創造的、魔法のようで驚くべきも
の、そして、回復的（リストラテ
ィブ）で浄化的なものです。それ
は、真実のあなた、というホーム
（源）へとあなたを導きます。真
実のあなたは、輝きと自信と思考
の明晰さがあり、慈悲深く、信頼
し、健康で、楽しく、そして自分
が望む人生を創造できるのです。
チャクラについて理解していくと、
それ以外の状態から、真実のあな
たへと変わっていくことができる
でしょう。 
 チャクラとは、回転するエネル
ギーのセンターのことで、それは
自分の健康や自分がどのように意
識的で幸せな人生の旅路を創造し
ているかに、ダイレクトに影響を
与えています。すべてのチャクラ
のバランスが取れている時、自分
自身や関係性の中で、安心で、創
造的で、強く、安全を感じます。

あなたは自分の心から安心して話
し、あなたの考えは明瞭でリラッ
クスしています。あなたはまた自
分の直感や、宇宙の生き生きとし
たエネルギーと繋がっていると感
じます。時にチャクラはバランス
を崩しますが、不活発な、または
過剰なチャクラをバランスさせる
方法があります。 
 チャクラとはサンスクリット語
の車輪や円盤を意味し、自分の内
面で光輝く輪として回転するエネ
ルギーの渦のことです。体の中に
は 7つの主要なチャクラがありま
す。それぞれのチャクラは、過剰
だったり、不活発であるかもしれ
ません。それが意味するのは、そ
れらのチャクラがブロックされて
いたり、バランスが取れていない
ということです。一日の内の異な
る時間帯に、一年の内の異なる
日々に、そして自分の人生の異な
る年の中で、チャクラはバランス
を崩すかもしれません。チャクラ
は自分が子宮にいる時、あるいは
もっと以前からバランスを崩して
いるかもしれないのです。ヨガの
考え方では、あなたが過去世から
引き継いだカルマはチャクラの中
に保持されると言われています。
人生を通じて、自分が外で経験し
ていること（環境、友人、そして
家族）も、内で経験していること
も自分のチャクラに影響し、その
結果、体と心にも影響を及ぼすの
です。 
 それぞれのチャクラの機能に関
係した肉体的、心理的なサインや
症状を良く知ることで、チャクラ
がどのようにマインド、体、そし
て精神的な健康に影響しているか
理解し始めることができます。そ

うすれば、自分のヒーリング・エ
ネルギーをどこに集中させるべき
か分かるでしょう。すべてのチャ
クラがバランスを持って回転して
いる時、人生の中で自分のやりた
い物事に、より容易に、安心と喜
びを持って取り組んでいることで
しょう。そして、自分の真の望み
に接することができ、本当に自分
が生きたい人生を創造することが
できるでしょう。 
 脊椎のセンターを上下に走るエ
ネルギーの主要な流れに、それぞ
れのチャクラの根が根付いていま
す。このエネルギーのラインはス
シュムナー・ナディーと呼ばれま
す。それぞれのチャクラの間には
スシュムナーに沿って、二つの別
のエネルギーの主要な流れ、つま
りナディーが前後に交差していま
す。これらはイダー・ナディーと
ピンガラー・ナディーと呼ばれま
す。イダーは初め第三の眼から、
半円の形で左に曲がり、喉のチャ
クラでスシュムナーと交差します。
そしてそれはスシュムナーとピン
ガラーにハートのチャクラで交差
するまで、右へ半円に曲がります。
ピンガラー・ナディーは初め第三
の眼から身体の右側を曲がって降
りていき、イダーのパターンを鏡
映しします。どこでナディーがそ
れぞれ交差するのかは、異なる意
見があります。一つの見方ではナ
ディーはそれぞれのチャクラの間
で交差しており、それらの流れに
よってチャクラが回転すると考え
ます。一方で別の見方ではイダー
とピンガラーはそれぞれのチャク
ラで交差すると述べています。ど
ちらの見方であれ、関連している
点はエネルギーの流れがスシュム
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ナー、イダー、そしてピンガラー
のナディーに沿って旅をする時に、
チャクラがその流れから影響を受
けるということです。 
 チャクラとは、大地とすべての
エネルギーと存在を繋ぐ永遠のワ
ンネスという生命エネルギーを動
かすために、自分の気づきをそれ
らに沿って上に下にと導くことが
できる橋なのです。根のチャクラ
から上昇する大地のエネルギーは
シャクティと呼ばれ、頭頂のチャ
クラから下降する純粋な意識のエ

ネルギーはシヴァと呼ばれます。
チャクラに働きかける時、その目
的はシャクティとシヴァ（生命力
と永遠なる意識）の結合にありま
す。タントラの見方では、シャク
ティのエネルギーはクンダリーニ
と呼ばれます̶同じエネルギーの
別の名称です。それぞれのチャク
ラがどこに位置するかを視覚化す
ることは、それらのエネルギーを
活用しバランスを整えるとても大
切な要素となります。 
©2011 F+W Media, Inc.n 

 
ヘイディー・スピアー (MA, ABD) 
は人を動かさずにはおかないエネ
ルギーと広い知識の持ち主である
ことで知られています。彼女はク
リパルヨガ認定教師であり、R＆R
の教員メンバーであり、比較文学
と舞台芸術の修士を有する著作家
でもあります。 
 

 

 
オン・ザ・マット 
クリスタ・リピンズ 
 
中央のチャネルを解放する 
第二部：背面を解放しながら、コアを目覚めさせる 
 

 これは、腰筋に働きかけ、私が
中央のチャネルと呼んでいる、ス
ペースをつくるための 2部構成の
後半のパートです。私たちのツー
ルは、1）呼吸、2）指、3）感覚、
4）好奇心です。これらのツールを
使い、体前面の奥深くにある部分、
ちょうど背骨の前にあたる部分を
探求します。次のシリーズを行う
前に、私はいつも「中央のチャネ
ルを解放する、第一部：腰筋、腸
骨筋、骨盤底」（ヨガブルテン春
号参照）で紹介した解放のシリー
ズを終えるようにしています。こ
れにより、二つのことをします。
ひとつは、次の動きをする時にど
の筋肉を使うかを感じ、選択する
ことを容易にすること。そして、
緊張を手放し、気持ちよくなるこ
とです。 
  
アーチを作り、そして丸める。
または骨盤を 6 時と 12 時の 
方へ傾ける 
 仰向けに横になり、両膝を曲げ
ます。アナログ時計を骨盤の下に
思い描いてください。12 時は臍の
下にあり、6時は尾骨の下、3時

と 9時は仙骨の両端の下にありま
す（図１参照）。 
 このシリーズの解放の部分を終
え、それらの効果を感じてから、
両膝の間と仙骨の下、ちょうど尾
骨の上に小さなボールを置きます。
息を吸って、お腹をぷーっと膨ら
ませ、骨盤をボールの方へ傾けま
す。息を吐いて、両膝の間のボー
ルを締め付けることで、内股、骨
盤底、下腹部の筋肉を使って、動
きをニュートラルへ戻します。こ
れをしばらく練習します。アーチ
を作った時、座骨が開く感じや息
を吐いてニュートラルに戻る時、
座骨が合わさってくるのを感じま
す。 
 内股、骨盤底、腹横筋の下部を
使うことと、腰筋、お尻、背中を
使うことの違いを見極めることは、
非常に重要です。これは腰と首を
自由にする上で極めて重要なので
す。違いを感じるには、恥骨の上
にある下腹部の筋肉に指を置きま
す。息を吐いて内股と骨盤底から
動かすと、下腹部の筋肉は張って
平になり、水平の腺維がスライド
して合わさるでしょう。逆に、骨
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盤を腰筋、お尻、背中から動かす
と、まるで胴体の中に張られたテ
ントのように縦に走る筋肉が飛び
出すような感じでしょう。これが
腰筋と腹直筋群です。この違いが
はっきりわかるまで十分な回数繰
り返し、違いを感じ取ります。 
 垂直のグループ（腰筋、腹直筋、
お尻の骨格筋）を引き締めると、
肛門、仙腸関節、体の背面、顎が
締まります。水平のグループ（内
股、骨盤底、腹横筋）を引き締め
ると、仙腸関節と背骨を動かす時
に安定性を生むコアの部分を強く
します。繰り返しますが、この二
つのグループの違いを、肉体的に、
心理的に、感覚的に、そして、恐
らく感情的にも感じられるように、
感覚を見極める練習をしましょう。 
 この動きを 6~12 回行って、息
を吸うと座骨が解放される感じや、
息を吐いて顎が軟らかいまま、コ
アの深い強さを感じられるように
しましょう。顎と首を軟らかく保
つことができれば、骨盤が動くの
に合わせて頭蓋も一緒に床の方へ
動き、首をより軟らかくすること
ができるでしょう。 
 骨盤を深いコアの筋肉や呼吸か
ら動かすことが巧くなったら、息
を吐いて、深層の腹筋を使い、骨
盤をニュートラルから丸める方へ、
つまり 6時の方向へ傾けます（図
2参照）。 
 
仙腸関節を開く、または骨盤を 
3 時と 9 時の方向へ傾ける 
 両膝の間から小さなボールを取
り除きます。両足は腰幅で、両膝
は天井の方を向いているのを確認
します。仙骨を左右に小さなボー
ル越しに傾け始めます（図 3、4
参照）。目的は片側の仙骨が天井
の方へ近づく一方、反対側の仙骨
を床の方へ持ってくることです。
これは、骨盤を揺することや腰と
両膝を両サイドへ捻るのとは、全
く違います。骨盤を揺することも
両膝と腰を左右へ捻るのも、行う

のは容易ですが、これらでは、後
ほど行う骨盤の可動性は作り出せ
ないのです。私たちが求めている
動きでは、片側の膝が天井へ近づ
き、反対側は腰の方へ下りていき
ます。片側の股関節は天井へと近
づき、反対側は床の方へ動くので
す。 
 最初は、変な感じがすると思い
ます。片側は開いて感じて、反対
側はきつく感じることが多いです。
そこに留まってください。舌、顎、
首を緩めることで、頭が骨盤に合
わせて連動し、首にはさらにスペ
ースが生まれてきます。 
 これによって骨盤内の空間の大
きさを理解し始めたり、それを思
いながらリラックスし始めたりと
いう次の段階に体が感じられるよ
うになってきたら、小さなボール
を取り除きます。床に仰向けにな
り、腰、背中、首の違いを感じま
しょう。 
 骨盤を、６時と 12 時の面、そ
して、3時と 9時の面で動かすの
が非常に心地よくなって来たら、
それらの動きを合わせ、骨盤をボ
ールの上で時計のように動かすこ
とが出来ます。やりにくい部分は、
やはり垂直のグループより水平の
グループだけを使うという点です。
その感じがつかめるようになった
ら、首と顎を弛め、頭蓋が骨盤に
合わせて動くようにすると、さら
に首がリラックスして感られるで
しょう。 
 こんなイメージが役立つかもし
れません。骨盤を、浅いパスタボ
ールにオリーブオイルが入ってい
るように思い描くのです。骨盤／
ボールを回し、オイルをボール／
骨盤内に回しつけるのです。腰の
下の小さなボールを取り除き、腰、
背中、首が床の上でどう感じるか
見てみます。同時に、心理的、感
情的状態も見てみます。このシリ
ーズをボールの上で練習したら、
ボールを外し、床の上で行ってみ
るとよいでしょう。 

 横に転がり、立ち上がっても、
筋肉は硬くならず、ただ解放され
たままになります。歩いてみて、
体や心がどう感じるか気づいてみ
ます。いくつかの部分に注意を向
けてみましょう。首はどうか。頭
は背骨の上にどんな感じで浮いて
いるか。足が股関節からどう振り
出されているか。歩く時には骨盤
がどう傾くか。そして、感情的、
心理的状態はどうでしょうか。 

役に立ついくつかのイメージ 
・片側の股関節が後ろへ動き、反
対側は前へ動く 
・滑るようなスムーズな股関節 
・座骨の対角線上の回転 
・仙腸関節の開閉 
・骨盤の両側は車輪のよう：ひと
つは後ろに、ひとつは前に回転す
る（上図参照） 
 
クリスタ・リピンズは元プロアイ
ススケーターで、長期にわたる慢
性的痛みを抱えながら暮らし、演
技を続ける。彼女は、カリフォル
ニア州マーフィースにスタジオを
構え、痛みから解放され、強く、
限界のない体へ回復するために自
分自身が行ったツールやテクニッ
クを教える。クリスタは骨盤の力
についてのワークショップを開催
し、2011 年 10 月４-７日 KYTA
コンファレンス会場にて「ヨガや
生活の中での骨盤の働き」、10 月
２-４日クリパルセンターにて、
「ヨガ教師のための腰によいヨ
ガ」を指導予定。
www.intelligentbody.net 
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ダイナミック言語の技（わざ） 
手引書「ダイナミック言語とハートを開くテーマ」からの抜粋 
 
ダニー・オーギュエッティ 
 
 

 私たち教師が変化に富む言葉や、
創造的な単語、明確なインストラ
クションを使うようになれば、身
近な実践の質により完成度が高ま
るでしょう。私たちがリードする
言葉は、与えられたポーズの外面
的な構造の中で生徒たちに安心感
を与え、より内面的体験に留まる
ようにサポートします。重要な事
は、私たちがさまざまな言葉のエ
ッジにいることを覚えておくこと
です。明確に指示する技術的な言
葉は得意でも、創造的なイメージ
をクラスに織り込みたいと願う教
師もいます。逆に、イメージや直
感的な言葉は堪能ですが、明確で
直接的な指示をクラスで使うのが
チャレンジだという教師もいます。
あなたがどちらであるとしても、
まずは気づきを養い、それからゆ
っくりと、新しい技術を培うため
に行動を起こしましょう。 
 
１.行動用語：明晰な直接的な指示
は、生徒たちが次に何をすべきか
を明確に伝えるダイナミック（躍
動的）な行動用語となります。踏
み出す（step)、~する（take)、
伸ばす（extend)のような行動を
示す動詞は、自信を表し、安全性
を確立し、一つの体験が展開され
るスペースをもったクラステンポ
を教師が作っていけるようにしま
す。時々、教師が明確な言葉を使
うと、威張り散らしたように聞こ
えるのではないかと心配すること
がありますが、ハートの柔らかな
スペースから、自信を持って表現
する方法もあるのです。この直接
的な言葉の技術を研ぎすます簡単
な公式は、体の部分（膝）を＋方
向（下にある足首の線上へ）＋動
詞（動かす）＝明確な指示 とい
うものです。 
 

2、体験的用語：気づく（notice)、
感じる（feel)、感づく（sense)の
ような反射的（reflective）で探求
的（investigative）な言葉は、い
くつかの直接的指示の後に来ます。
それにより、肉体的練習の中に柔
らかさをもたらし、生徒たちをよ
り広い問い掛けへと誘います。さ
らに言えば、これらの言葉は内観
を促し、私たちの存在のあらゆる
階層に携わるヨガの包括的プロセ
スを生徒たちに思い起こさせるで
しょう。 
 
３、言葉の多様性：まったく同じ
事を、いくつかの違った方法で言
える能力は、ヨガ指導で貴重な技
術となります。息を吸って、吐い
てという指示をただそのまま言う
代わりに、「呼吸して」「酸素を
吸い込んで」とか、「呼吸を流し
て」「空気をすべて手放して」と
いうフレーズでこれらの動作を表
現し始めます。リラクセーション
では、ただ、「リラックス、リラ
ックス、リラックスして」とだけ
言う代わりに、「和らげて」「手
放して」「大地に降ろして」また
は、「解放して」というような言
葉で味つけをしていきます。生徒
たちを動きやポーズへ導く時には、
「右足を後ろに出し、前膝は 90
度に曲げて」といった指示をいつ
も同じように繰り返す代わりに、
「右足を後ろ引き、前膝を直角に
もって来る」とか、「前の膝は下
の足首と並べて」とか「前膝は足
の人差し指のライン上にして」と
いうように変化を付け加えます。
教師として言葉を多様化する能力
は、二つの可能性をもたらします。
一つは、最初の言葉使いで意味が
伝わらなかった場合、技術的レベ
ルで、より深い明確さを生徒に提
供できます。生徒として、私たち

は誰でも違った聞き方や学び方を
しているからこそ、私たちは、指
示言語の範囲を広げることで、生
徒たちに確実に理解してもらうこ
とができます。二つ目は、新しい
言葉のひとつひとつは、それぞれ
に力強い波動をもっているので、
多様な言語を使うとより深く心に
しみる体験を促すのです。 
 
4、創造的イメージ：ヴォルテール
は「詩は魂の、そして、何よりも
大いなるフィーリングの音楽だ」
と書いています。詩人は、創造的
な言葉や知的に構成された文法、
そして洗練なバランスを用いて、
私たちの想像力やハートや感情に
直に触れる体験を紡ぎ出します。
詩人が作品の中で用いる最も強力
な技法の一つは、ごく普通の日常
体験に思えるものを荘厳な自然界
に喩えることです。肉体自体が、
この自然の驚異の一部です。そう
であれば、肉体はこの偉大な本質
と繋がるためのプラットホームの
役を務めることが出来ます。ある
テーマにそって、イメージと特定
の体の動きを関連付ける能力は、
ヨガ指導では効果的なツールとな
ります。一般的に、ある技術的な
アイデアを教えるには、直喩と隠
喩を集め編算すると役立ちます。
イメージは、指示をより刺激的で
興味をかき立てるものにし、そし
て視覚的に学ぶ人たちに、聴覚か
らもヒントを得られるような追加
的ツールを与えることができます。
直喩と隠喩についての一般的な理
解があれば、イメージに基づく指
示を、テーマ毎に詳細に合わせて
カスタマイズすることができます。
隠喩は、類似性を暗示するため、
文字としては表さずに何かについ
て述べる時に使われる表現です。
ヨガでいえば、「翼を左右に広げ
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て」とか「根を大地深く伸ばして」
とか「呼吸の海の波に気づいて」
と言うような場合がこれにあたり
ます。直喩は二つの本質的に違う
ものが比較される話し方です。「~
のように」や「まるで~」を含む
文であることが多いです。ヨガで
言えば、「穏やかな海の波のよう
に、呼吸の満ち引きを感じます」
「地面に安定して木の根が下りる
ように、左足を地球に根付かせま
す。」「息を吐くたびに、まるで
硬い雪が暖かい太陽で溶けていく
ように、筋肉を和らげます。」直
喩と隠喩を利用するのは、繊細な
事だと覚えておきましょう。とい
うのも、一つのクラスの中であま
り多くのイメージがあると、生徒
たちを閉口させたり、実践の中心
となる焦点が弱まるからです。 
 
５、声の力：生まれながらにある
声の力にアクセスするには、声の
高低と大きさの注意深い調整に思
慮深く歩調を合わせる必要があり
ます。これらの質を巧みに操作す
る技術は、教師にとってはかなり
有効です。これらを、私たちが創
り上げたい体験の種類に応じて、
様々な方法で活用することができ
るからです。センタリングの時に、
大声で早口に話すのは変でしょう
し、集中した意図と熱意でサイド
プランクを保っている生徒に、小
声で話しかけるのも同じことです。
声が単調になりすぎると、生徒は
クラスに集中できなくなるかもし
れませんし、一方であまりに変化
が多いと邪魔になります。私たち
は、生来の自然な音を敬いながら
クラスを自分たち独自の声を探求
する機会と捉え、小さな調整によ
って生徒たちに様々な瞬間に様々
な体験を呼び起こすことが出来ま
す。継続的に言葉と音に取り組め

ば、よりダイナミックで表現豊か
な、そして、色とりどりな言葉の
指導現場への統合を思慮深く探れ
るでしょう。描写を出来るだけ少
なくし、「教師」らしく話をする
ことがより効果的なテーマもある
でしょう。また、すべてを言葉で
表現豊かに伝えることが、生徒た
ちをより深い理解へ導き、実践が
充実するテーマもあります。言葉
使いと声の技術を積み上げるのは、
時間がかかることであり、集中し
た注意力や深い自己受容や思いや
りのあるユーモアが必要です。 
 
６、ガイドとティーチング：言葉
使いに関する会話の中では、ガイ
ドとティーチングとの間に明確な
一線を引くことが大切です。両方
の実施モードで上記の様々な技術
は応用できますが、どちらの伝達
方式を選択するかで、私たちが織
りなすクラスの全体像が変わって
いきます。 
 
a)ガイド的なモードでは、（ポー
ズのシーケンスであれ、呼吸であ
れ、瞑想であれ）教師はしだいに
背景へと下りて行き、ある意味ほ
とんど消えていくのです。ガイド
の特徴は、生徒を明晰
で優美な体験へと誘
うなめらかな声や、会
話が起こらない雰囲
気であること、生徒に
集中すること、行動用
語と体験的用語が絶
妙に交差しているこ
と、生徒たちがすべて
のコーシャに触れら
れるような雰囲気が
サポートされている
ことなどがあります。 
 
 

b)ティーチングのモードでは、教
師はポーズやプラーナーヤーマを、
より大きなことを詳しく述べ、効
果、禁忌、異なった方法を示し、
そして質問に答える時間を提供す
るため、ひとつ一つ分かりやすく
説明します。ティーチングの特徴
には、会話や相互交流の体験がよ
り多いこと、口頭または、サイレ
ントのデモ時間があること、ポー
ズについてのより多い情報、（他
のコーシャもそこにあるが）より
アンナマヤ・コーシャへフォーカ
スした雰囲気、そしてよりワーク
ショップ的な感覚があります。 
 
ダニー・オーギュエッティは、ク
リパルとアヌサラの両方で集中的
に学び、トレーニングしてきまし
た。彼は、すべてのレベル向けの
ヨガクラスとダイナミックなワー
クショップを教え、クリパル教師
トレーニングのプログラムに携わ
っています。ダニーは、ダイナミ
ック言語、直感とハートを開くテ
ーマをクラスに織り込み、ヨガの
実践を、現実や日常生活の美に繋
げることを専門としています。 
www.nourishyourlight.com

 

 

 


