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シークエンスの技（アート） 
ジャミィ・マカーティ 
 
 
 

 教師が計画を立て、体験をもた
らそうとする時、知っておくと役
立つことがあります。それは、私
たちが自分たちの意図をコントロ
ールし、その意図に沿ってポーズ
のシークエンスを提供しても、他
者の体験をコントロールすること
は、究極的にはできないというこ
とです。多くの教師は、活気づけ
るシークエンスの準備に何時間も
かけながら、クラスに到着すると、
生徒たちは仰向けのシャバアーサ
ナで半昏睡状態だったということ
もあります。この段階で私たちが
はっきりと気づくのは、マットの
上や外で起きることの多くは、そ
の人固有の予期し得ない要素によ
るのだということです。ですから、
生徒に特定な体験をさせたいと望
むなら、ポーズの順番によって刺
激を受ける身体認識のさまざまな
反応をオープンに学び続けること
です。12 のポーズから成る一つの
シークエンスがリラクセーション

を生み出す一方で、同じポーズの
順番を変えることでエネルギーを
生み出すこともあるかもしれませ
ん。生徒たちに異なった体験をど
のように促すかを学びたければ、
個々のポーズの持つエネルギー的
効果や内面的な働きと、ポーズ間
で起こる反応を理解することから
始めることです。 
 ポーズをしてもらうときの順番
は、生徒のエネルギーに劇的な影
響を与えます。シークエンスを理
解するには、ポーズを大まかなタ
イプに別けると分かり易いでしょ
う。立ちポーズ、前屈、後屈、逆
転、アームバランス、捻り、そし
てそれらの混ざりあったものです。
これらのポーズのタイプが、実践
者のエネルギーにどう影響するか
は、刺激を与える、リラックスさ
せる、ニュートラルにする、バラ
ンスをとらせるというように分類
できます。ポーズのタイプとエネ
ルギーの分類を交互に行うと役立

つこともあれば、他のタイプのポ
ーズへ移行する前に、あるポーズ
のタイプ内である種のエネルギー
を高める方が効果的なこともあり
ます。 
 シークエンスの様々な種類は、
テーマによって（コーシャやバー
ユなどの哲学的概念）、アーサナ
の分類によって（後屈、前屈など）、
またはエネルギー的な行為によっ
て（グラウンディングなど）分類
したり作っていくことができます。
シークエンスは、自然のイベント
（例えば、秋分）、生徒の質問、
教師の直感で決めていくこともあ
ります。 
 以上のシナリオを考慮すると、
エネルギッシュに行なおうとする
教師のプランとゆったりしたがる
生徒の求めるものとが相交わるこ
とがあります。ティーチングは選
択しながら生まれてきます。先程
の場合は、しだいに消えて行く生
徒のエネルギーと共に行くのか、
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それとも活気づけようとする教師
の意図と共にいるのか、または、
他の代替で行くかという選択があ
ります。正しい決断はありません。
そして、それぞれのオプションは、
（元気の）回復、減退、あるいは
それら両方を促すことでしょう。
もし、疲労がバランスを崩すほど
であれば、エネルギッシュな練習
は生徒を調和へ向けるというより、
そこから遠ざけることになるかも
しれません。こういった立場にお
いて私たちはこう尋ねるでしょう。
生徒たちは何を必要としているの
だろう？彼らに最も役立つことは
何だろう？この問いに対する答え
は、横暴で厳密なプランニングか
ら教師を自由にし、オプションの
世界へと、そして不確実なものへ
と私たちを導いてくれます。 
 例として、季節の変化を取り上
げてみましょう。私たちが屋内か
ら外へ出て行く夏には、後屈で味
わうような開放的で活動的な質が
高まります。しかし、アーユルヴ
ェーダのシステムによれば、夏は
１年の中でピッタ(火）の季節だと
されています。その場合、冷やす
実践が必要とされます。もうひと
つの例として、寒い気候で緊張す

る傾向にある身体は、炎の前のブ
ランケットの下に包まれています。
低温で動く自然なエネルギーの流
れは、内向的、瞑想的、回復的な
一方で、心地よく包まれた姿勢を
長時間保つことでうっ血や倦怠感
を起こし、身体のリズムや流れを
ブロックします。私たちの体はス
トレッチを求めて、叫び出しそう
になるでしょう。体の知恵に耳を
傾ければ、徐々に暖め、循環を良
くし、背骨を長く伸ばし、呼吸を
広げる練習へと導かれて行くでし
ょう。  
 ポーズでシークエンスを作る方
法は、ほぼ無数にあります。唯一
の正しい方法とは、体の感覚や直
感といった生まれながらの知恵と、
アライメントとバランスを結びつ
ける統合的な原則に従って決まっ
てくるものです。シークエンスす
べきポーズとそうでないポーズの
ガイドとなる原則は、理論や哲学
に基づいたものであると同時に、
実践的で体験的なものであるとい
うことです。 
 それは、すべきかすべきでない
か、正しいか間違っているか、と
いう問題でなく、むしろ、シーク
エンスによって潜在的に生み出さ

れる結果や効果に対する気づきの
問題です。特定の分類ポーズでシ
ークエンスを行うと、ストレス、
イライラ、混乱を生みます。「カ
ウンターポーズ」の原則からシー
クエンスを作ると、一極に融合し
てから、反対側で融合するという
ように二元性を保つことができま
す。私たちの羅針盤は、ポーズの
シークエンスに対する気づきであ
るべきで、それは自分たちが自ら
の実践で味わった内なるバランス
や平静さを、生徒たちへ捧げると
いうことなのです。 
 
ジャミィ・マカーティは、米国エ
クササイズ・パーソナルトレーナ
ー協会、フレッチャープログラ
ム・ピラティスインストラクター、
500時間クリパルヨガ教師として
認定される。1980 年代より競技
運動とヨガを実践し、アンドリュ
ー・ワイルセンターの統合医療ト
レーニングとクリパルヨガの500
時間トレーニングを担当。2011
年 10 月の KYTA コンフェレンス
では、ワークショップ「自己の眺
望：シークエンスのアートと自己
の眺望：コーシャ」を担当。

 
 
 
 

活気とアライメント 
~エリン・バーチへの質問~ 

 
 
 

エリン・バーチが腹部の手術後、
痛みを感じずしてヨガができなく
なった時、彼女はそれまでに勉強
した理学療法やヨガ指導、ボディ
ワーク、エナジーワークなどを活
用して、体に健全性と鮮明さを与
えてくれる新たな系統を生み出し
た。 その理念は彼女のワークショ
ップ「Aligning with Design」で解
説される。各々ポイントをアライ

メント、コアとつながる方法、考
えるのでなく感じることから動く
ことについて、エリンが当誌の質
問に答えてくれた。 
 
Q: 真のアライメントとは？単純
に体の部位を正しい位置に並べる
ことなのでしょうか？ 
 

エリン・バーチ：アライメントの
ための第 1層はそれぞれの部位を
見極め、それらをあるべき場所に
収めること。しかし、さらに深い
のはそれらの部位が互いにどう関
わっているかということ。それは
考えるより感じていくことであり、
体に「指示」するために頭を使う
より、体の内側からアライメント
を感じていくことです。アライメ
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ントというのは、私にとって部位
だけでなく、それぞれの関係性を
見つけていく体験でした。頭脳的
な見方よりも身体的な見方によっ
て起こることなので、考えること
から感じることに意識をシフトし
ていくことが必要になるわけで、
これは大きなパラダイムシフトで
す。 
 
Q: どのようにして教師たちは、生
徒さんたちにそのシフトを促すこ
とが出来ますか？ 
 
A: まず、それがどういう感じなの
か自分自身でわかっていないとい
けません。単にシークエンスだけ
で動くのではなく、体の奥深くに
入ることで、ポーズ一つ一つをじ
っくり内側から探求するのだとい
うトーンでクラスを始めるのです。
私たちの文化はメンタルなパラダ
イム（考え方）にどっぷり浸かっ
ており、このパラダイムから捉え
ると分裂が生じます。もしアライ
メントが外れたり、歪みがあった
りすると、いずれケガや痛みが起
きます。ジョセフ・リーページの
Integrated Yoga Therapy で 50
人にキネシオロジーを教えていた
時、ほとんどはヨガ教師だったの
ですが、何人くらいの人がヨガで
ケガをしたことがあるかという質
問に対して手を上げた人数に驚い
たことがあります。その場でこれ
はおかしいと思いました。ヨガの
練習方法において、何かが決定的
に間違って取り入れられていると。 
 外から内を見るのではなく、内
から外を見る視点でアプローチす
ると結合が生じます。例えば、脛
骨と腓骨が足関節の真上にあると、
ある感覚が生じます。そして、そ
れは落ちついた感覚です。そこに
歪みや緊張があると、その落ちつ
きは得られません。真にアライメ
ントが整うというのは、コアに結
合しているということであって、
単にヘソを背骨に引き寄せている
のとは違います。自分の器を作る
のです。その器がなければ、ヨガ

のような意識的な動きであっても、
無意識に体を動かしてしまうでし
ょう。それは、自分特有のパター
ンを発見し、その緊張をどのよう
に方向転換させるかということで
す。クッキングシートで水を溜め
た人とピッチャーに水を溜めた人
が、水をこぼさないように競走し
たらどちらが勝ちますか？ピッチ
ャーを持つ人ですね。なぜならク
ッキングシートは器として本質的
に不備だからです。 
 いったんコアと結合し、アライ
メントが整えば何でも出来るよう
になります。何事も自分の思うま
まになるのです。結合とアライメ
ントは宇宙で最もパワフルな力で
あり、その力に乗れば特急列車の
ようなもので、さらに深く深く進
むことができるでしょう。 
 
Q: 体得したということは、どうし
てわかるのでしょう？ 
 
A: 感覚にチューニングし、アンテ
ナを低くし、緊張が実際に自分の
体のどこにあるのかを探るのです。
体に緊張を感じたら、このポーズ
のどの部分が機能しているのか、
このポーズをどう保っているのか
と自問して下さい。人々はそれぞ
れの動き方で動いて、誰にもデフ
ォルトの動作パターンを持ってい
ます。戦士のポーズは大腿四頭筋
に力を入れるエクササイズだと誰

もが思っていますが、もし、この

ポーズで実際に使っている筋肉が

どこなのか調べてみると、緊張の

大半はまさに自分が力を入れてい

る筋肉そのものであり、それは大

腿四頭筋とは限らないでしょう。

そしてまさにそこを鍛えているの
です。私は、長年、理学療法をし
てきて、すべてが平等であるはず
の体が弱いところを強化すること
は決してないという自明の理に気
づいたのです。 
 私たちは緊張を、クセになって
いるエリアに持っていこうとしま
す。ハムストリングスの硬さを訴
える人の立つ姿をよく調べると、

十中八九その人はコアを通して緊
張を分散させるのではなく、その
硬いハムストリングスを使って自
分の体を支えているのです。私た
ちの仕組みは、体自身を守り、心
地よいところへもっていくことに
おいて素晴らしい機能を果たして
います。ですから、違う結果を求
めるなら、自分の体の深部で何が
起こっているか、真に意識的にな
らなくてはならないのです。考え
ることから感じることへシフト出
来れば、体の中で何がより落ちつ
き、より活き活き感じられるか、
より流動的で、より結合している
と感じるのか、といった差異がは
っきりわかるようになり、豊かな
学びを得るでしょう。 
 
Q: こうした気づきやアライメン
トへのアプローチに至った過程
は？ 
 
A: 私は右下半身下部の 2度の手
術によって、大きな歪みが体に生
じました。一時は気分が悪く全く
ヨガが出来なかった時期もありま
した。まっすぐではなく、心地悪
いあらゆるポジションを取ってい
ました。夢心地という場所からは
最も遠いところにいたのです。自
分は動きたくて仕方がない人間な
ので、ヨガのような体と動きを繋
ぐ素晴らしい表現が出来ないこと
にひどく心を痛めました。そのよ
うな体との結びつきだけでも自分
にはとても重要だったのに、動け
ない体に閉じ込められたのです。
足を引きずるようになり、痛みも
よく感じていました。どうにかし
なくては、と思っていたとき、体
の内側へ向かうことが答えだと気
づいたのです。たくさんの人々に
会いに行き、どの人々もテクニッ
クも素晴らしいものではありまし
たが、いずれも私には納得するも
のではなく、新たな方法で自分を
強化し、結合しなくてはなりませ
んでした。 
 これまでの理学療法の知識と直
感的な感覚を養わせてくれたクリ
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パルでのトレーニングをベースに、
心地悪さや機能障害を起こす原因
となるクセ、体の深いところにあ
るパターンを発見する私なりの手
技療法を見い出すことにしました。
首に痛みを持つ人がいたら、私は
その痛みを取るような施術をし、
痛みはいったん取り除かれます。
しかし、その後またその人が私の
元に来て痛みが再発したと言う場
合があります。そうしたら首以外
のところで、どこの何が首に作用
しているのかを発見する必要があ
ります。理由なく体が何らかのサ
インを出すことはないのです。私
は 6日間集中の解剖学を行ったの
ですが、理学療法の勉強の時に行
った部位別ではなく、レイヤーに
そって解剖を行いました。そうす
ると骨と関係していない筋肉はな
いのだということがわかります。
また関節と関わっていない骨もな
いということも。これまでとまっ

たく違った体の感じ方なのです。
私が腕を使った動きをするとき、
私の体全体がその動きを作るため
に働いているのです。すべてが活
き活きと繋がっているのです。 
 
Q: あなたのワークショップでは
どういった具体的なツールや体験
をヨガインストラクターである生
徒たちにデモンストレーションさ
れますか？ 
 
A: 最も便利な方法の一つは触診
です。もちろん許可を得てからで
すが、私の手を生徒さんの体に直
接当てることで筋肉が収縮してい
るのか、硬くなっているのかがわ
かります。立っている人を見れば、
どこの部位が作用していて、どう
いうクセを持っているのかがわか
ります。また骨盤の周りにヨガス
トラップを巻き付け、締めること
によって脚に通常かかっている緊

張がコアに集まってくることがわ
かる素晴らしいエクササイズもあ
ります。器を作ることで、ストラ
ップを緩めたとき、動くべき所が
動き、筋肉や関節やコアを別々に
感じることができ、自分のヨガが
固定されたものではなく。より明
確さを伴ったものになるでしょう。
その段階でチャクラもしっかり保
つことができます。第 1と第 2チ
ャクラは骨盤にあり、第 3チャク
ラは太陽神経叢にあるので、体を
しっかり保持することができると
急に心臓が、喉が、太陽神経叢が
開くことがわかります。今ここに
いることを実感できます。 
 使う手段として体を捉えると、
私たちのほとんどは主従関係で体
を扱っています。この関係性をパ
ートナーシップに変え、体は意味
があって表現している存在なのだ
と感じることができたら、人生が
変わるほどのものとなるでしょう。
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クラスの中にテーマを編み込む 
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 
 
 

 教師として、私たちは皆、ひと
つのクラスやクラスのシリーズを
準備する段階において違った方法
を行います。ある人たちは事前の
綿密なプランニングを楽しみ、別
の人たちはその瞬間にクラスを創
ることに非常に喜びを感じるでし
ょう。初めてテーマを定める時は、
自分の個人的なスタイルにマッチ
したプランニングのプロセスであ
ることを強く勧めます。効果的で
テーマを持ったクラスの様々な要
素にさらに熟達すれば、それらの
要素は自分が教えながら現れるの
で、このティーチング・ツールの
自発的な利用はより楽な探求とな
ります。 
 
1．インスピレーション 
 今この瞬間、自分を最も深く感
動させるものは何でしょう？今、
四季に、祝日に、困難に、あるい
は喜びにインスパイアされます
か？自分に深く影響を与えたり、
シェアすることに喜びを覚えるア
ーサナのカテゴリー（立位、後屈、
アームバランス、逆転、前屈、ね
じり、ヒップ・オープナー）はあ
りますか？ 
 
2．ブレインストーム 
 自分自身の個人的なスタイルを
尊重しましょう。アウトラインを
作ったり、マインドマップを描い
たり、言葉を言語化したり、絵と
ワークしたり、何らかのムーブメ
ントと流れてみたり、あるいはパ
ートナーとブレストしてみましょ
う。マインドマップはテーマに取
り組むクリエイティブな試みをサ
ポートする強力なツールです。そ
の実践は中心的なアイデアの周り
の言葉やイメージを図式化するこ
とを含みます。こうしたタイプの
革新的なプロセスと取り組むこと

は、脳を非直線的な方法で働かせ
るので、とても有益です。役立つ
テクニックはマインドマップやブ
レインストーミングに１ページを
活用することかもしれないし、一
方では見開きページ（反対のペー
ジ）を利用してより洗練されオー
ガナイズされたテーマのバージョ
ンを書き込むことかもしれません。 
 
3. クラスのオーガナイズ 
 次のプロセスは、ティーチング
の本やジャーナルやコンピュータ
ーの中に、まとめてアイデアを集
めておくと大いに役立ちます。全
てのテーマに全ての要素を含める
必要はありません。とは言え、結
果的にそれら全部を利用しなくて
も、プランを立てることは価値が
あります。 
 
テーマの紹介 
●自分自身をシェアする： テー
マを示す自然界の例えや、個人的
なストーリーを文章に簡潔にまと
めて書き留めます。これは生徒の
注意をクラスに引きつけ、ヨガが
どのように人生の様々な領域に現
れるのかを提示することにもなり
ます。効果的なストーリーは簡潔
であり̶長くても 3 分まで̶クラ
スのフォーカスに寄与するテーマ
を明快に伝えるものです。ある教
師は生徒に自分を開くことを躊躇
するでしょう。彼らは個人的なシ
ェアリングはクラスの時間を奪い、
生徒と教師のバウンダリー（境界
線）を超えてしまうことを心配し
ます。しかし、私たちがリアルで
バランスをもったやり方で自分自
身をシェアする時、生徒とのより
深い繋がりを築くことになるので
す。 
●人生のヨガと繋げる： 与えら
れたテーマがどのように人間とし

ての経験、自然の中や大きな宇宙
の中に現れるのか探求しましょう。
たとえば、宇宙、自然、そして私
たちの体はいつも奇跡に溢れてい
ます。それなのに、私たちが人生
に退屈しがちなのは、日々、自分
たちの目の前にある神秘を無視し
ているからです。 
●アーサナの練習と繋げる： そ
のテーマがどう実際の肉体的、エ
ネルギー的探求に応用できるか、
ポーズや呼吸や動きを探ってみま
す。たとえば、アーサナの練習に
おいて、私たちは体や呼吸への好
奇心を再認識することができます。
マインドフルな探求によって、す
ばらしい驚きと共にすべての魔法
のような物事を味わい始めること
ができます。今日練習する時に、
一つ一つの呼吸の底に隠れている
奇跡に満ちた場所を感じてみまし
ょう。 
 
要点 
●ベルカーブ（釣鐘曲線）シーク
エンス： テーマを決めた後に最初
に考慮することはクラスの頂点や
ピークとなるポーズです。例えば
勇気というテーマであれば、ア
ド・ムカ・ヴリクシャアーサナ（ハ
ンドスタンド）は頂点のポーズの
例として相応しいでしょう。次に
どのような構成要素（呼吸法、ウ
ォームアップ、ポーズ）がこのポ
ーズを探求するのに生徒を最もサ
ポートするか考えます。練習のよ
り多くの部分はこのクライマック
スに向けて作り、組み立てられま
す。最後に頂点のポーズとテーマ
のインスピレーション両方の統合
をサポートするクールダウンとカ
ウンターストレッチのシークエン
スを選びます。1 つ以上のポーズ
から構成される頂点のシークエン
スを入れたり、頂点のポーズのな
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い寄せ集めのクラスをリードする
こともまた可能だということも覚
えておいてください。 
●呼吸： 呼吸はテーマの統合をサ
ポートするもう一つの要素です。
呼吸の自覚を高める最も相応しい
プラーナヤーマを選ぶために、ク
ラスのトピックについて慎重に考
えましょう。この最も基本的な行
為は実際、エネルギーを高めたり、
静けさを引き出したり、練習を統
合するためのパワフルなツールな
のです。 
●プラタパーナ： 練習のために体
をウォームアップ（あるいはクリ
パルヨガでは聖なる火を焼やすと
言います）する活動的なステップ
は、テーマを組むためのさらなる
機会を提供します。ウォームアッ
プは、しばしば詳細なインストラ
クションを必要としないので、ク
ラスのこの部分はテーマのアイデ
アをちりばめるには良い時間とな
ります。ここでの鍵は、生徒にく
つろいで安心感を持つ機会を与え
ながらゆっくりと組み立て、徐々
に強度を増して体により集中した
ポーズに入る準備をさせることで
す。 
●ポーズ： ポーズは肉体的にテ
ーマを具体化する媒体として役立
ち、また頂点のポーズに向け体を
準備します。テーマがアーサナを
通じて肉体レベルで経験される時、
そのメッセージの理解と余韻の全
体が高められます。 

 
最後の仕上げの細部 
●サポートとなる言葉／フレー
ズ： ひとまとまりのサポートな
る言葉やフレーズを準備しておく
ことで、教師として動きや静けさ
の相応しい瞬間に、詩的な言葉に
ためらいなくアクセスできるでし
ょう。それぞれのクラスの前に説
明に役立つ単語や、生き生きとし
た言葉を使って少なくとも五つの
フレーズをクラスに編み込むよう
に準備をしましょう。さらに、テ
ーマのコミュニケーションを多様
化させるために、適切な類語のリ
ストを創りましょう。たとえば慈
悲（コンパッション）というテー
マだったら、役に立つ類語には共
感、優しさ、柔軟、柔らかさ、思
いやりなどが含まれるでしょう。 
●創造的なイメージ： 創造的な
イメージは、テーマに関連した視
覚的な印象のことで、生徒に練習
のエッセンスのより具体的で、想
像的な表現を与えます。いくつか
の例：静けさと動き（凍った小川
や湖の底に動いている流れ）；回
想（春に雪の上に最初に咲き始め
る紫のクロッカスの花）；手放す
（秋の空気に舞う真っ赤な木の
葉）。 
●クロージング／オープニングの
儀式： 私たちは特定のテーマと
関わりあるセッションのオープニ
ング、またはクロージングの儀式
を変えることで、クラスの質を高

めることができるでし
ょう。母の日をテーマ
としたクラスでは、練
習は大地のチャンティ
ングをもって終えられ
るかもしれません。他
のアイデアとして、繰
り返しのオーム、パー
トナーポーズ、サイレ
ント瞑想やマントラ瞑
想、プラーナヤーマ、
チャンティングなど考
えられます。 
●インスピレーション
を受ける読み物： あ

るテーマにおいては、引用やより
長い読み聞かせ、あるいは詩によ
ってより質が高められるでしょう。 
 
4．練習と研磨 
 自分の個人的な練習にテーマを
統合することは、それを生徒とシ
ェアする前にクラスの計画やエネ
ルギーを経験する機会を提供しま
す。自分個人のサーダナの間に、
ティーチングに価値ある資源とな
り得る新たな洞察、新鮮なシーク
エンスのアイデアやインスパイア
される思考などを発見するかもし
れません。ジャーナルを近くにお
いて練習することは、浮かんでき
たアイデアを簡単に書き込めるの
で役立つでしょう。明快な言葉の
インストラクション、創造的な言
葉の開発、そしてテーマの統合の
助けとなる最も良いティーチング
のエクササイズの一つは、自分の
クラスの最初から最後まで声を出
して自分自身をリードすることで
す。このテクニックによって、何
か修正する必要があるか感じるこ
とができるでしょう。 
 
5．クラスを提供する 
 生徒たちにクラスを提供し、自
分がプランのプロセスに尽くした
努力の成果を楽しみましょう。 
 
6．内省、洗練、そして祝福 
 1 回目あるいは 2 回目を終えた
ら、そのテーマを教えた経験を内
省しましょう。客観性を保ち、自
分のクラス全体への意図とずれた
り、整っていないように見える部
分を洗練させましょう。 
 
ダニー・オーギュエッティは、クリパ
ルヨガとアヌサラヨガを共に広く学
び、トレーニングを受ける。ダイナミ
ック言語、インスピレーションとハー
トを開くテーマを編み込んだクラス、
ヨガの実践と現実や日常生活での美
との融合を専門とする。ダニーは「ダ
イナミック言語」というワークショッ
プを指導。 
www.nourishyourlight.com 

 


