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ヨガ – ウィルス感染から身を守るライフ

スタイル 

https://divineyogabangkok.atavist.com/yoga-a-lifestyle-to-protect-from-viral-
infections?fbclid=IwAR0FmAk9Cbp-9GNw-
voE5wEKHCgGnTaxojOFmj2BiX34o7kR2YURO_gb6Nw 

サンジープ・チャトゥルヴェディ、ディバインヨガ バンコク 

ヨガがストレスホルモンを下げ、私達の体の機能とシステム、正確には肺や呼吸器系を強

化するということは、医学研究報告で十分に証明されており、数多くのヨガ実践者／ヨギ

にも同様に証明できるものです。肺と呼吸器系がヨガから受ける恩恵は絶大です。 

ストレスや不安は私達の免疫システムを弱め、頻繁にウィルス感染や病気に晒されるよう

になります。ストレスは今日、ほとんどの病気の最も根本的な原因となっています。免疫

システムが弱まると、私達は風邪、鼻水、咳、胃の痛み、その他多くの病気にかかりやす

くなり、ウィルスはいつでも簡単に体内に入りやすくなります。 

私達の現代の世界はグローバル社会となりましたが、私達の文化や伝統は地理的、そして

気候的な理由によってまだ違いをみせています。ある文化／社会の週間や伝統は、他の文

化や社会にとって不健康なことがあります。ある社会に混乱があれば、それは他の社会に

素早く広まります。現在の世界的なコロナウィルスのアウトブレイクの状況は、間違った

食文化の例の一つです。これは動物から人間に拡がり、疫病となりました。 

ウィルスのとは何か、そしてどのように拡がるのか？ 

ウィルスとは、地球上のどこにでも存在する、小さな感染性の微生物（病原体）です。植

物、動物、人間、その他全ての生きている細胞に感染できます。 

ウィルスの感染には様々な方法があります。 
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直接接触法とは、体液の移動によって病原体（病気を引き起こす有機体）がホスト（病原

体に攻撃されている有機体）から、感染していない人に伝染する方法です。これらの液体

には、 

l 血液 

l 精液 

l 唾液、また体内で作られたその他の液体が含まれます。 

感染の間接接触法とは、ホストから病原体が離れ、何らかの形で観戦していない個人に運

ばれることです。伝染の形としては、 

l 例えば風邪やインフルエンザなど、ホストが咳やくしゃみをする時の空気中の水滴 

l 例えばコレラなど、感染した飲料水 

l 例えば食べ物や糞、または足の真菌など、汚染されたものの表面に触れること 

l 虫刺され 

一般的なウィルス性疾患は、 

l 天然痘、通常の風邪、各種インフルエンザ 
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l はしか、おたふく風邪、風疹、水疱瘡、帯状疱疹 

l ポリオ、狂犬病 

l エボラ熱、デング熱 

l HIV、梅毒、ヘルペス、肝炎 

世界保健機構によるコロナウィルス（COVID-19)  

コロナウィルス (CoV) とは、一般的な風邪から、中東呼吸器症候群(MERS - CoV)や重症急

性呼吸器症候群(SARS - CoV)などより重篤な病気を引き起こすウィルス株です。いくつか

の既知のコロナウィルスは動物の間で循環しており、人間にはまだ感染していませんでし

た。以下の症状を含む感染の一般的な兆候は、暴露後 2－14日で現れます。 

l 発熱      

l 咳        

l 息切れと呼吸困難 

現状ではパニックになる必要はありません。ただこれらの症状を認識し、注意するように

しましょう。自分で確認するためには、息を吸い込んで数秒保持します。もし痛みや不快

感があれば、感染の可能性があります。いずれかの症状が発生した場合、責任ある行動を

取り、予防措置を取って、適切な処置を医療施設に伝えましょう。間違いなく治療可能で

す。 

感染拡大を防ぐための標準的な推奨事項は、 

• 大規模な集会や公共の場所を避ける 

• 他の人から約 1m 距離を置く 

• こまめに手を洗う（普通の石鹸で効果は十分） 

• 目、鼻や口に触れることを避ける 

• 寒い環境を避ける 

• こまめにお湯を飲み、一日に一度は生姜とターメリックを摂る 

• お湯、ココナツウォーターを飲み、水分の多い果物や、トマト、きゅうり、ザボンやオレ

ンジのような水分の多い果物を摂って水分補給する 
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• 外食を避け、自宅で料理したものを食べる 

• 非ベジタリアンの食品を減らす、または避ける 

 

ヨガ的管理 

瞑想は、病気から体が回復する助けとなりますが、体の免疫力の回復の助けにはなりませ

ん。ヨガは、あなたのより健康的な生活に取り入れることができる、最も効果的で自然な

免疫力ブースターのひとつです。体を丈夫にし、思考をリラックスさせる古代のアートで

す。 

ヨガは薬に代わるものというよりは、病気を寄せ付けないための予防策です。インフルエ

ンザや病気がやって来るのを待つのではなく、自然に簡単な方法で打ち負かしてしまいま

しょう。 

ヨガのアプローチは、医学とは全く異なります。ヨガは即効性の効果のためのものではあ

りません。ヨガは最高の自分を表現するために、健康で幸せなライフスタイルを創り出す

助けとなります。ヨガを生きることとは、マインドフルに、規律をもって生きるという意

味です。内面と外部にも平和創り、自然や全ての生物と調和をもって生きるために、体、

思考、そして感情に気付きをもって生きることです。 

 

ヨガがどう役に立つのでしょう？ 

予防は最高の治療法であり、そしてヨガはあらゆる感染のリスクを予防、軽減するための

最も包括的な方法のひとつです。パタンジャリ老師の「ヨガの八肢」によると、ヨガはヤ

マ、ニヤマ、アサナ、プラナヤマから始まり、そしてプラティヤハラ、ダルナ、ディア

ナ、サマディとなります。最初の 4 つのステップに従って行くことで、確実に健康で満足

のいく生活を手に入れることができます。 

1. 非暴力 (5 つのヤマのひとつ) – 食習慣の中で非暴力を実践することで、感染のリスク

やその他の肉体的な病気を避けられる。 

2. 清潔さ (5 つのニヤマのひとつ) – 四肢、顔や全身を内から外まで清潔にすることが、

細菌から遠ざけ、その他の感染の可能性を減らします。 
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3. アサナ – アサナ (身体の動き／姿勢) は、健康的で丈夫な体の土台を整えます。伸ば

し、曲げ、ねじり、逆位、太陽礼拝の組み合わせが細胞への代謝、血そしてプラナの

流れを促進し、免疫システムを強化します。 

4. プラナヤマ – プラナヤマはヨガの最も重要な部分であり、身体的、精神的、そして感

情的な健康問題から遠ざけます。 呼吸法によって、呼吸器と消化器の質を高めるこ

とができます。肺や他の内臓をあらゆる感染から守ります。プラナヤマは内部器官を

自然に浄化するデトックスとして働きます。 

上記のヨガの 4 つのステップは健康的なライフスタイルを創造し、またもし前進してプラ

ティヤハラ（癒しのプロセスを強化するために、体と心に深いリラクゼーションを与え

る）やダラナ（不安、心配や落ち着きのない思考を減らす）、またディヤナ（よりマイン

ドフルな生き方）といった他のステップを続ければ、自然で健康的な生活を送ることがで

き、そしてあらゆる感染のリスクから保護したり、減らしたりすることができます。 

免疫システムを強化するためのヨガの実践 

アサナ 

太陽礼拝 – これは免疫システムを高め、代謝を促進し、強度、スタミナ、柔軟性を高め、

内分泌のバランスを整えるための完璧なプラクティスです。太陽礼拝は様々な形で教えら

れています。以下のシークエンスは最も効果的で伝統的なものです。毎朝 3～6 ラウンド

行えれば最高です。 

 

太陽礼拝シークエンス 別名スリヤナマサカーン・シークエンス 

 

太陽礼拝の実践にまだ慣れていない場合は、伸ばし、前屈、後屈、ねじりや基本的な逆位

のポーズのような簡単なポーズから始めることができます。例： 
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プラナヤマ 

プラナヤマは呼吸器を浄化する素晴らしいテクニックです。正確に呼吸することを学べ

ば、体内に豊富な酸素を供給でき、それと同時に肺をきれいにし、再び細胞を健康にしま

す。運動時に汚染された空気を吸い込むと、普通の（無意識の）呼吸では汚染された空気

を全て肺から取り除くことはできません。プラナヤマ（意識的な）呼吸は、呼吸器から内

部の毒素を排出するための最もパワフルで自然、そして効果的な方法です。プラナヤマ

は、咳や風邪、くしゃみ、そして肺に関わる他の症状から肺を守ります。 

 
1. バストリカ 強制呼吸 (腹式呼吸) 

 

サンスクリット語で「バストリカ」とは、鍛冶屋が金属を溶かすために使う「ふいごを意

味します。この急速な呼吸はまた火のエレメントを活性化させ、あらゆる感染からの保護
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に役立つ排気を促進します。この呼吸法では、呼気と吸気の間に強制的に腹筋を使わなけ

ればなりません。50～200 回の呼吸で 1 ラウンド、それを 3－5 ラウンド行うことができ

ます。適切なガス交換によって体を暖め、活性化させ、免疫システムも強化します。 
 
注意： 高血圧、甲状腺機能亢進症、胃酸過多、重度の心臓病の人はこれを行ってはいけま

せん。 

2. カパラパディ (強制呼気)  
 

  

肺と額（副鼻腔）を洗浄、解毒する呼吸法。あらゆる感染症と戦うのを助ける重要なエナ

ジーを増やします。より効果的にするには、腹筋を使います。息を吸うと腹部が前に出

て、息を吐くと腹部が凹みます。背筋を伸ばして座り、普通に息を吸い、強制的に息を吐

きます。吸気と呼気で一呼吸です。初心者はゆっくりと一息ずつ行っても構いません。慣

れている人は普通のスピードで行えます。カパラパディに最適なのは朝です。このプラク

ティスには即効性があります。50～100 回の呼吸で 1 ラウンド、それを 3～5 回行いまし

ょう。外で過ごす時間が長い場合は、一時間に 10～20 呼吸行えます。 

注意： 高血圧、怒りっぽい、心臓病、胃酸過多、潰瘍、甲状腺機能亢進症、また手術後の

人はこのプラクティスを控えなければなりません。 
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3. ナディ・ショダラ (交互鼻孔呼吸) 

 

 
これは全ての中でも最も効果的で重要なヨガのプラクティスです。ヨガの全体的な目的

は、このプラクティスを完璧にすることです。完璧にするとは、呼吸をゆっくりとスムー

スに、リズミカルに、そして長くするという意味です。このプラクティスは脳細胞も含

む、あらゆる細胞をリチャージします。同様に神経経路もきれいにしてくれます。「ナデ

ィ」はプラナと血液が流れる神経を意味し、また「ショダラ」はきれいにするという意味

です。これは掃除機のように機能し、神経経路をきれいにし、血流と心臓から障害物を取

り除きます。このプラクティスは即効性があるだけでなく、呼吸器の質を高め、あらゆる

感染症から守る長期的な効果もあります。 

背筋を伸ばして座り、目を閉じます。右の人差し指と中指を眉間に置き、右の親指で右の

鼻孔を閉じます。力を入れずにゆっくりと深く左鼻孔からのみ息を吸います。右の指で左

の鼻孔を閉じて 1 秒止まります。右の鼻孔から指を放し、右の鼻孔からゆっくりと完全に

息を吐きます。右の鼻孔から息を吸い、右の鼻孔を閉じ、1 秒止まり、それから左の鼻孔

を放してゆっくりと完全に息を吐きます。これが一つの呼吸の構成です。これを朝食前、

または食事の直後ではない就寝前に 5～10 分実践します。 

注意：注意事項はありません。他に何か健康面での問題があっても、このプラクティスは

誰でも実践できます。 

バストリカとカパラパディ呼吸法は、即座に体温を上昇させ、それがウィルス感染緒リス

クを減らす助けとなります。またプラナヤマはくしゃみや咳などの様々な症状を制御し、

それが人から人へと感染を広める可能性を減らす助けとなります。 
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4) ネティ (鼻孔洗浄) 

 

ネティはハタヨガの 6 つの浄化テクニックのひとつで、健康的な体と心を保つために不可

欠なものです。特別なネティポットがネティを行うためには必要となります。鼻道と副鼻

腔をきれいにするためにぬるま湯を使用し、ウィルス感染を防ぎ、慢性的な副鼻腔の治癒

を助けます。このプラクティスには即効性があります。アレルギー、鼻詰まり、副鼻腔炎

や喘息に苦しむ人達にはとても効果的です。ネティは顔の筋肉をきれいにし、顔に輝く肌

をもたらすだけでなく、心をきれいにし、精神的なストレスも取り除きます。必要に応じ

て朝でも夜でも行うことができます。ネティは安全で簡単なプラクティスであり、私達の

全般的な健康に非常に効果的であり、また副作用はありません。 

他にも体から有毒粒子を取り除くためのクンジャル（呼吸器洗浄）やラグー・サンカプラ

クシャラーナ（消化管洗浄）などの自然なデトックスのプラクティスもあります。これら

のプラクティスは必要に応じて毎週、または毎月行うことができます。初めて行う際は、

経験のあるヨガ指導者の元で行うことをお勧めします。 
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ヨガは自力本願な癒しのシステムです。自分自身の手で健康をもたらすのです。 

ヨガスートラ 第 2 章 16 節： 
   
हेयम दुखम अनागतं  
(Heyam Dukham Anagatam)  
「これからやってくる痛みは避けられる」 

ですから、ライフスタイルとしてヨガを取り入れましょう。自分の健康を維持するための

予防手段として使いましょう。病気がやってくるのを待っていてはいけません。将来健康

で幸せになるために、今日からヨガ的生活を始め、暮らしましょう。 

サンジープ・チャトゥルヴェディ 
Divine Yoga Bangkok  
ビハール・ヨガスクール 応用ヨガ科学大学院卒業 
 

 


