
ヒトゴ会テキスト　目次 

01 目次 
02 肩甲部と脚部の骨格 
03 全身骨格 
04 はじめに／ヒトゴ 
05 SOシフト／上達の三原則 
06 フタゴ／ 
07 身体の芯／呼吸と他のエクササイズの関係 

＜参考資料＞ 
08 腹式呼吸とはなにか／腸腰筋／腹腔／四つの腹式呼吸 
09 呼吸の三変数 
11 キメラダンス／ツインスター 
13 十二節 
14 くらげ呼吸法 
15 MOT／ガティング／トマト呼吸法 
16 パジャマで出かける呼吸旅行 
17 ヒフミフヒの展開／息を止めるということ 
18 一秒瞑想／凪は瞑想の入口／凪のチェックポイント 
19 三調／ヨーガの八階梯 
20 意識デザインの三要素／プライミング／意識のクオリティ 
21 感覚変換／呼吸法の副作用 
22 バランスについて 
23 プロフィール／神保町呼吸学校／書籍・音源など 

1



肩甲骨と肋骨 

 

脛骨と足首 
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人体骨格図 
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はじめに 
❑自己紹介（名前、出身、種目、きっかけ、目的） 
❑呼吸の三側面（P／M／S） 
❑知っておくだけでいいこと（周辺）、毎日取り組むこと（中心）。 
❑チャイルドタイムとヒフミフヒ（12321） 

❑力みとは何か。主動作との関係。 
❑部位、方向、分量 

❑意識の濃淡　→　意識の移動（体内、体外） 
❑上半身と下半身／体前面と体背面 

ヒトゴ（ひとりの五分間） 
個人が毎日取り組むトレーニング。 
5分間 ワンセットで、一日に最低1セットは実践したい。 
毎朝、起きた時に寝床で行なうとよい。 
1年365日欠かさず続けるために一日の最初に行なうのがお薦め。 

❑チャイルドタイム（のんびり） 
　「デッサンは完成させようと思ったとたん雑になる」 
❑仮性チャイルドタイムと真性チャイルドタイム 
❑ショルダリング（ON/OFF　ぼと～　無声音） 
　→　肩甲骨から腕を感じる 
　→　キュー＆モード（キュー＝ぼと～／モード＝外柔芯剛） 
❑フィッシュスイム（頸椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨） 
❑ぬるぬるの意識（液体感を使ってチェックする） 
❑底節（会陰／ボトムアップ／ボトムダウン） 
❑ボトミング（吸上吐下／吸下吐上／吸上吐上／吸下吐下） 
❑ヒフミフヒ（12321） 

4



 
ＳＯシフト 
❑Ｓ（subject＝主体）とＯ（object＝客体）が入れ代わる主客転倒現象 
❑フィッシュスイム「私が背骨を動かす」→「背骨が私を動かす」 
❑自分がふんばって立つのではなく糸で吊られるように立つ 
❑自分が呼吸するのではなく空気が勝手に出入りする 
❑ほどき、ほどけ、とろけ 
❑自者中心から他者中心へ運動構造が変化する（他律的な運動） 
❑アクターからウォッチャーへ（視点移動／体験ポジション移動） 

上達の三原則 
❑低負荷 気持ちよく、楽しく、滑らかに、おおらかに、ほがらかに　 
❑多反復　 やめられない、とまらない、夢中で、耽美的に 
❑高精度　 より注意深く、より丁寧に、より正確に、より緻密に、より精妙に 
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フタゴ（ふたりの五分間） 
二人ひと組でチェックしあうトレーニング。 
一日のいつやっても構わない。パートナーを見つけて、5分間だけ一緒に練習しよう。 
ゲーム感覚で取り組める練習。  
毎日欠かさず続けるためには、日課としてどこかの時間帯に組み込むのも一案。 

❑足裏マップ（前・中・後 ｘ 内・中・外　→　9分割） 
❑脛骨立ち、内くるぶし、足節、マジックコイン 

 

❑外柔芯剛（垂肩／重腕）→外垂芯吊（ウォーターバッグ／つるし・ずりおち／拮抗） 
❑人生の質は、あなたが居心地のよさを感じられる、不安定感の量に正比例する。 
（ピーター・セージ） 

❑地節（6300km） 
❑三節直列（地節／足節／底節） 
❑二人一組でチェック（アクターとウォッチャー） 
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呼吸と他のエクササイズの関係 
❑体幹部（胴体部分）の力みやコリをほぐす。骨や筋肉の動きの可能性を増やす。 
❑スムーズなパフォーマンスを獲得するための身体の整備。 
❑鍛えにくいインナーマッスル（深層筋）を開発。 
❑体性感覚を磨く 
　視聴覚以外の感覚（皮膚、筋肉、関節、内臓などの器官から得られる感覚） 
　皮膚（温度、湿度、痛み、振動、ザラザラやツルツルなどの質感） 
　内臓の動き、筋肉の緊張、関節の角度など 
❑重心・重力の感知と制御　→　重力の影響を感じるエクササイズ 
❑仮性チャイルドタイムと真性チャイルドタイムの違い 
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参考資料 

腹式呼吸とはなにか 
❑腸腰筋、骨盤底筋群、腹横筋、横隔膜 
❑腹腔の安定（息の支え）、肋間筋（外／内） 
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呼吸の三変数 
❑残気量を変える　 →　アサコ　 
❑換気量を変える　 →　フカコ　 
❑換気時間を変える　 →　ナガコ 
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キメラダンス 
❑フィッシュスイム（横方向） 
　キャットラン（縦方向） 
　ドラゴンツイスト（回転）、 
　カンガルーパイル（上下方向 → 天地芯作り） 
❑キメラダンス（二種、三種、四種） 
❑他律的 
　小キメラ＝背骨に棲むキメラ  
　大キメラ＝巨大キメラに棲む私 

ツインスター 
頭部（スカル） → 目  
胸部（リブ）  → 肩  
腰部（ヒップ） → 腰　 
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くらげ呼吸法（ジェリーフィッシュ・フロート） 
❑仙節（底節の真上 x 仙骨中点を貫くライン） 
❑NINO＝Nose In Nose Out 
❑体内圧力および体内意識の移動 
❑意識濃淡のコントロール 

【第1小節】 
　DOWN　 息を吸う（2拍：股、腰、腹へ／1拍：背、脇、胸へ／1拍：肩へ） 

【第2小節】 
　UP  楽に息を止める      

【第3小節】 
　UP  息を止めたまま肩を落とす（垂肩）→　腕の重みを感じる（重腕） 

【第4小節】 
　UP  息を止めたまま　→　腹部の内から外へ圧をかける 

【第5小節】 
　DOWN 息を止めたまま　→　腹圧を解く 

【第6小節】 
　DOWN 静かに吐く 

【第7小節】 
　UP  腹をへこませつつ吐き切る 

【第8小節】 
　DOWN 仙節へ向かって閉じながら吸う（閉吸） 

【第9小節】 
　DOWN 仙節から全身へ開きながら吐く（開呼） 
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MOT 
かなり強力な呼吸法です。力んでやると逆効果ですので、かならず外柔芯剛のトレーニン
グをして、とろ～んとした質感の身体を作ってから取り組んでください。 

まず、息を「3秒で吸い切るつもりで」吸い込んでください。本来なら3秒目に折り返す
はずですけれども、そこでさらに1秒間余分に吸います。そして「3秒で吐き切るつもり
で」吐き出します。3秒目で肺の中は空っぽに近いわけですが、そこからさらに1秒吐き
出してから折り返します。これを繰り返すのがMOTです。 

大切なのは、力まないこと。力づくでやると筋肉を傷めたり、気分が悪くなりますの
で、注意深くおおらかな心身で行なってください。 

次に「4秒で吸い切るつもりで」吸いさらに2秒吸ってから折り返す、そこから「4秒で吐
き切るつもりで」吐きさらに2秒吐いて折り返す、という呼吸を繰り返します。 

5秒のつもりでさらに3秒プラスする呼吸を、なめらかに続けられるようになるのが当面
の目標です。 

吸い続ける間および吐き続ける間は、空気の流量および息の速度が一定になるよう心が
けてください。 

ガティング 
❑腹をキュッとしめた勢いで、鼻から「フンッ」と息が出る。息を吐いた直後、なるべく 
　短い時間内に鼻から「シュッ」と息を吸う。息を吸うのと同時に腹部の緊張を解く。 
❑息の出入りがない時間帯は「ひらなぎ」 
❑重層化1：ガティングｘ3種キメラ 
❑重層化2：ガティングｘカンガルーパイル（12節直列） 
　天節（6300km上空）、頂節（頭頂部）、耳節（耳の高さ）、鎖節（鎖骨の高さ）、 
　心節（心臓の高さ）、臍節（臍の高さ）、仙節（仙骨の高さ）、底節（会陰）、 
　膝節（膝の高さ）、踝節（踝の高さ）、足節（足裏）、地節（地中6300km） 

トマト呼吸法 
❑ヴィシャマヴリッティ・プラーナーヤーマ（1:4:2の呼吸法） 
❑12秒吸う、48秒止める、24秒吐く 
❑3回繰り返す 
❑1回目（ト＝トレーニング）、2回目（間＝自己観察）、3回目（ト＝トレーニング） 
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パジャマで出かける呼吸旅行 

パジャマに着替える 
ベッドにころがる 
力をぬいたら 
呼吸がはじまる 
ひとつ吸う　ひとつ吐く 
ふたつ吸う　もうひとつ　ふたつ吐く　もうひとつ 
みっつ吸う　もうふたつ　もうひとつ　みっつ吐く　もうふたつ　もうひとつ 
ほどけつつ　呼吸旅行に出かけよう 

ほんものの自由に　約束はない 
ほんものの自由に　目的はない 

パジャマを脱ぎすて 
からだを脱ぎすて 
こころを脱ぎすて 
私を脱ぎすて 
みっつ吸う　もうふたつ　もうひとつ　みっつ吐く　もうふたつ　もうひとつ 
ふたつ吸う　もうひとつ　ふたつ吐く　もうひとつ 
ひとつ吸う　ひとつ吐く 
とろけつつ　呼吸旅行にとけこもう 

ほんものの自由に　責任はない 
タブーも　意味も　価値もない 

ひとつ吸う　ひとつ吐く 
ふたつ吸う　もうひとつ　ふたつ吐く　もうひとつ 
みっつ吸う　もうふたつ　もうひとつ　みっつ吐く　もうふたつ　もうひとつ 
ふたつ吸う　もうひとつ　ふたつ吐く　もうひとつ 
ひとつ吸う　ひとつ吐く 
とろけつつ　呼吸旅行にとけこもう 
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ヒフミフヒの展開 
❑ヒフミフヒだけを使って内容を高度にする。→　呼吸法に凪を加える。 
❑吸っても吐いてもいない止息（空気の出入りがない状態）。 
❑喉を開けて鼻から肺までのルートをオープンにしておく。 
❑満凪（みちなぎ）：息を吸いきった状態で凪を作る＝筋入力を維持。 
　外へ出ようとする空気を押しとどめて無風状態を作る（吸気態）。 
❑空凪（からなぎ）：息を吐ききった状態の凪＝筋入力を維持。 
　中へ入ろうする空気を押し留めて凪を作る（呼気態）。 
❑吸気→みちなぎ→呼気→からなぎ→吸気…と凪をはさみながらヒフミフヒを続ける。 
❑呼吸の折り返し点で1拍分の時間をとって喉を閉じないことを心がける。 
❑これだけでヒフミフヒの内容はぐっとゆたかになる。 

❑凪のほうも12321と伸縮させる方法 
　1小節　吸う：3拍吸気（最後の1拍みちなぎ）　吐く：3拍呼気（最後の1拍からなぎ） 
　2小節　吸う：6拍吸気（最後の2拍みちなぎ）　吐く：6拍呼気（最後の2拍からなぎ） 
　3小節　吸う：9拍吸気（最後の3拍みちなぎ）　吐く：9拍呼気（最後の3拍からなぎ） 
　2小節　吸う：6拍吸気（最後の2拍みちなぎ）　吐く：6拍呼気（最後の2拍からなぎ） 
　1小節　吸う：3拍吸気（最後の1拍みちなぎ）　吐く：3拍呼気（最後の1拍からなぎ） 
❑この「凪連動ヒフミフヒ」を納得できるまでひたすら繰り返す。 
❑やめどきは身体が教えてくれる。30分くらい繰り返すと心身が整うのを感じる。 
❑ヒフミフヒが1セット終わって次のヒフミフヒへ行く前に「ひらなぎ」を入れる。 

息を止めるということ 
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一秒瞑想　（みち、ひら、から、ひら、なぎ） 
❑みち（100）- ひら（50）- から（0）- ひら（50）- なぎ～ 
❑凪で喉は開けておく 
❑小天地（頂節 - 仙節 - 足節） 
❑大天地（天節 - 仙節 - 地節） 
❑凪さがし 100-0、90-10、80-20、70-30、60-40、55-45、54-46、53-47、
52-48、51-49、　50.5-49.5、50-50で凪 
❑凪みがき（凪のばし、風のばし、風まかせ） 
❑食事前の一秒瞑想 

凪は瞑想の入口 
❑第一の比喩：内外反転 
❑第二の比喩：絶対傍観 
❑第三の比喩：像から場 

凪のチェックポイント 
❑喉が完全に開放されていること。 
❑空気の出入りがないこと。 
❑全身がリラックスしていること。 
❑0％から50％へ吸うとき吸いすぎないように注意。 
❑凪は吸っても吐いてもいない中間の状態である。 
❑呼吸筋群が吸気側にも呼気側にも緊張していないことを確認。 
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三調 
❑調身は自分の身体反応（感覚）へのアプローチ 
　→自分の身体の何がブロックしているか 
❑調心は自分の心理反応（感情）へのアプローチ 
　→自分の心の何がブロックしているか 
❑自律神経（交感神経＆副交感神経）は両方と関わる 
❑調息から両方へアプローチできる 

 

ヨーガの八階梯　 
ヨーガの根本経典『ヨーガ・スートラ』より 
　1.ヤマ　   禁戒（暴力、虚言、盗み、欲望、貪り） 
　2.ニヤマ　   勧戒（清浄、知足、聖典研究、祈念） 

調身 
　3.アーサナ　  坐法 

調息 
　4.プラーナーヤーマ　 呼吸法 

調心 
　5.プラティヤーハーラ　 制感（感覚を内へ向ける） 
　6.ダーラナー　  凝念（精神集中） 
　7.ディヤーナ　  静慮（いわゆる瞑想） 
　8.サマーディ　  三昧（超意識） 
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意識デザインの三要素 

　1.凪（キャンバス意識を整備する） 
　　「絵＝ピクチャー」が乗っている「地＝キャンバス」にあたる意識領域。 
　　特別なトレーニングをしていない場合、自分のキャンバス意識を認識しない。 
　　絵画を見るときと同じで、ふつうキャンバス自体は鑑賞の対象とならない。 
　　キャンバス意識が具体的かつ詳細に認識されることはまれである。 
　　にもかかわらず、キャンバス意識は私たちの精神状態を左右している。 
　　たとえば仕事にふさわしい意識状態は、キャンバス意識が仕事モードになっている。 
　　キャンバス意識を状況に適したものに変える操作能力を身につける。 
　　キャンバス意識のようすがわかるにつれ、可変性や影響の大きさに驚かされる。 

　2.脳内情報の書き込み（ピクチャー意識を描写する） 
　　「自分はこれを考えている」と自覚できる意識領域 
　　IR（Internal Representation＝内部表現） 

　3.体性感覚とのリンク（SOシフト） 
　　情報が物理より優位にある（映画や小説への没頭など） 
　　瞑想によって意識が広がる（体験する時空が物理から情報へ移行） 
　　記憶や常識などの制約がはずれる 
　　考えられることの可能性が大きくなる（意識の拡大） 
　　クリエイター、アーティストとしての基本能力を高める 

❑雑念をなくすのではなく分離する。 
❑ピクチャーからキャンバスへ視点移動（像セルフから場セルフへ） 
❑「私は痛い」から「痛いと感じる私」を見ている私へ（ボートから岸辺へ） 

プライミング 
❑老人言葉の実験（言葉と歩行速度） 
❑広告手法 
❑高いレベルの人とつきあう 
❑上質な想念を持つ 

意識のクオリティ 
❑意識の塗り分けは「濃淡」だけではない 
❑頭寒足熱（温冷）、上虚下実（粗密） 
❑硬軟、流動性、滑性、粘性、粉末性、気体性、光度、香性、味性 
❑PMSのM（メンタル）に着目 
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感覚変換 
❑共感覚 
　観音、聞香、味をみる、湯加減をみる、ピアノをみてもらう 
　視（色や形）、聴（音）、嗅（ニオイ）、味　→　触覚化、質感表現　 
　触、感情　→　視覚化 
❑意識という形のないものに、色や形、味、ニオイ、音、質感などを与える。 
　できるだけリアルに体感する。 
❑チャイルドタイムをオリーブオイルに変換する。頭頂部からオリーブオイルのような 
　色、香り、質感のとろっとした液体が体表面をゆっくり流れ落ちるとイメージする。 
❑体表面だけでなく、頭蓋骨を通して脳に染み込み、眼球、鼻腔、口腔、舌、喉、背骨、 
　肋骨、肺、肝臓、胃、腸など、体内もしたたり落ちていく。 
❑その流れ落ちる液体は、じつはオリーブオイルではなくてチャイルドタイムである。 
　チャイルドタイムという実体のないものを、オリーブオイルとして体感する。 
❑チャイルドタイムとは何か?　それは「意識」の一形態。 
　このトレーニングでは、意識を物体に置換して操作する。 
❑オリーブオイルにこだわる必要はない。 
❑チャイルドタイムを金粉に変換して、全身に降り注ぐこともできる。 
❑ミルクに変換して地中から吸い上げることもできる。 
❑清らかな水に変換して口から飲み込む。 
❑高原の涼風に変換して顔面に浴びてもいい。 
❑チャイルドタイムをロウソクの炎に変換し、全身にある60兆の細胞のひとつひとつに 
　灯をともすこともできる。つまり意識を光や熱に変換する。 
❑チャイルドタイムに運動性を与えることもできる。ハミングのような微細な振動として 
　チャイルドタイムを感じ、全身にバイブレーションを送ることもできる。 
❑チャイルドタイムという「意識情報」に形、質感、運動性を与えることで、それを感知 
　したりコントロールしやすくなる。 

呼吸法の副作用 
❑偏差、走火、入魔など。 
❑めまい、頭痛、胸苦しさ、動悸、痛み、冷え、過熱、口の渇き、自発動、疲労感、不眠 
❑瞑想を休み、散歩など軽い運動で休息する。 
❑クール＆ダウン： 
　冴え冴えとした月光、高原を吹き抜ける涼風、降り積もった新雪など、なるべく冷涼 
　なイメージに浸りきる。これがクール。 
❑頭から足へ、上から下へという流れを意識するのがダウンの実践。全身の重みを感じ 
　て、下へ身体が垂れ落ちる（ウォーターバッグ）、ショルダリングなど。 
❑クール（冷涼）＆ダウン（下降）は対症療法だけでなくつねに心がける。 
❑幻覚、怖いイメージ、怒り、不安などの場合も、瞑想を休んで軽い運動をする。 
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バランスについて 

＜一次元バランス＞ 

 

＜二次元バランス＞ 
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黒坂洋介 
東京・神保町で「呼吸学校」を主宰。当初は金管奏者向けのセミナーだったが、受講者
のバラエティがどんどん多彩になっている。声楽家・歌手の比率が増えたことに加え、食
養生やサウナ浴など健康意識の高い受講者が多数参加。ヨーガなど各種ボディワークの
実践者、治療家、コーチングの関係者もおられる。洋楽邦楽を問わず楽器演奏家も少な
くない。僧侶、パルクール実践者、ハーモニカ奏者、女優、パントマイムアーティストな
ど、さまざまなテーマを持って呼吸法に取り組む方々と情報交換できる場になっている。 

神保町呼吸学校 
日程、会場地図、申し込みなど詳細情報は「神保町呼吸学校」で検索か 
下記QRコードでホームページへアクセス！ 

 
お問合わせはメールでも 
infor@wpjapan.com（infoのあとに r がついていますのでご注意ください） 

書籍・音源など 
❑『呼吸学校～習得の10ステップ～』 
❑『呼吸を変えれば音楽は変わる！』 
❑『ひとりで呼吸法ばかりやってきた』 
❑『ねこ気功～恋するインナーマッスル～』 
❑声演『基本の呼吸ヒフミフヒ』 
※黒坂洋介による肉声リードメッセージを試聴できます（無料）。 
　「ワールド・プロジェクト・ジャパン　基本の呼吸ヒフミフヒ」で検索。 
❑練習用CD-R 

  3,000円（税・送料込み） 

※筆者自身がトレーニングやセミナーで使うための音源をまとめた私家版CD-Rを販売中。 
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電子書籍『水の呼吸シリーズ』 

001　罪深き恋の呼吸法～つよく・みじかく・ふかく～ 
002　キメラダンス～呼吸を操作しない呼吸法～ 
003　守破離～学習の進化論～ 
004　ガティング～不安が消えてゆく呼吸法～ 
005　鳥を見た～4つの視点で呼吸を読み解く～ 

006　くらげ呼吸法～ぐにゃぐにゃの内臓から力が湧く～ 
007　閉吸開呼～忘れられた秘法～ 
008　トマト呼吸法～12秒吸って48秒止めて24秒吐く～ 
009　腹式呼吸は四種類ある～指を見るな月を見ろ～ 
010　十二節～同調圧力を受け流す呼吸法～ 

011　ヒフミフヒ～呼吸法の初級から上級へ～ 
012　主客転倒～呼吸が根底から変わる～ ガティーガティー、反応分離 
013　入眠呼吸～20分の良質な休息～ 
014　水と呼吸の王国～身体はテーマパーク～ 
015　風と凪～呼吸による意識デザイン～ 

016　底式呼吸～骨盤底に眠る獅子～ 
017　ウォームアップ～呼吸法にできる5つのこと～ ヒトゴ　真性チャイルドタイム 
018　重力の滝に打たれて～呼吸が深まる立ち方～ 
019　肋骨が踊りだす～蝶とカエルと孔雀のチャチャチャ～ 
020　水が歩く～ウォーキング3つの秘密～ 

021　むすんでひらいて～呼吸するたび世界は変わる～ 
022　リネームしなけりゃ意味ないね～世界は名前を待っている～ 
023　空息域～大切なのは吸いか吐きか～ アサコ 
024　呼吸劇場～無条件にゆるす～  
025　ハミングバード～音の呼吸でひびきあう～ 

（以下続刊） 
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