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シニアへのヨガ指導：基本的考察 

キャロル・クルコフ、キンバリー・カールソン、マシュー・ピーターソン、キャシー・シップ、

ミッチェル・クルコフ 
 
 

以下は論文「シニアへのヨガ指導：高齢者グループにおけるリスクの軽減、および安全性向上への基本的考察」から

の抜粋である。本論文は「Jounal of Alternative and Complementari Medicin, Volume16,Number8、2010」 

に掲載された。共著者であるキャロル・クルコフとキンバリー・カーソンはクリパル・センターにおいて 12 月 5日

から 10 日までシニアのためのセラピー的ヨガ教師トレーニングを主催する。 

 

私たちは、歴史的に最も大きな社会学的転換期の真っただ中にいます。それは世界的規模の高齢化です。全世界が態

度をあいまいにしている一方、先進諸国は道を示しています。合衆国では 65 歳以上の高齢者人口の層が最も早く増

加しています。このグループは 2050 年には現状の 2倍の 8千万人を超え̶̶̶またその 4分の 1が 85 歳以上に

なるだろうと予想されています。多くのアメリカ人と同様、高齢者がヨガに興味を持つ傾向も増しています。このこ

とはヨガ指導者にとって極めて喜ばしい事態でもありますが、厳しいチャレンジをもまた意味します。ヨガ指導者は

この高齢者グループにとってのよりどころでもあれば、また安全の守り手にもならなくてはならないのです。 

 

心臓血管障害と高齢者 

年齢は、すべての心臓血管病にとって、最もリスクのはっきりとした要因のひとつです。心臓血管病に含まれるもの



 2 

には冠動脈疾患（CAD）があり、また同様に多くのほかの慢性病や潜在的に生命に危険のある心臓血管病、例えば

高血圧、うっ血性心不全、不整脈、弁膜症、心臓発作などがあります。シニアの人々を相手にするからと言ってヨガ

指導者は心臓学者である必要はありませんし、またそのような努力を払うべきでもありません。シニアの生徒がもし

突然の不快感やめまい、吐き気を伴った不調、胸部の痛み、または激しい息切れに陥った場合ただちになすべき次の

行動とは、119 番に電話をして専門家の助言を仰ぐことなのです。ただし、その一方で心臓血管に関する知識を持

っておくことや症候に気づくことは、シニアの人々と共に活動する誰しもが不可欠に学んでおくべき心得でもありま

す。 

 心臓血管症の察知およびシニアのためのヨガのもう一つ鍵となるのは、心‐身体‐精神の繋がりの場の次元です。

西洋文明の中でしばしばシニアに加えられている個人の生活スタイルや社会的圧力̶̶̶社会的孤立、鬱、孤独、敵

対̶̶̶が、心臓病を患う人々の寿命の長さと生活の質の双方に顕著な影響を及ぼしていることがわかっています。

立証されている体の成長によると、ある脳と心臓間の信号は、ヨガ実践での典型的な要素であるリラクセーション、

心の充実感、信仰心の厚さ、瞑想、そしてグループ・サポートによって影響を受けていると示唆しています。 

 高齢のヨガ生徒たちの安全を確保するためにも、また、ヨガ指導者／セラピストの個人的な免責のためにも、クラ

ス参加の前に簡単で手短な既往歴を提出してもらうことは大変望ましいことです。なんらかの心臓病の経歴はないか、

高血圧や発作の有無はどうか？血管や心臓弁膜の手術や医療措置、あるいはペースメーカーに受けていないか？血圧、

心臓疾患、血液凝固防止、または発作防止のための処方薬を取っていないだろうか？もし 65 歳以上の生徒からこれ

らのどれかの問いに対して「はい」の回答があったならば、主治医の許可を得るようお願いしましょう。そうすれば、

安全で効果的なヨガの実践法を創り上げるためにガイダンスを求めることができます。もしあなたが特別なポーズや

練習が安全かどうかに確信が持てないのなら、それは避けてください。 

 

骨粗鬆症 

多くのヨガポーズと練習は、この年代の人々にとって、筋肉の強度を維持または改善し、機能を回復させ、痛みを和

らげるのに、大いに効果的である一方、ある一般的なヨガのポーズは、骨粗鬆症患者、またはその疑いのある人々に

対しては、状況に応じて禁忌とすべきです。なぜなら、彼らは、ヨガ教室の中では普通にはあまり見られないような

著しい痛みを潜在的に抱えている可能性があるからです。脊柱の屈曲（前屈）と脊柱の回転（ねじり）は椎体の前面

に大きな負荷となり、椎体の欠損が起こることにしばしば関係しているようです。国立骨粗鬆症基金は、以下のよう

に警告しています。「ヨガ、ピラティス、テニス、ゴルフといった多くのエクササイズおよび運動は、しばしばねじ

ったり折り曲げたりする動きを含むため完全に避けるか、または調整しつつ行う必要があると思われる。」彼らの忠

告によれば、骨粗鬆症と診断された人は、腰から上体を前に折り曲げることを避け、重い負荷のかかる点まで脊柱を

ねじることを避け、咳、くしゃみ、掃除機かけ、ものの持ち上げといった行動に際して胴体をねじることと前屈する

ことを避け、起き上がり式の腹筋運動、腹部の引き締め、またはつま先タッチを避ける必要があります。 
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リスクと効果とのバランス 

高齢者にヨガを教えることには重大なリスクと同じだけ多大な効果もまたあります。高齢者は特に、すべてのレベル

̶̶̶肉体的、感情的、心理的、精神的レベル̶̶̶で提供される深い効果を受け取ることが出来ます。均整のとれ

た体つきへの欲望についかき乱されがちな若い実践者とは違って、高齢者は概して、安息と調和を体験するにふさわ

しい円熟さを備えており、これは、ヨガ教師たちにしてみれば驚くべき機会となってくれるものです。 

とは言え、高齢者層には、肉体的脆さが増えることが分かっており、ヨガ指導者たちは、安全の守り手としての立

場が避けられないものとなります。一般的な医療状況とそれに関わるリスクへのしっかりとした理解と同時に、安全

で効果的なヨガの実践をするための土台として、その知識を活用できる能力も必要とされます。ヨガの実践における

莫大な潜在的可能性と喜びに満ちた創造性に対して心を開き、真に安全な環境作りには、ヨガがもたらしてくれる一

般的な観念や先入観をしばしば手放す必要があるかもしれません。 

私たちよりも年長の人々が、彼らがいる場所で彼らのあるがままに出会うこと、彼らがヨガの実践を通してどのよ

うに私たちと繋がるにせよ̶̶̶おおらかな愛と一貫性を持って̶̶̶彼らを歓迎すること、それは、大きな名誉と

そして責任感を伴うものです。 

 

ドクターに尋ねる 

依存症のためのヨガ 

ジェフ・ミグドウ医師 

 

私たち自身や私たちの生徒の日々の生活を探求してみると、ほとんど誰もがひとつふたつの依存症になっていること

がわかります。肉体的に、アルコール、たばこ、ドラッグ類、または、食物への依存もあれば、心理的に強迫観念、

または、自分自身や自分の人生についての固定観念への依存もあります。依存症は常にある種の感情的反応を起こし

ます。そして、それこそが、私たちが本当に中毒になっているのです。例えば、依存しているものついて考える時に

起きる興奮状態、依存癖の通りに行動する時の満足感、そして、その後に起きる、依存症は自滅的だと言う定義付け

による罪悪感や羞恥心です。その結果、私たちの心は、より一層、混乱し情緒不安定となり、肉体的疾患や不安症状

が生じるのです。 

 ヨガは依存症への取り組みを助ける素晴らしい技術です。古代のヨギーたちは依存のことをカルマという言葉で書

き記しました。ヨガ・スートラの中でパタンジャリは、カルマとは、過去生からのパターンで、それが、今生である

行為を起こさせるのだと述べています。このカルマの様々な撚り糸が一緒になりクレーシャ（煩悩）を形成していま
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When we explore our lives and the lives of our students, we !nd that almost everyone has an addiction in one form or another. 
Some are physical addictions—to alcohol, cigarettes, drugs, or food; others are mental addictions—compulsive thoughts or 
an addiction to an idea about ourself or our life. Addictions always create some kind of emotional response, and that’s what 

we’re really addicted to: the excitement when we’re thinking about the addiction, the satisfaction when we act out the addiction, and, 
a"erwards, the guilt and shame, because by de!nition an addiction is self-destructive. It makes our mind more cluttered, it makes us 
more emotionally unstable, and it creates physical disease and instability. 

Yoga is a wonderful technique to help work with addictions. Ancient yogis wrote about addiction in terms of karma; in the Yoga 
Sutras, Patanjali described karma as patterns from past lifetimes that cause us to take certain actions in this lifetime. #ese various 
strands of karma join together to form kleshas, which are like karmic knots. #ese kleshas are the yogic way of talking about what we 
call addictions: a group of patterns that come together in a way that leads us to a self-destructive habit.

#e !rst step, according to yogic psychology, is to be honest with ourselves. What are 
my kleshas and how do the addictions they cause a$ect me, my life’s direction, 

and the world around me? How do they a$ect my ability to clearly hear 
my intuition and follow my dharma? 

Picture yourself not just a physical body but rather as a physi-
cal body surrounded by an energetic, or prana, body, which is 
!lled with tens of thousands, maybe hundreds of thousands of 
nadis through which energy %ows. When we bend our physical 

body in a certain way, our prana body also bends in that way, and 
creates stimulation of the %ow of prana through the nadis, helping 

to break down the karmic blocks and knots, just as a rainstorm increases 
the %ow of water in a river and washes rocks and old blockages away. Working 

with the breath and with sound in postures to release these blocks as they emerge creates 
more health and vitality on a physical level and, more important, on a deeper, karmic level. 

When you do an asana practice that includes forward and back-bending postures, twisting side to side, standing upright and 
upside down, so all the parts of the body are stretched and opened, simultaneously all the parts of the prana body are also bent and 
stimulated, and prana can %ow more quickly through the whole system. As you practice pranayama—relaxing the system with yogic 
breathing, stimulating the %ow of the prana with kapalabhati, and opening up the nadis with ujjayi breathing—prana %ows more easily 
and karma washes away. Karmic knots and deep retentions release, and o"en—either during the postures, in the moments in between, 
or during relaxation or meditation—we’ll get an insight as to what we need to do next to break our habitual patterns. 

When we do yoga with these deeper levels in mind, we’re accessing not just yoga’s physical bene!ts but also its karmic, emotional, 
and energetic bene!ts, and we can loosen the knot of addiction one string a"er another, until it eventually falls apart. Each time we do a 
posture and breathe into it, each time we practice pranayama or go deep inside in meditation, we release much more karma than we’ve 
built up in that day. #us we feel not only lighter and healthier physically, but also more open spiritually. Day a"er day, as we do our 
practice consistently, we come closer to the core of these habitual behaviors. 

Eventually we get to a place where we can feel the guilt, shame, lust, and excitement related to our addictions and, with the help of 
our spirit, supported by our ego-mind, we can make a choice, using our will and our courage, to let go of addiction and self-destructive 
behavior. By using our practice not only to create vitality and inspiration but also to release karma, we can get to a new level of living 
and being where we’re powered not by addictions, but rather by our intuition and the light and love within us. 

 Je! Migdow, MD, has been exploring yoga, health, and consciousness since 1969 in places as varied as India, Nepal, Japan, Brazil, Co-
lombia, and Peru. A former director of Kripalu Yoga Teacher Training programs, he currently directs Prana Yoga teacher trainings in New 
York City. He has been a holistic physician since 1980, with a practice, based in Lenox, Massachusetts, that includes homeopathy, lifestyle 
counseling, and Reiki healing. Je! is coauthor with Sierra Bender of the recently released LLewellyn book Goddess to the Core and coau-
thor of the 1999 Time-Life book Breathe In, Breathe Out.

 
Check out Jeff Migdow’s upcoming programs at Kripalu with  Sierra Bender:  Wholistic Therapy Training for Working with 
Trauma and Addiction, November 7–12, and  Wholistic Therapy Treatment for Trauma and Addiction: Reflect, Release, Redis-
cover, November 12–14, and Jeff’s  Prana Yoga Intensive, February 16–18, 2011.

ASK THE DOCTOR
by Jeff Migdow, M.D.

Yoga for addiction

Ancient yogis wrote about 
addiction in terms of karma; in the 

Yoga Sutras, Patanjali described karma as 
patterns from past lifetimes that cause us to 

take certain actions in this lifetime.
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す。クレーシャとはカルマの結び目のようなものです。これらクレーシャこそが、私たちが依存と呼んでいるものの

ヨガ的な表現で、私たちを自滅的な習慣へと導いくような一連のパターンとなっていくのです。 

ヨガの心理学によると、まず第一のステップは、自分自身に誠実になることです。私のクレーシャとは何なのか、

それらが引き起こす依存は私に、私の生活の方向付けに、また私の周囲をとりまく世界に、どのように作用するのか？

それらは、自分の直観をはっきりと聞いたり、ダルマに付き従う能力に、どう影響するのか？ 

 自分自身を単なる肉体としてではなく、むしろエネルギー体、つまりプラーナの流れる道筋である何万も何十万も

のナディーによって満たされた体として思い描いてみてください。私たちがある方法で肉体を曲げれば、プラーナ体

も同じように曲がり、ナディーを通るプラーナは刺激を受けると、ちょうど、豪雨が河の流れを増大させ、岩々や古

い障害物を洗い去るように、カルマ的なブロックや結び目を壊す助けになります。ポーズによってて浮かび上がるこ

れらのブロックを、呼吸をして、音を出しながら解放することで、肉体のレベルで、そして、より重要ですが、深い

カルマのレベルでも、より一層の健康と活力を生み出します。 

 アーサナを練習する時に、前屈、後屈、左右への捻じり、直立、逆転の動きを含んでいれば、体中のあらゆる部分

が開かれ伸ばされ、それと同時に、プラーナ体のあらゆる部分も曲げられ刺激され、その結果プラーナはよりすばや

く全システムを通って流れることができます。また、プラーナヤーマの実践をする時も、̶̶ヨガの呼吸法でシステ

ムをリラックスさせ、カパーラバーティによってプラーナの流れを刺激し、ウジャーイ呼吸によってナディーを開き

̶̶プラーナはよりたやすく流れ、カルマを洗い去ります。カルマの結び目や深いところで溜まっていたものは解放

されます。そして、しばしば̶̶ポーズの最中や、ポーズの合間の一瞬、またはリラクセーションや瞑想の間に̶̶

私たちには習慣的なパターンを破るために、次に何が必要なのかといったことへの洞察が得られるでしょう。 

 これらの心の深いレベルでヨガをする時、単にヨガの肉体的効果だけではなく、むしろ、そのカルマ的、感情的、

そしてエネルギー的な効果にもまたアクセスしているのであり、依存の結び目を一つ、また一つと弛め、ついには、

それらが完全に解かれる時が来ます。私たちがポーズを取って呼吸をするごとに、また、プラーナヤーマを実践した

り、瞑想で深く内面に入るごとに、私たちは、その日に作り上げるカルマよりもっと多くを解放しているのです。こ

のようにして、私たちは肉体的により軽やかで健康に感じるだけでなく、精神的によりオープンでいるようになりま

す。毎日、自分の実践を続けていけば、私たちは、習慣的な行為の核心により近づくでしょう。  

 最終的には、私たちは依存に関連した罪悪感、羞恥心、渇望、興奮を感じ取れるようになり、私たちのスピリット

の助けを借り、自我に支えられて、自らの意志と勇気を持って、依存や自滅的行為を手放せるでしょう。ヨガの実践

を活力や直感を得るためだけでなく、カルマを解放する為に使えば、新たなレベルの生活やあり方を手に入れること

が出来ます。そこでは、依存によってでなく、むしろ自分たちの直感や内なる光や愛によって力づけられるのです。 

 

ジェフ・ミグドウ医師は、1969 年以来、インド、ネパール、日本、ブラジル、コロンビア、ペルーといった様々な

場所でヨガと健康および意識の探求を続けている。クリパルヨガ教師トレーニングプログラムの前ディレクターであ
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り、現在は、ニューヨーク市でプラーナヨガの教師トレーニングをしている。1980 年以降はマサチューセッツ州レ

ノックスを拠点に、ホーリスティック医師としてホメオパシー、ライフスタイル・カウンセリング、レイキ・ヒーリ

ングを含めた実践を行う。ジェフは最近シェラ・ベンダーとの共著で Llewellyn book から「コアへ向かう女神」を

刊行。また 1999 年タイムライフブック刊の「ブリーズイン・ブリーズアウト」の共著者でもある。 

 

 

 

オン・ザ・マット 

体のコアにある最も深い筋肉：腰筋複合体 

クリスタ・リピンス 

 

17 年前にクリパルヨガ教師トレーニングを修了して以来、私は体についてもっと深い理解を得たいという探求心を

抱き続けてきました。ヨガに加えて、その思いはソマティクス、ピラティス、そして最終的にはイメージを用いるフ

ランクリン・メソッドへまで私を導いていきました。フランクリン・メソッドでは私たちの動きに合わせて骨が、筋

肉が、そして臓器がどう動くかを心に思い描くのです。このイメージの練習により、なぜ緊張というものが幾度も幾

度も繰り返し現れるのか、その秘密が明かされます。この解剖学的なイメージを用いた練習はまた、私が前に可能だ

と思っていたのよりずっと、平和で、静かで、至福の感覚で私を満たしてくれます。 

このプロセスの全体を通して、私は全身に影響を及ぼして働くことができる唯一の筋肉を探し求めていながら、腰

筋に惹きつけられていました。体に対する私の理解が深まるに従い、肉体に限らず、自分自身に対する意識にまで影

響を与え機能する筋肉グループこそが腰筋群だという事実が明らかになってきました。それは̶̶̶脊柱前部に位置

する様々の内臓器官の後にあります̶̶̶それほどに深い筋肉であるがゆえに、感情にまで根本から影響を及ぼすよ

うな筋肉です。感情的なトラウマは腰筋を強張らせます。反対に、腰筋と骨盤底（未来に予定している論文の主題な

のですが）の緊張を解放することで、人生において、肉体、及び、感情的な体験にまで影響を及ぼすことができます。

あなたは身を乗り出して何かを拾い上げ背中が引きつった経験はないでしょうか？通常、これは腰筋か腸骨筋がけい

れんをおこしているのです。ここでの私の目的は、イメージと特別なストレッチを使って、あなた自身や、あなたの

指導のために、腰筋と共に動くやり方をお伝えすることです。そうすれば、あなたはヨガにおいて、また指導と生活

の中でも腰筋を心に描き、その有り様と機能を感じ取ることができるようになります。 

 解剖学的なイメージの第 1 段階は、それが在る位置です。次のセクションはしっかりと読み、立った状態で実行

してみてください。 
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Since completing my Kripalu Yoga Teacher Training 17 years ago, I’ve been on a quest to more deeply understand the body. In addi-
tion to yoga, my quest has led me to Somatics, Pilates, and !nally the Franklin Method® of imagery. In the Franklin Method, we learn 
to picture how the bones, muscles and organs of the body move as we move.  "is imagery practice reveals why tension recreates 

itself, over and over again.  "e practice of anatomical imagery also !lls me with a sense of peace, calm and bliss beyond what I previously 
knew to be possible.  

"roughout this process, I have been intrigued by the psoas muscle, as I looked for the one muscle I could work with that would 
a#ect the whole body. As my understanding of the body has deepened, it has become clear to me that the ilio-psoas complex is the 
muscle group to work with, in order to a#ect not only much of the body, but also our sense of ourselves. Because it’s such a deep 
muscle—behind the organs attached to the front of the spine—it’s profoundly a#ected by emotions. An emotional trauma makes for a 
tight psoas. Conversely, we can release tension in the ilio-psoas and the pelvic $oor (a subject for a future article) and a#ect our physi-
cal and emotional experience of life.  Have you have ever leaned over, picked something up, and felt your back go out? "at experience 

is usually the psoas or iliacus going into spasm. My goal here is to give you a way to work 
with the ilio-psoas, in yourself and in your teaching, with imagery and speci!c 

stretches, so you can get a picture of the ilio-psoas and sense its presence 
and function in your yoga, teaching, and life. 

Location is the !rst step of anatomical imagery. Be sure to 
read and perform this next section while standing.    

Locating the psoas 
To get a sense of the location and size of your right psoas 

muscle, bring your le% hand over to the top right abdomen, 
just below the ribs, and picture that there, behind the muscles and 

organs, is the top of the psoas, attached to the front of the spine. Drag 
your right hand down that line to the height of the navel. "e psoas attaches 

along that whole section of the spine, looking like a gladiola $ower. 
"e psoas is a spindle-shaped muscle, and just below the navel is its thickest section, usually the size of your forearm. From here, it 

moves forward and down through the pelvis, crosses the pubic bone, and attaches to a small tubercle (a sticky-outy point) on the thigh 
bone (femur), called the lesser trochanter. To picture that end of the muscle, reach behind your butt with your right hand to !nd your sit 
bone (ischial tuberosity), and go just down from the sit bone. "ere, under all that muscle, is the lesser trochanter and the attachment for 
the ilio-psoas. You are now touching two ends of the same muscle, with your le% hand at the top and your right hand at the bottom.    

Shake your arms out, let them hang down, and notice: from picturing the location of your psoas, does the right side feel any dif-
ferent from the le%? Is the breath deeper? Is your shoulder so%er? Does your foot feel more grounded to the $oor?  Now perform the 
same exercise on the le%. Touch the top with your right hand. Drag your le% 
!ngers down toward the navel. Picture it coming forward, crossing the pubis, 
and making that hard turn toward the inner back of the leg. Touch the sit bone 
with your le% hand. Go just below that to imagine the psoas attachment to the 
lesser trochanter.  Once again, you are touching two ends of the same muscle. 
Shake your arms out and look for the bene!ts on this side.  

Combination psoas/iliacus awakening 
"e psoas is one of three hip $exors, including the iliacus and the rectus femo-
ris. Although the psoas assists in li%ing the leg, its primary job is to hold the 
spine up as the leg li%s, called stabilizing.   

To feel this combo job, li% and lower your knee 10 times while leaving one 
hand in front of the psoas on the side you are working. Feel the e#ect in spinal 
mobility on that side before trying the second side. To feel the iliacus working, 
place your hand on your waist, feeling the top of the pelvic bone, and picture, 
inside the bone and below your hand, the iliacus fanning to !ll the inside of 
the pelvic half. Turn the foot a few inches out to the side. Li% and lower the 

As my understanding of 
the body has deepened, it has become 

clear to me that the ilio-psoas complex is the 
muscle group to work with, in order to a#ect 

not only much of the body, but also our 
sense of ourselves. 

ON THE MAT
by Christa Rypins

"e deepest muscle in your core: the ilio-psoas complex 

Locating the psoas
 continued on page 11
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腰筋の位置の確認 

右腰筋の大きさと位置の感覚をつかむために、まず左手を右腹部の一番上、ちょうど肋骨のすぐ下あたりに持ってい

き、そこを心に描いてください、筋肉と内臓の後ろで背骨の前面に腰筋の上端（起始部）が接合しています。次に右

手をそのラインに沿って臍の高さまで滑り下ろします。腰筋は、その部位全体に沿って背骨と接合していて、ちょう

どグラジオラスの花のような見かけです。 

 腰筋は紡錘型をした筋肉で、臍の下付近が最も厚みがあり、通常自分の前腕くらいのサイズです。ここから前面へ

せり出しながら下へ下がっていき、骨盤を通り恥骨を横切って太ももの骨（大腿骨：fermur）にある小転子と呼ば

れる小さな結節（粘着性のある出っ張った点）へと接合しています。この筋肉の到達点の方を心に描くには、右の手

をお尻の後ろから坐骨（坐骨結節：ischial tuberosity）の見つかる所まで伸ばせば、その骨のすぐ下です。このす

べての筋肉の下方に小転子があり腸腰筋の接合部があるのです。今あなたは同じ筋肉の両端に、左手はその最上部、

右手はその最下部に触れている状態です。 

 両腕を振りほどいてだらりとさせてください。それから注意を向けてみましょう：自分の腰筋の位置を心に描いて

みた結果、右側には何か左側とは違う感じがありますか？呼吸は深まっていますか？肩はゆるんでいますか？床への

足のグラウンディングはよりしっかりしていますか？では同様のエクササイズを左側にもやってみましょう。上端に

右手で触れます。左手の指を臍へ向かって滑り下ろします。それが前へとせり出し骨盤を横切り、それから急カーブ

をきって太ももの後ろ側奥へと向かっていく様を心に描いてください。左手で坐骨に触れましょう。そのすぐ下へ行

って腰筋の小転子との接合部をイメージしてください。再びあなたは同じ筋肉の両端に触れています。両腕を振りほ

どいて今度は左側で起きたことを見てください。 

 

腰筋／腸骨筋のコンビネーションを目覚めさせる 

腰筋は腰にある三つの屈筋の中の一つで、あとの二つが腸骨筋と大腿直筋です。腰筋は足を持ち上げるのを補助しま

すが、しかし、その第一の仕事は、足を上げる際に脊柱をまっすぐに保ち安定（stabilizing）させることです。 

 この協力関係にある仕事を感じ取るには、片膝を 10 回上げ下ろししながら、動かしている側の腰筋の正面に片手

を当ててみましょう。反対側で行なう前に、動かした側の脊柱の可動性にどんな影響があったかを感じ取っておきま

す。腸骨筋の方の働きを感じるには、腰に手を置き、骨盤の上縁を感じます。そして、その骨の内部、手の下で、腸

骨筋が骨盤の半球の内側いっぱいに扇状に広がっている様子を思い描きます。つま先を 5~7 センチ横へ開きます。

膝を 10 回、わずかに外旋したまま上下します。筋肉疲労の位置がわずかに横へ、骨盤の内部に降りたところへ移っ

たのが分かるはずです。そこが、腸骨筋です！そこから得られるもの̶̶̶背中と腰のゆるみ、呼吸の深まり̶̶̶

を確かめたら、反対側の腰筋と腸骨筋をウォームアップしましょう。 

 

腰筋リリースぶら下げ法 
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腰筋リリースぶら下げ法は、腰筋の緊張を解くすばらしい方法です（私はここ数年、ヨガクラスの始めにこのエクサ

サイズを取り入れています）。片足でヨガブロックまたは階段の上に立ちぶらぶらさせます。ぶら下げている側の体

の前後を撫で下ろすように神経系に「手放していいんだよ」というメッセージを伝えてあげます。柳の枝がそよ風に

吹かれているような感じで、やさしく足を揺らします。揺らしながら腰筋の上端の位置に手を触れます̶̶̶肋骨の

すぐ下です。それから 5 センチ下へ、さらにちょうど、臍の高さまで手を下ろし̶̶̶そして「足はここからぶら

下がっているんですよ」と脳に向かって語りかけます。歯を食いしばらないように。両足で立ってから両側の違いに

注意を向けましょう。左右で腰筋リリースぶら下げ法が済んだら、軽く歩いて両足が腰筋から揺れていることを心に

描きます。どんな感じでしょう？ 

 

腰筋ストレッチ寄りかかり法 

私はこのストレッチからクラスを始めることもよくあります。腰の下にブロックか枕を置いて横になり両膝を胸の方

に引き寄せます。ブロックが背骨の下部に当たるようになると、背骨が床へ向かって垂れ下がった状態になります。

大きく息を吸って、下腿を大腿部へ引き寄せてリラックスします。大腿部をお腹へ、そして、お腹を背骨の方へ、さ

らに背骨を床の方へリラックスさせます。舌や顎を和らげ、右膝を胸の方へ抱えこみ、左足は天井に向けて伸ばしま

す。息を吐いて、腹筋を引き入れながら、背骨が床へ沈み込むようにします。左足は頭から遠ざかるように、脊骨が

床から浮き上がるまで遠くへ伸ばします。この状態が現時点での左腰筋の可動域です。 

 限界まで伸ばしたらその足を上に向けたまま自転車を漕ぐ要領で元へ戻します。そしてもう一度始めから̶̶̶息

を吐いて、肋骨が引き上げられる感じになるまで遠く足を伸ばし、そして自転車漕ぎで戻す。これを 3~4 回行い、

次にそのストレッチの先端に留まりましょう。足の親指の付け根まで伸ばし、肋骨を床の方へ沈み込ませ、そして息

を吐きながら腹筋を引込めます。この練習で、腰筋が感じ取れるのかどうかを見て、それが伸ばされているところを

心に思い描いてみましょう。このエッジから乗り出すのを 1、2分行った後、伸ばした足を車のワイパーのように左

右に回旋させます。この回旋運動が股関節の周囲から起きていることを思い描いてください。足を外旋したまま、数

センチ持ち上げ、外側へ数センチ動かし、それから床の方へ、このストレッチが腸骨筋をとらえていると感じられる

まで下ろします。足の位置をいろいろと試してみてください。注意しておきたいことは、これを生徒に教える場合、

始めの 2、3回は足がしばしば横へ行き過ぎて、ストレッチが腸骨筋の代わりに内腿へ働いてしまうことです。この

ストレッチで腸骨筋を掴んだら、そこに留まります。呼吸をします。息を吐きながら腹筋を引込め続けていると脊柱

が床へ垂れ下がっている状態を保つことができます。筋肉に変化を感じ取ったら、足を胸へと引き寄せます。呼吸を

して体の左右の違いを感じ取りましょう。良ければ、より大きな変化の感覚を得るために体をブロックから床の上へ

下ろしても構いません。さて、では反対側のストレッチをしましょう。 

 この一連の腰筋運動の後、いくつか慣れ親しんだポーズを練習し、自分の体が普段よりも容易にポーズに入れるか

注意を向けてみましょう。練習をする時に腰筋と腸骨筋へ注意を向け、その繊細な関係を体験した後なら、どんなポ
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ーズでも、この奥深い筋肉グループへ、より多くの温かさ、機能、そして開放感をもたらす役に立つはずです。たぶ

ん、あなたも腰筋の虜になることでしょう！ 

 

クリスタ・リピンスは、元プロ・アイススケーターであり、長い間慢性の痛みに悩まされながら生活と公演を行って

いた。彼女はカリフォルニア州マーフィーズにスタジオを構え、そこで自分の体からもう一度限界を取り除き、強く

し、痛みからの解放をもたらしてくれたツールとテクニックを教えている。そこにはクリパルヨガ、レジスタンス・

ストレッチ、ピラティス、ソマティクス、そして想像力を使うフランクリン・メソッドが含まれている。彼女は全国

的に知られた 3本のビデオに主演している。『瞑想のためのヨガ』『背中を楽にするヨガ』『ユンミーヨガ：腰、背中、

首のためのやさしいストレス除去』である。クリスタが近々クリパルで予定しているプログラムには、2011 年 4

月 1日から 3日の『背中を楽にするヨガ』そして 2011 年 4 月 3日から 6日の『骨盤の力、想像力によるフランク

リン・メソッド、女性のためのヨガと気づきのリトリート』がある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


