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クリパル CEO 
デビット・サレンダーからのメッセージ 
 
 
 

 クリパルヨガ教師トレーニング
の卒業生の皆さんへメッセージを
書くことになり、わくわくしてい
ます。皆さんは、クリパルの過去
と未来を代表する人たちです。他
者の体験と同様に、自分自身の体
験からも学びとる姿勢をとり続け、
説得力のある仕事をしてきました。
私たちの仕事は、長い歴史と文化
を超えた伝統から生まれたもので
あり、そして、今、現代において
もそれらを象徴していると思いま
す。 
 
 私たちの仕事は、長い歴史と文
化を超えた伝統から生まれたもの
であり、そして、今、現代におい
てもそれらを象徴していると思い
ます。 
 
 自己認識と精神的な道の追求は、
千年来、人類が抱き続けてきた深
く意味のある切実な願いです。こ

の普遍的な人類の必要性に対する
皆さんの決意は、これまでの皆さ
んの実績で明らかです。 
 
 私も自分の歴史を振り返ると、
皆さんが追い求めて来たのと同様
の多くの探求をしてきました。ジ
ョン・F・ケネディ大学（JFKU）
でホーリスティック学の大学院の
初代学長となったのも、その流れ
です。そのプログラムは、人間の
意識の研究に勤しんだ学生たちが、
彼らの興味を専門職に活かせるよ
うにサポートするものでした。 
トランスパーソナル・カウンセリ
ング、ホーリスティックヘルス、
統合的教育、そして、超心理学、
意識、芸術の研究プログラムの開
発だけでなく、効果的マネージメ
ントにおける意識の役割を研究し
ました。気づきや人間としての深
い潜在能力の研究が、専門職にお
いて重要な要素となりうることを、

これらの学生達が先駆者となり、
それまでは考えられなかった分野
で、新しいモデルと研究の実践を
試みてきました。その行程から私
たちは多くを学びましたが、これ
をシェアするとまるまる 1章かか
りそうですから、また次の機会に
しましょう。 
 
 私が JFKU で働いた 10 年で学
んだ主なレッスンは、専門技能と
実践的技能とを結びつけてどのよ
うに生活するかを議論することの
必要性でした。ある人にとって、
学びと自己開発の追求は、研究の
ための十分な動機と価値となりま
す。彼らの意図は、自分自身の向
上であり、より効果的で健康的で
活力に溢れた生き方にあります。
皆さんの中には、同じような質の
活力を求めながら、さらにヨガ教
師になるために学んできた技術、
ツール、手法を他者へ教える能力
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を求めている人もいるでしょう。
そういう人にとっては、自分の指
導を通して、捧げ、シェアし、学
び続けることは、最も価値あるこ
とでしょう。YTT 卒業生の中には、
数人の友人や生徒、同僚達と小規
模に指導することで納得する人も
いるでしょうし、ヨガ指導を生涯
の職業にしたいと夢を持つ人もい
るでしょう。 
 
 フルタイム、またはほぼフルタ
イムのヨガ教師に本当になりたい
と望む人に、私はその決意をする
上でのチャレンジについて話した
いと思います。先駆者として、私
たちはほとんどすべてのことがで
きる必要があります！よく開発さ
れたシステムや専門職につくなら、
組織はすべて出来上がっており、
私たちの任務はただそれを実行す
るだけです。一方、未開の領域で
は（少なくとも私たちの文化にお
いて）、基本的なものの他にも緊
急状況に対応できるツールキット
一式を用意しておくことは必須と
なります。どのように木を割り、
水を運び、建物を立て、看板を作
り、料理し、掃除をするかなどを
知る必要があります。 
 
 それに似たことで、人間の潜在
能力を研究するという未だ発展途
上の領域にいる先駆者として、他
者への奉仕という深い意図を実現
させるためには、私たちが「重荷
を背負う」準備を十分にしなけれ
ばなりません。望む結果が実現す
る手助けとなるあらゆる専門的技
術が必要です。すばらしいヨガ教
師でいることに加え、賢い「経営
者」であり、優れた文章を書き、
有能なグラフィック・アーティス
トであり、魅力的なインタヴュア
ーであり、首尾一貫したプロモー

ターであり、主体的なパートナー
である必要があるのです。素晴ら
しい共同者が確認できれば、そう
いった仕事のすべてをしなくても
よいこともあるでしょうが、それ
でも、可もなく不可もないものか
ら、よいものを見分ける目を養う
必要はあります。私たちはメッセ
ージを手作りし、ストーリーを語
り、自然と耳を傾けてくれる顧客
にそれらを届けられるようにする
ことで、私たちが提供するすべて
のことが伝えられるようになるの
です。 
 
 クリパルでは、皆さんが「十分
なサービスの提供者」たるべく、
サポートする決意でいます。皆さ
んには、進歩するヘルスケアに応
じて変化する新しい枠組みと同様
に、さまざまなプロモーション技
術も駆使できる必要があるでしょ
う。将来的に健康サービスへの連
携が生まれ、健康指導者と豊かさ
の指導者との区別がより強調され
るに従い、これらの役割の基準に
見合う技術を持つことが重要とな
るでしょう。これからの何十年か
は、私たちの健康システムに革命
的な変化が見られることになりま
す。数年先には医療の危機は悪化
の一途をたどるでしょう。インテ
ンショナル・ムーブメントや栄養
学、ヘルスカウンセリング、ライ
フコーチングの教師や提供者は、
適切に準備をすれば、より強力な
ポジションにつくことでしょう。 
 
 私たちが学ぶ一つひとつのステ
ップは、自分たちの求める、より
ダイナミックな人生を送る準備と
なります。そしてまた、他者に指
導しガイドするサポートにもなり
ます。クリパルは、継続的な自己
発見と発展のパートナーとなりた

いのです。あなたの持続的な専門
的発展の次のステージへの一歩を
助ける乗り物の一部となりたいの
です。話しをしましょうーリアル
タイムで、そして、デジタルフォ
ーラムで。共に探しましょうーま
だ開かれていないダイナミックな
旅のために、実際に何が最もよく
貢献できることなのか。 
 私たちは、これまでの過去の年
月で起こった体験を聞かせてもら
いたいと思っています。教師の皆
さんの中で、何が起こっているの
かを知りたいと思っています。だ
から、話しをしたいのです。専門
領域の中で、まだ活かされていな
いことは何なのか、私たちの持つ
ヴィジョンについて語り合いたい
です。私たちは、これから数ヶ月、
皆さんの話が聞けるように試みを
続けていきます。私たちが、皆さ
んのいる世界をよく理解できるよ
う助けてください。そして、その
未来に向かってより大きな視野か
ら見えて来るものは何なのかをシ
ェアさせてください。変化の時は
来ます。そしてそれらの変化に私
たちが共に対応する必要があるの
です。 
 
■デビット・サレンダー 
治療家、教師、教育の先駆者、そ
して、思想家として、40 年間に渡
り国民の健康サービスの向上に努
めてきた臨床心理士であり、2011
年よりクリパルセンターの CEO
となる。病院や国民健康システム
における問題の革新、解決、新し
い視点からの考案などをサポート
する仕事に広範囲に携わってきた。
ジョン・F・ケネディ大学のホーリ
スティック学の大学院の創始者と
して、ホーリスティック・ヘルス
教育における米国初の大学院認定
プログラムを生み出してきた。 
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ムドラヨガ   
ジェニファー レイス 

KYTA コンフェレンスプレゼンター 

 
 

 ムドラヨガの実践により、感じ
たり癒したりする上で最も高い潜
在能力が開かれ、奥深くにある自
己を表層へ導かれます。力強く瞑
想的な実践として、これは全く新
しい視点からポーズや瞑想の持つ
潜在性を探求する入り口となりま
す。明晰な意識状態に入ることで、
自分の内なる全体性を知り、体験
すると同時に、自分自身と生徒達
両方のヨガの実践を変容し、深め
るツールを手に入れることになる
でしょう。 
 
ムドラの歴史 
 ムドラは、手、顔、その他の主
な肉体部分で行われる身振りや姿
勢のことです。サンスクリット語
でムドラは身振りや印を意味し、
特定の感情や状態、特異な効果を
もたらすエネルギーにおいて、閉
じ込めたり、封印することを言い
ます。例えば、アンジャリムドラ
は、一般には合掌（祈りのポーズ）
として知られているが、敬意、平
和、自分自身とすべての他者との
心とを繋ぐフィーリングを目覚め
させ封印します。 
 手のジェスチャーは、歴史を通
して、多くの宗教的で精神的な伝
統の中で実践されてきました。例
えば、キリストや仏陀のような聖
者や精神的指導者は、手で特殊な
ポーズをとった姿で描かれます。
宗教的な祈りや崇拝の実践には、
特殊な手のジェスチャーが用いら
れます。スーフィのダンスやイス
ラム教で両手を地面につけたり空
に向けたりしてお辞儀をしたり、
キリスト教徒の三位一体のジェス
チャーを思い浮かべるといいでし
ょう。 

 他の文化にもありましたが、ム
ドラはインドで最も高い発展を遂
げました。5~15 世紀のタントラ
の時代に、ムドラは実践され、洗
練され、名付けられ、その特殊な
効果が広く認められました。 
 
ムドラヨガの実践 
 ムドラは肉体を神の宿る聖なる
寺院として目覚めさせるための架
け渡しとなるものです。両手はこ
の寺院の扉を開ける鍵です。教師
としては、生徒達を、教師のガイ
ドする実践のなかで、より深く洗
練された体験へ導く可能性のある
ツールとしてムドラを使うことが
できます。 
 ムドラは、集中型、プラーナー
ヤーマ、マントラ、瞑想そしてア
ーサナを含む実践のすべての面で
合わせて行うことができます。そ
れにより、パワフルでエネルギー
溢れるテーマや体験をクラスにも
たらします。ムドラはどのレベル
の生徒や健康状態や能力でも練習
でき、強度もレストラクティブか
ら、ヴィゴラスやヴィンヤサヨガ
まで自在です。 
 
ムドラの機能 
●ヨガやアーユルヴェーダによる
と、指は、それぞれ５つの要素の
ひとつを表します。指のポジショ
ンを変えることにより、５大元素
に直接アクセスし、作用すること
ができます。 
●指は、エネルギー経路の末端で
あると同時に、感覚と運動神経の
広範囲に渡るネットワークの末端
です。ですから、ムドラは脳とエ
ネルギーセンターの間のコミュニ
ケーションや情報伝達を行うため
の強力な媒体です。 

●指は、祝福、愛、平和という宇
宙のエネルギーのチャネルに合わ
せるためのアンテナとして機能し
ます。このような周波にムドラで
繋がることで、私たち自身の中で
それらが調和します。 
●ムドラは５つのコーシャそれぞ
れの存在レベルを目覚めさせる強
力な媒体です。 
●ムドラは伝統を通して語り継が
れ、偉大な精神的指導者たちの深
い実践レベルで現れる体験を反映
してきました。  
 
 私のムドラの知識は、基本的に
ジョセフとリリアンというルペイ
ジ夫妻による、インテグレイティ
ブ・ヨガ・セラピストのトレーニ
ングから来ています。彼らは、も
うすぐ発売される「癒しと変容の
ためのムドラ」（Mudras for 
Healing and Transformation）と
いう本も書いており、クリパルセ
ンターで９月 16－23 日、ムドラ、
プラーナーヤーマ、そしてバンダ
の統合教師トレーニングを指導し
ます。 

 

■ジェニファー・レイス 
 
E-RYT500、ジョセフ、リリアン
のルペイジ夫妻によるインテグ
レイティブ・ヨガ・セラピストト
レーニングでムドラを学ぶ。ジェ
ニファーは、クリパルヨガのシニ
ア教師で、1996 年以来、リトリ
ートや教師トレーニングを指導。
指圧、アーユルヴェーダ、認定マ
ッサージセラピストとしての技
術や知識を紹介。 
www.jenniferreisyoga.com 
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ムドラヨガの実践：５大元素 
 このフローで、５大元素と、それに対応するチャクラを巡ります。生徒にリードする前に、ムドラの実践を体
験し統合するとよいでしょう。気持ちよくムドラヨガのポーズに入ります。そして意図を 3度声に出して、それ
から心の中で唱えます。 
 

 
「私の根は、生きている地球の中心に向かって深く伸びている」 
 
ブ ムドラ（成る、始まり） 
マラアーサナ（スクワット） 
地の元素 ／ 第一チャクラ：根の中心 
 
●グランディングと穏やかさ 
●静けさ、安定、安全、支援の質を目覚めさせる 
●呼吸と生命エネルギーで骨盤底を開く 
●脚、足、排泄系に栄養をあたえる 
●熱狂的エネルギーの中に重さの感覚をもたらす 
●旅行者に良い 
●妊娠中は禁忌 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「私は命の川のリズムに合わせて流れている」 
 
ジャラ ムドラ（水、液体、流れる） 
セツバンダアーサナ（橋のポーズ） 
水の元素 ／ 第二チャクラ：臍の中心 
 
●高揚させ、元気づける 
●全身に液体のイキイキした徳性を感じさせる 
●鎮静、滋養、拡散の性質を目覚めさせる 
●体の液状のシステムすべてのバランスをとる：循環
系、泌尿器系、リンバ系、月経 
●すべての消化を助ける 
●腰のマッサージと緊張の緩和 
●禁忌はなし 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
「自由は私の本質です」 
 
ガルダムドラ（鳥の一種） 
ガルダアーサナ（鷲のポーズ） 
空の元素 ／ 第五チャクラ：喉の中心 
 
●自由の感覚を満たす：生活の窮屈さを和らげる 
●首と肩の緊張を和らげ、喉と甲状腺の循環を改善 
●首を伸ばし、頸部のアライメントを整える 
●体や臓器の左右のバランスを整える 
●ハートの後ろ側を開く 
●高血圧の人は注意して実践するか、実際に行う代わ
りにムドラを思い描くだけにすること 
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「私は人生の真の目的を受け入れ表明します」 
 
シヴァリンガ ムドラ（聖なる創造の力） 
パルブリッタ パルシュバコンアーサナ（捻った体側
曲げ） 
火の元素 ／ 第三チャクラ：太陽の中心 
 
●全存在の中心となり、元気づける 
●信頼、自信、個人の力といった感覚を与える 
●無気力や情熱の欠如、そして、集中力を養うのに良
い 
●消化を活性化する 
●肋骨、肝臓、副腎を拡張する 
●禁忌はなし 
注意：左手は土台の手です。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「私のハートは、命の温かさの中で花開いています」 
 
パドマ ムドラ（蓮の花） 
ウシュトラ（らくだのポーズ）ウォームアップ 
風の元素 ／ 第四チャクラ：ハートの中心 
 
●私たちの全体性を表し、ハートの花を開く 
●ハートの感情的傷を癒す 
●受容、慈愛、自己愛、そして宇宙的愛の質を目覚め
させる 
●胸と心臓の筋肉をリラックスさせる 
●ストレスを軽減し、血圧を下げる 
●肺の呼吸量と胸腺への循環を増やし、免疫系を助け
る 
● 禁忌はなし 
 
 
 

 
Inspired touch アシストのスキルを高める  
プリティ・ロビン・ロスに聞く 
 
 
 
 
 

プリティ・ロビン・ロス 
E-RYT、クリパルヨガ、及びイン
ティグレィティブ・ヨガセラピー
のプロフェッショナルレベル認定。
クリパルヨガとプラーナヨガの教
師トレーニングプログラムの共同
ディレクターであるプリティは、
Mehmet Oz 博士とともに
Columbia Presbyterian Medical 
Center で心臓疾患向けヨガプロ
グラムを先駆的に開発、多数のニ
ューヨーク市内の病院や企業のた
めのヨガプログラムを発展させる。
また、ヨガセラピーに関する２冊

の医学的著書を出版し、ネットワ
ークテレビや有数の雑誌に紹介さ
れている。 
 
▼クリパルヨガにおいて、一歩
一歩のステップは完璧であり、
また、それはなるべくしてなる
のだとよく言います。そうだと
すると、アシストの目的とは何
でしょうか？ 
 生徒をアシストすることは、完
璧さを求めたり、修正したりする
ことではありません。むしろ、生
徒を安全にポーズの中に招き入れ、

最終的には彼らの体験を深めてい
く愛情あふれる行為なのです。そ
もそも、アシストとは、筋骨格系
の健全さをサポートするものです。
骨格が正しく整えられ、筋肉や腱、
靭帯に負荷にならず、関節も圧迫
されていないことが重要です。長
期間にわたって、アライメントを
無視したポーズの練習を行うと、
慢性的損傷が起きやすくなります。
生徒に触れるポイントを与えたり、
手技によって自信をもってアシス
トすることで、彼らのポーズの体
験や体への気づきが深まり、筋肉
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に記憶させることができます。そ
れによって、生徒自ら繰り返し調
整したり、場合によっては習慣的
なパターンを止めることもできる
のです。さらに、アシスタントは
上手に生徒に試練をさせる効果が
あります。それによって、彼らが
強さと柔軟性の新たな域を発見す
る機会となるでしょう。生徒の体
勢を健全なアライメントへ、そし
て、容易で快適なポジションへサ
ポートするとき、ナディ（エネル
ギーのチャネル）は開かれ、プラ
ーナの癒しの流れが解き放たれる
のです。 
 
▼あなたは、アライメントにつ
いて言及するとき、「正確
(proper)」というより「健全
(healty)」という言葉を用いま
すね。 
 私は「正確(proper)」というよ
り「健全(healty)」という方が好
きです。なぜなら、それぞれの人
がポーズに取り組む方法は大きく
異なるからです。人によって筋骨
格系は異なります。また、もし生
徒が自分特有の骨格を無視して、
理想的なポーズをとろうと突き進
んで奮闘したら、損傷する可能性
が増えてしまいます。生徒の体を
理想的な形にしようとする代わり
に、個々の健全なアライメントや、
一人ひとりの体の構造に適した姿
勢を生徒と共に探ってみます。ゆ
っくりと生徒たちの体の知恵に耳
を傾け、そこからの導きに委ねる
のです。基本的にアシストすると
いうのは、ポーズで生徒が表現し
ていることをしっかり観察するこ
とであり、その観察から彼らを次
のレベルへサポートしてあげるこ
となのです。 
 
▼新人教師は、経験を重ねるこ
とで得られる深い直感や気づき
を発達させる機会をまだもって
いません。彼らがアシストに取
り組むための最もよい方法はな
んでしょうか？ 

 駆け出しの教師にとって、これ
は大きな問題です。私はこれまで
15 年間にわたってヨガ教師トレ
ーニングで教えてきました。そこ
で気づいたことは、トレーニング
を卒業した教師たちが抱える大き
な恐れのいくつかは、アシストに
関連しているということです。生
徒を傷つけるのではないか？手を
どこに置いたらよいのだろう？生
徒が深刻な損傷をもっていたら？
私のアドバイスは、シンプルなア
シストから始め、どうしたら適切
に感じるのかを生徒に伝えてもら
うことです。 
 生徒たちに尋ねてみることです。
これはどう感じますか？このアシ
ストで安定しますか？さっきより
も開かれた感じがしますか？呼吸
がもっと自由になっていますか？
アシストの技術を磨きながら、生
徒と一緒に取り組むことができる
のです。さらに、フィードバック
してもらいながら、ポーズの違っ
たやり方を見つけるのもいいでし
ょう。何年もの間に、私は実にた
くさんの違ったやり方を創造的に
見つけてきましたが、たんに生徒
に確認し、一緒になって新しいポ
ーズの取り方を工夫してきたので
す。マンツーマンでのプライベー
ト・セッションは、こうしたコミ
ュニケーションのスキルを高める
練習にはとても効果的です。また、
脊椎、骨盤、大腿骨の関連の中で

体がどのように順応し補うのかを
学んだりすることで、解剖学やア
ーサナの原則について勉強するこ
ともお勧めします。体のパターン
を読解することが、あなたのティ
ーチングを支える知識となり、ア
シストのスキルを高めてくれるで
しょう。 
 
▼クリパルの触れていくポイン
トとは別に、他にどんなアシス
トの形がありますか？ 
 アシストは広範囲にわたります。
言葉によるアシストから触れるア
シストまで、プロップを使ったア
シストからエネルギー的アシスト
まで。エネルギー的アシストでは、
実際には体に触れませんが、教師
のエネルギーと存在感で生徒をア
シストします。これが、ティーチ
ンングの間は自分のマットを離れ
て、生徒のいる場所へと入ってい
く理由の一つです。生徒との間に
エネルギー的なつながりを生むだ
けでなく、各生徒の練習をあらゆ
る側面からとらえる重要な情報と
なるのです。自分の体の異なる部
位を活用するのと同様に、触れる
アシストのカテゴリーの中には、
指、手のひら、手の付け根など、
手の異なる部分を使うことで様々
な触れ方があります。意識的にポ
ーズの構造を変える直接的なアシ
ストもあります。しかしながら、
このような形態のアジャストを行

 



 7 

う際は、体の安定性のために、自
分自身の身体構造に気づくことが
重要です。体の特定の場所を目覚
めさせておくために、ただ触れる
ということに加えて、筋膜を和ら
げるために、指圧のツボを加えた
マッサージ的なアシストを行った
り、やさしくリラックスさせるよ
うなタッチを使うこともできます。 
 
▼アシストに関するクリパルヨ
ガのプログラムについて教えて
ください。 

 私が次回行う週末のアシストプ
ログラムも、新しい 500 時間のモ
ジュールも、小さなグループでマ
ンツーマンで行います。様々なア
シストの技術を学び、自分たちの
クラスに持ち帰ってもらいます。
アシストの哲学について話し合い、
オプションやプロップを活用しな
がらワークします。私の意図は、
プログラムに参加した誰もが、ア
シストの美しさを深く理解し、確
信をもってこれらのプログラムを
追い抜いていくことです。彼らに、

ティーチングスキルを次のレベル
へと引き上げようという気にさせ
ることなのです。私は、アシスト
の技術は、身体的かつ内面的な変
革を促すために、生徒を深くサポ
ートする深遠なツールであるとと
らえ、情熱を傾けて取り組んでい
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、第一部：腰筋、腸骨筋、骨盤底 
 
 
 

 これは、私は中央のチャネルと
呼んでいる、腰筋にスペースをつ
くるための 2 部構成の最初のパー
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。これは、筋肉が伸展、ま
たは「滑らせる」時に緊張が高ま
るという点で、風変わりなエクサ
サイズとして知られています。 
  
腰筋の解放 
 腰筋のもともとの働きは、足を
上げ下げする際に背骨を安定させ
ることです。はじめに、仰向けに
寝て、小さいボールか、枕か、ブ
ロックを骨盤の下で、座骨のすぐ
上に置きます。プロップがあるこ
とで、腰が床の方へリラックスし
て降りるでしょう。膝を胸へ近づ
けます。プロップによって骨盤が
十分に上がり、両腿がお腹の上に
リラックスしているか確かめてく
ださい。両腿を保っておかない状

態だとエクササイズの妨げになり
ます。 
 呼吸して、下腿を大腿に沈ませ、
大腿はお腹に沈ませ、お腹と肋骨
は背骨へ沈み、背骨は床のほうへ
沈ませます。舌と顎を緩めましょ
う。このポジションだと腰筋はリ
ラックスでき、ハンモックのよう
に床のほうに垂れ下がります。こ
のエクササイズのポイントは、両
脚が背骨から離れた状態で、いか
に腰筋を解放できるか、または滑
らせるかです。そのために、筋肉

のあるべき場所か、または、快適
な範囲内で動かさなければなりま
せん。これは、動きを行うために
筋肉を動かすのとは全く違う使い
方なのです。 
 さて次に右手をお腹に、臍の右
側に置きます。腰筋は背骨の前に
付着するすべての後方にあるので、
指で強く押してください。息を吸
って、吐きながらすべてを和らげ、
右の膝を離してゆき、腰筋が指の
下で「弾ける」感じになるまで床
の方へ近づけます。それが「弾け
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る」か「放つ」ところが、現在の
自分の腰筋の柔軟性の限界です。
膝を胸の方へ戻し、もう一度始め
ましょう。息を吸って、吐きなが
らすべてを和らげ、膝を遠くへ動
かし、内側奥のほうにある腰筋筋
を探してみましょう。「弾ける」
感じがあったら、膝を胸のほうへ
戻します。このエクササイズを８
回繰り返します。続けるうち、腰
筋の可動域はだんだんと広がるで
しょう。片側が終わったら、呼吸
して効果を味わい、効果的にフィ
ードバックが広がるようにしまし
ょう。効果としては、より深く呼
吸しやすくなり、首が和らぎ、そ
して腰がリラックスする可能性が
あります。左側のエクササイズを
行って終わりにします。 
 このエクササイズを初めて練習
する時には、腰筋が「放つ」地点
を見極めるのが難しく感じるのが
普通です。私たちはこういったタ
イプの自己検査には慣れていませ
んし、筋肉の感覚を掴むのにはあ
る程度時間がかかります。探求と
練習を続けてみれば、きっとわか
るようになります。ときには、筋
肉が非常に硬く、すぐに「放つ」
状態になることもあります。もし
「弾ける」地点が確認できない場
合は、膝を胸の方へ引き寄せたま
ま、臍から下へ向かう腰筋に沿っ
た別の場所を指で押してみましょ
う。そうすると「弾ける」前の柔
らかさを感じることができるでし
ょう。 
 和らげ、リラックスして、腰筋
の機能を上げるために、イメージ

を持つと役に立つかもしれません。
耳から太腿の内側の後ろまで、操
り人形の糸が走っているのを思い
描いてみてください。太腿内側の
後ろには腰筋が繋がっていて、脚
を上げ下ろししています。または、
まるで交互に合わせた両手の指が
合わさり、離れるように筋肉腺維
がスムースに滑るように集まり、
離れる、とか、または、温かい金
色のオイルがつるつるしたスムー
スな股関節に流れ込むのをイメー
ジするのもいいかもしれません。 
 
腸骨筋を解放する 
 腰筋が脚を持ち上げる時に背骨
を安定させる一方で、腸骨筋のも
ともとの働きは脚を持ち上げるこ
とです。腸骨筋に働きかける時も、
腰筋のときと同じポジションから
始めます。数回呼吸することから
始め、体の一つひとつの部分を床
の方へ下し、リラックスさせます。
右の膝を 5~10 ㎝程度右へ移動
します。右手で（反対の手の方が
腸骨筋を感じやすいという人もい
ます）骨盤の前にある骨、しばし
ば、腰骨と呼ばれる上前腸骨棘に
触れます。対角線状に下方へ 2.5
~5 ㎝くらいのところで、指で床
の方へ押し、それから恥骨方向へ
横に内側から押し出します。腸骨
筋は腸骨、つまり骨盤骨の内側に
沿っていて、最も奥深くある筋肉
です。動きと呼吸の連動は同じ要
領です。息を吐いて、和らげ、膝
を遠ざけ、筋肉が「弾ける」地点
を探します。腸骨筋を探すのはよ
り難易度が高いため、
膝の角度や指の置き
方をいろいろと試す
必要があるかもしれ
ません。動きを８回続
けたら、反対側へ行く
前に、効果を味わって
ください。 
 ここでも、腸骨筋が
硬いと、すぐに「放つ」
ことになります。この
場合、仰向けになった
支えられた子どもの

ポーズでリラックスしましょう。
呼吸します。 
背骨が床の方へ和らぎ、腹部のす
べての筋肉がリラックスして、滑
るように離れていくのを思い描き
ます。 
 これで、腰筋と腸骨筋を解放で
きています。小さなボールか他の
プロップを取り除き、腰を床に下
ろして違いを感じてみましょう。 
 
骨盤底を解放する 
 背骨の最下端は骨盤底の中へ広
がり、最上端は首へ広がります。
ゆえに、骨盤底の緊張を解放する
ことで、首の緊張を解放すること
ができます。この次に示す骨盤底
のためのシリーズを試し、腰と首
に何か変化を感じるかどうか見て
みて下さい。 
 横になり腰をプロップで持ち上
げ、両膝を胸の方へ引き寄せます。
（上のエクササイズと同様ポジシ
ョンで始めます）指を座骨の方へ
下ろし、左右の座骨に触れてみま
す。指を離し、片手で尾骨を、反
対の手で恥骨に触れます。指を離
し、大きく深呼吸します、深く息
を吸い、吐くうちに、それら４つ
の骨の間で起こる動きを感じます。
腰が硬いまたは、呼吸する時にお
腹を内側に引き入れる習慣がある
場合、感覚を感じるのに何度か練
習する必要があるでしょう。心配
いりません。すぐに感じられても
そうでなくても、このエクササイ
ズの効果はあります。 
 観念的には、息を吸う時骨が離
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れ、吐く時近づくのを感じるよう
になります。これは息を吸う時、
内臓が下がり、前へと動き、息を
吐くと背骨の方へ下り、心臓の方
へ引き上がることによって起こり
ます。骨盤底（その４つの骨を目
印にした、骨盤の底にある筋肉）
は、トランポリンのように引き延
ばされたり、縮め込まれたりしま
す。骨が離れれば、骨盤底の空間
は広がり膨らみますし、近づけば、
筋肉群が縮み込むのを助け、内臓
が体の奥の方へ戻るのをサポート
します。骨盤底における呼吸の感
覚を目覚めさせることで、腰には
実に大きな空間が生まれます。骨
盤底の方へまっすぐに呼吸を感じ
るのが難しい場合は、骨の動きを
想像しながら呼吸して、そのパタ
ーンが目覚めるのを助けましょう。 
 息を吸ってエクササイズを始め
ます。両方の下腿を 5 ㎝程体の外
端へと動かします。（両膝と両足
を一緒に動かすようにしてくださ
い。しばしば、両足が閉じたまま
両膝だけを開くことがありますが、
その場合、解放したい骨盤底の後
部よりも前部のほうだけが刺激を

受けることになります。）息を吐
き、両方の下腿を引き寄せます。
息を吸って両膝と両足を開き、息
を吐いて両膝と両足を閉じます。
息を吸って骨盤骨と足を開き、息
を吐いて骨盤骨を引き寄せ、足を
閉じます。息を吸うと、骨盤底筋
群がスライドするように離れてい
きます。息を吐いて、座骨間の筋
肉が、スライドして近づくことで
動きが始まると想像します。これ
を８回続けます。 
 重要なのは、これは解放するた
めのエクササイズであり、骨盤底
の深部にある筋肉を引き締めるこ
とはしません。 
 プロップを取り除き、腰を床に
降ろし、床に降ろされた背中が緩
む様子や、首の開放感、呼吸の流
れやすさに変化がないか感じ取り
ます。 
 第 2 部では、呼吸に合わせた小
さな動きを行い、もっとスペース
を作り、中央のチャネルの機能や
強さを引き出します。その準備と
してこのシリーズをよく練習して
おいてください。腰筋や腸骨筋が
解放されたときの長さの変化にも、

また、骨盤底における呼吸感覚と
いう奇跡にも驚くことでしょう。 
 
 
■クリスタ・リピンズ 
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「骨盤力：フランク
リンメソッド」を教える。  
www.intelligentbody.net

 

 

 


