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プロフェッショナル トレーニング・ディレクター 
アンドリュー・タナーの紹介 
トレスカ・ワインスタイン 
 
 2002 年、ニューヨーク大学１
年の時、アンドリュー・タナーは、
演劇クラスを受講し、漫談家ジェ
フリーロスのところで働き、週に
５回はパーティをして過ごしてい
ました。 
 3 年半後、彼は宗教学と心理学
の２つの専攻を終えるところで、
ヨガの実践と指導をしながら、ニ
ューヨークの３つのヨガスタジオ
を経営していました。 
 この間、何が起きたのでしょ
う？まず、彼の父が病気になりま
した。それから、アンドリューは
ヨガを発見したのです。 
 彼の父がリンパ腫の第４期と診
断された時、アンドリューは休学
し、家業である看板屋を兄弟と共
に営むため、故郷のマサチューセ
ッツ州ニードハムへ帰郷しました。
その困難の多かった年に、アンド
リューは彼の父のヨガ教師であり、
ダンヨガでトレーニングを受けた

チュンシム（天国の心）と出会い、
クラスに参加し始めました。 
 アンドリューは言います。「そ
れは人生の転機でした。どれほど
自分の体が緊張していたか圧倒さ
れるほどで、ほとんど毎回、クラ
スで私は笑ったり、泣いたりして
いました。すぐにヨガは自分の人
生だと知りました。」 
 彼の父の容態が好転すると、ア
ンドリューはニューヨーク大学へ
全く新しい展望で戻りました。彼
は、週 1~2日ですべてのクラス
に出席できるようにスケジュール
を調整し、残りの時間のすべてを
最初はひとつの、次第に複数のダ
ンヨガのスタジオの運営に当てま
した。今では全国のダンヨガセン
ターの中で最も大きな規模である
ユニオンスクエアの支店は、彼が
オープンしたものです。 
 アンドリューは、2007 年にダ
ンヨガを離れ、自身のスタジオ、
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バンブームーブズをニューヨーク
のクィーンズにオープンしました。
間もなく、ニュージャージーとニ
ューヨーク市の地域にも、さらに
３つのスタジオをオープンするこ
ととなります（アンドリューは、
正式に経営学を学んだことはなか
ったのですが、自分のメンターと
して、マーケティングのグル（師
匠）であるヘルス＆ウェルネスコ
ンサルタントの Mind-Body 
Online（マインド-ボディ・オンラ
イン）の共同創設者であるセス・
ゴーディンとロバート＆ベバリ
ー・マーフィーの名を挙げていま
す）。 
 一方、彼はヨガ教師として広範
囲に渡るトレーニングを受けてき
ました。ダンヨガ、ダーマヨガ（ダ
ーマミトラ創始）、そしてマイケ
ル・イーガンと彼が研究したマル
ヨガの３つの認定教師です。 
 2010 年、アンドリューは自分
の創設したヨガスタジオを売却、
自分のエネルギーをヨガ教師とヨ
ガビジネスのためのトレーニング、
メンタリング、コンサルティング
へ注ぎました。ダーマヨガのコン
サルタントとして、彼は 7,000 平
方フィートの本店スタジオの建設
にマンハッタンのウェストサイド
を選び、監督しました。 
 そして、クリパルが彼をみつけ
たのです。Athena Capital 
Advisors（アテナ資本アドバイザ
ー）の受託会メンバーであるリゼ
ット・クーパーが、求職リストに
あったアンドリューに気づきまし
た。投資アドバイス会社への求職
にヨガ教師が載っていたことに興
味をそそられ、彼女は彼に会うこ
とにしました。 
 リゼットはこう言います。「会
ってみて、アンドリューには非常
に感心させられました。「ヨガを
する人」には希な事業家のハート
とスピリットを持っていたからで

す。彼が自分のヨガスタジオのチ
ェーン化について語るときの話し
方でわかりました。ヨガ教師たち
が新しい生徒を引きつけているの
か、そうでないのかをどのように
モニターするか、彼らの提供する
ものをどのようにしたらより成功
できるか、自分のクラス時間をど
のように効率化するか、そして、
マーケティングの予算をどのよう
に振り分けるかなど。私は非常に
感動しクリパルに彼を紹介しよう
と思ったのです。」 
 アンドリューと彼の妻アレウム
は、５月に結婚し、７月にバーク
シャー地方に移ってきました。「私
がここへ来た理由は、クリパルの
伝統を、かつてないほど大規模に
世界へ広げていくことです。」ア
ンドリューは、シャドーブルック
の２階の事務所でピーチティを注
ぎながらこう話していました。「ク
リパルは、グルの失脚後も生き残
り、そして方法論として栄えた非
常に数少ないヨガの教育機関の一
つです。私たちは、世界に対して
とてつもなく大きな責任を負って
いるのです。」 
 「アンドリューは、情熱と創造
性、好奇心と自信を珍しいほどよ
く兼ね備え、それを自分の地位に
活かしています。」とクリパルの
CEO のディビット・サレンダーは
言います。「彼の学ぶ意欲と教師
に対し心を開く能力は、彼を優れ
た教師として、また、この分野に
おける斬新的なリーダーとさせて
います。」 
 大きな規模では、アンドリュー
はクリパルの CEO ディビット・サ
レンダーと共に、クリパルとヘル
スケア・システム、学校、大手企
業、教育団体との間に不可欠な協
力関係を築こうとしています。し
かし、アンドリューは、もう少し
細かい部分にも注意を払います。
例えば、彼の目的のひとつは、ク

リパルヨガ教師トレーニングのマ
ニュアルを iPad やキンドル（アマ
ゾンが販売する電子書籍リーダー）
に対応させ、自動的に改訂される
ようにすることです。彼は、生涯
学習からオンラインツールの更新
まで、ヨガ教師たちが必要とする
ものを提供し、教師としてだけで
なく事業家としても成功するよう
な統合的な解決策を心に描いてい
ます。 
 「KYTA は、所属教師たちを高
めるために 21 世紀のテクノロジ
ーを最大限に駆使した組織へと発
展するでしょう。」アンドリュー
は続けてこう言います。「卒業生
たちは、私たちのビジョンを可能
にする人たちです。私たちは、彼
らを養い、彼らの成長を促し、こ
の厳しい競争経済の中で、正当に
生計を立てていく機会を提供する
必要があります。」アンドリュー
は2012年の KYTAメンバーのた
めに、いくつかの意義のある新し
い特典を始めようとしており、ウ
ェブサイト、経営とマーケティン
グのサポート、そしてクリパルの
ウェブサイトにある「Find a 
Teacher」の存在感をもっと強め
ることを主要なテーマとしていま
す。 
 またそれに次ぐ、新しい「YTT 
On the Road プログラム」は、ク
リパルのアフィリエートスタジオ
に、その地域でクリパルヨガ教師
トレーニングを開催することがで
き、そのためのすべてのリソース
は提供されるという取り組みも始
まりました。加えて、1,000 時間
教師トレーニングの場が 2013 年
に始まることが決まりました。「こ
れはクリパルヨガ教師であること
の意味を高めてくれるでしょう。」
とアンドリューは言います。「社
会はヨガ教師にさらに多くを求め
ています。だから私たちはその必
要に答える必要があります。」
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日本におけるクリパルヨガ 
トレスカ・ワインスタイン 

 
 日本でヨガをする人々にとって、
クリパルヨガはヨガと人生両面に
おいて新鮮な視点を与えています。
「個々に対する尊重があります̶
自分が何を考え、何を感じている
かを非常に大切にしています。」
と、日本で唯一のクリパルヨガの
スタジオ経営者である三浦徒志郎
は言います。「心（マインド）と
は、変えたり否定したりするもの
ではなく、むしろ気づいてあげて、
親しみを持ってつき合っていくも
のです。それは、日本の人々にと
っては、とても異なったヨガに対
する視点です。」 
 4 年間のアメリカ滞在中に、徒
志郎はクリパルヨガを紹介され、
ペンシルベニア州にあるアシュラ
ムでスワミ・クリパルに出会いま
す。1981 年、彼はアメリカ人の
クリパルヨガ教師であった先妻と
共に日本に戻り、小田原という小
さな街に住むことになりますが、
ヨガクラスがどこにもありません
でした。 
 そこで、彼らは共にクラスを教
え始めることになります。彼女が
教え、彼が通訳をしました。「ボ
クたちはそれをクリパルヨガと呼
ばなかったものの、それが日本で
の最初のクリパルヨガでした。」
と徒志郎は言います。まもなく、
彼がクラスを引き継ぐことになり、
鍼灸の治療をしながら 12 年間テ
ィーチングを行いました。1991
年アムリット・デサイ氏の来日に
励まされて、彼はクリパルヨガの
教師トレーニングを 1994 年に修
了します。「日本人として、クリ
パルヨガはボクに、それまで抑圧
してきたリアルなフィーリングや
考えに触れるのを助けてくれ、ま
た同時に自分自身を受け入れ、自
分自身に責任を取る励ましになり
ました。この観点から、ボクは日
本のたくさんの人たちもクリパル

ヨガから得るものがあると信じて
います。」と彼は言います。 
 その信念で、徒志郎と日本人で
現在の妻である三浦まきこは、ク
リパル・アフィリエイト・スタジ
オである Yoga of Life を創設しま
す。現在、そこで 12 人のクリパ
ルヨガ教師を雇い、さらに、全国
で教えている 80 人のクリパルヨ
ガ教師をトレーニングしてきまし
た。徒志郎は、ブラーマニ・リー
ブマン(Brahmani Liebman)とジ
ャショダ・エドモンズ(Jashoda 
Edmunds)による２回のクリパル
ヨガ教師トレーニングを主催し、
その後、クリパルヨガ教師トレー
ニングを自らが引き継いでいます。
また、彼のスタジオは、2012 年
のYTT On the Roadとなる可能性
があります。 
 2003 年、徒志郎は 500 時間の
教師トレーニングのモジュールに
参加するためにクリパル・センタ
ーに戻りました。その訪問の折に、
彼はクリパルのヨガへのアプロー
チに関する最も信頼のおける本、
『クリパルヨガ~ヨガの実践と人
生へのガイド~』の著者であるシ
ョーバン・リチャード・フォール
ズ(Shobhan Richard Faulds)と親

交を持ちます。
「日本でヨガを実践する人たちに、
この本がクリパルヨガを理解して
もらうための最高のガイドブック
になると思いました。」と徒志郎
は振り返ります。「クリパルを日
本のヨガの実践者や探求者とシェ
アしたい。」「日本の問題は情報
へのアクセスがほとんどないこと。
すべてのクリパルヨガの本、DVD、
CD は英語しかないからです。」 
 日本のコミュニティのためにこ
の本を翻訳することを決意し、出
版社を探し始めました。延々と行
われた交渉の末、日本のインフォ
レスト出版社（すでに日本版の「ヨ
ガジャーナル」を出版していた）
が、その本の版権をアメリカの出
版社、バンタム(Bantam)から獲得
します。 
 2 年間の作業の末、日本版『ク
リパルヨガ~ヨガの実践と人生へ
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のガイド~』が、クリパルのプレ
スポイントの DVD と共に 9月に
出版されました。これまでに徒志
郎の東京スタジオでは 200 部以
上の本が売れています (2012 年
10 月現在) 。 
 彼のスタジオでは毎月 500 人
ほどの生徒に応じていますが、徒
志郎によると、初期のアメリカの
ヨガブームのように、日本の人々
ははじめ健康になるためにヨガに

向かい、その後に実践の心理的、
感情的、そして精神的な要素に興
味を持ち始めるといいます。 
 「日本のヨガの実践者たちは、
クリパルヨガの現実的で人生に応
用できるアプローチに感謝をして
います。それによって彼らの多く
が人生の生き方や視点について変
革となる体験をしているからで
す。」と徒志郎は言います。「難
しいのは、日本人は内面で起きて

いることを感じるように励まされ
てこなかったことです。だから、
最初は困惑もするし、時間もかか
る。それでも、人々が自分の中で
体験していることを理解させ、そ
れを意識的にコミュニケートし、
お互いにシェアするツールをクリ
パルヨガは与えてくれます。」 
 

 
 
 

 
 
ホリスティックな健全性、統合的機能、自己実現 
 
2011 年 KYTA カンファレンスでの 
ショーバン・リチャード・フォールズのスピーチから抜粋 
 
 
 

 ヨガはたんなる教典や教えをま
とめた概論ではなく、生命の力と
意識的な気づきによって息づく炎
のようなもので、それは、実践者
のハートとマインドで絶えず燃や
し続けるべきものです。その炎を
燃やし続けるのは、癒し、成長、
神聖な自己発見への確かな道に生
徒たちを導くことのできる熟練し
た教師たちであり、この炎をより
明るく燃やすのは、意識的な気づ
きや自己理解への新たなレベルへ
と突破していく深みのある実践者
たちです。さらにこの炎を広める
のは、この部屋を埋め尽くしてい
る輝く魂たちであり、自らの最高
の表現だけでなく、他者への啓蒙
のために自らを捧げている人々で
す。 
 私たちヨガの教師と実践者がコ
ミュニティとして一丸になり、ヨ
ガの輝かしい過去と、希望豊かな
未来を橋渡しするのなら、そして
私たちの生徒だけでなく、これか
らヨガを求め訪れるであろう数え
切れない人々のニーズに応えよう
とするなら、私たちはこの壮大な
曼荼羅の中でしっかりと役割を担

わなければなりません。 
 謙虚に、しかし同時に、勇気、
気高さ、強さと共に、ヨガのより
深遠な真実を自分自身の為にしっ
かりと実現し、永遠に進化し続け
る精神的伝統の一部として、自ら
の自己発見から生じる輝きで指導
すべきでしょう。 
 
ヨガは効く！（yoga works）  
 ヨガがポピュラーなのは、シン
プルな理由によります。今の自分
の状態に合わせて行え、そこから
より良いところへ進む手助けとな
るからです。教師として、私たち
はヨガに引き寄せられる様々な
人々の幅広いニーズを毎日目撃し
ているでしょう。多くの生徒は体
を鍛え健康を保つためにヨガにや
ってきますが、ペースの速い激務
の生活から生じるストレスから一
時的に逃れるためにヨガに来る人
もいます。また、人間的成長と自
己開発の道具としてヨガを練習す
る生徒もいれば、自己との関係性
をより深めるためにヨガをする生
徒もいます。こういった様々な人
たちが一つの同じクラスにマット

を並べてヨガを練習するというこ
とはよくあります。 
 もし、個を越えて、ある特定の
人々に手をさし伸べたいと考える
なら、「クリパル・ティーチング・
フォー・ダイバーシティ・プログ
ラム」が説得力ある形で示すよう
に、ヨガの驚異的な効果はさらに
広がるでしょう。こうした様々な
人々が心の安らぎや再生のために
ヨガを求めに来ますが、ヨガはそ
の期待に確かに応えてくれます。
それだけでも素晴らしいことです
が、私がさらに凄いと思うのは、
こうしたヨガに来る一人一人が、
有能な指導者に出会う必要性をき
わめて重要なことと捉える時があ
るということです。しかも、ここ
に座っている皆さんの中に、ある
いは私たちのネットワークの中の
誰かは、彼らのニーズに応えられ
るだけのトレーニングを積んでい
たり、個人的な体験やスキルを持
っています。この取り組みに自分
自身が関わっていることを、私は
とても誇りに思っています。 
 しかし、ヨガはただ単に自分の
現在の状態に合わせてくれるだけ
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ではなく、さらに別のところへ導
いてくれます。ヨガに来た理由が
何であれ、定期的な練習を始め、
それを続ければ、自分の求めてい
た以上のものが得られます。ヨガ
は、さらなる全体性、躍動感、精
神的深みへの道をも与えてくれま
す。そして、適した時期に、適し
たあり方で、自分のより深い潜在
性を探求する象徴的な扉が開かれ
るでしょう。もし、そこに入った
なら、私たちがまだよく理解して
いない、しかし、より高いレベル
の人間成長へと導いてくれる道が
あることを発見するでしょう。も
し、そこで一歩前に進めば、自分
の旅が始まったことになるのです。 
 
ユニークで普遍的 
 この旅における一人ひとりの体
験はユニークです。その道は、こ
れまでの人生で自分がいかに、そ
して、どれほど酷く傷つき、打ち
のめされ、歪められてきたかに基
づいて展開されると言われていま
す。この見解には真実性がありま
す。なぜなら、精神的な道程の一
本の柱は、内側および外側で起こ
った体験が自分を叩き、練り、磨
きながら、シンプルでオープンな
自分の自然な状態に戻っていくス
トーリーライン（道筋）だからで
す。 
 このストーリーラインは、いか
に強く説得力があっても、精神的
な道程の一面でしかありません。
もう一つの柱は、ぴったり寄り添
いながら まさにその道程で同時
進行する発展的プロセスです。よ
り深く隠された可能性が現れると、
はっきりとわかるアイデンティテ
ィの状態や段階や変化といった進
歩を通過するでしょう。出会う課
題や通過する内容において、この
道を歩む体験は、非常に個人的で
ありながら、人間性の発展という
普遍的な鋳型に基づいて展開する
のです。 
 生徒の前進を阻むものが何であ
れ、それらを手放せるように励ま
してあげられる点において、私た

ちクリパル教師は他に類を見ない
ほど熟達した存在です。私たちの
困難は、それと等しく、彼らのよ
り深く絶え間ない発展を促してあ
げられるようになることだと私は
信じます。それが私たちの困難だ
と言うのは、それなりの理由があ
ります。つまり、人々は活気的な
方法で癒し、成長し、目覚めます
が、それはシンプルでも容易でも
ないからです。それでも、私たち
のヨガクラスにやって来る健康で
高い意識を持った個人をヨガの奥
深さへと導こうとするなら、そし
て特に特別なニーズを持つグルー
プを指導したいと思うなら、クリ
パルヨガで言うところの「変革的
なプロセス」のステージをしっか
り自分のものにしなくてはなりま
せん。 
 
欠陥のある車軸 
 ヨガの教えであるクレーシャ、
つまり煩悩について話しましょう。
クレーシャの裏にある原理には、
アヴィディア（無明）…自分が誰
で何者なのかを知らない状態…と
いうものが、人間の苦悩の根源的
原因であるという考え方がありま
す。この苦悩はドッカと呼ばれ「不
満状態が蔓延して、私たちのあら
ゆる存在に充満している」とされ

ています。 
 ドッカは、文字通りには「欠陥
のある車軸」という意味ですが、
なぜ賢者たちはこの言葉とイメー
ジを選んだのでしょう？古代の牛
車が道をゆっくり進んでいる状況
を思い浮かべて下さい。もし車軸
に欠陥があると、進むたびにひど
く揺れるでしょう。これは私たち
が真の自己と繋がっていない時の
人生を喩える視覚的なイメージで
すが、この車輪を使った譬えには
他にも意味があると思います。 
 クリパルヨガで言う自己を表現
するコーシャのモデルを思い浮か
べて下さい。円形で車輪の形をし
ているのが分かると思います。ヨ
ガの練習を始めると、アイデンテ
ィティが「考える心」に繋がりま
すが、これは円の中心ではありま
せん。つまり車軸、心棒が抜けて
いる状態なので、人生をたどる道
をドスン、ドスンと揺れながら進
むことになります。 
 円の中心へそのまま移動した方
が理にかなっています。しかし、
それはクリパルヨガのやり方では
ありません。最初は、円の外側に
移動して、身体との結合を鍛錬す
る方がより効率的です。体の中に
しっかりと自身を安定させれば、
「考える心」への焦点から自分を

 

多角的自己の５つの鞘 コーザル／至福体、 
スピリット・プラーナ 

直感的な心と高次元の感情 

考える心と自己防衛的感情 

神経系、バイオ・プラーナ 

肉体 
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解放することができます。身体と
しっかり繋がれば、自分の全体性
を回復するプロセスにおいて、自
分の存在のすべての層を目覚めさ
せながら、円の中心に移動してい
くことができます。自己の中心へ
近づいていくと、自己の周囲で心
身が統合され、心理的な成長期を
継続的に体験するでしょう。 
 この視点から言えるのは、クリ
パルの道は４楽章から成るシンフ
ォニーなのです。体へ回帰、全体
性の回復、（自己の周囲における）
心身の統合、（充足感の発見と自

己実現と自己覚醒を通した）解放。
どのようなシンフォニーでもそう
であるように、各楽章は順番で行
われるのがベストで、発達課題や
内面的作業がある程度十分なレベ
ルに完成されるまで、明確な目的
と強さを持って続けるべきです。
初期の段階で行う作業は確かに持
続しながらも、自分の焦点ではな
くなっていきます。この発展には、
ある程度の自然な度合いがありま
す。自分の人生が語りかけてくる
内と外の声によく耳を傾ければ、
次の新しい方向へ意識的に進むた

めの最も適したタイミングは自ず
と分かるでしょう。この旅を辿っ
ていくことで、生徒たちを導くた
めに必要な個人的な体験を得るこ
とができるでしょう。 
 
クリパルのプレジデントとして 3 年間

（1998 年~2001 年）、そして、クリパ

ル理事会の理事長として 9 年間務めた後、

ショーバン・リチャード・フォールズは熱

心なヨガ実践者として復帰し、法務担当責

任者として努めている。妻で詩人のダナ・

フォールズと共にヴァージニア州在住。 

 
 


