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  暗闇から光へ 
   ある母親がアーユルヴェーダを通して辿ったトラウマからの癒し旅路 
   ローレイン・キャナッタ 
 
 

 
 私がアーユルヴェーダを学ぼう
と決めたきっかけは、家族のトラ
ウマでした。私の息子、ジェイコ
ブは妻と子供を連れて、2005 年
の夏に私たち夫婦を訪ねてやって
きました。ジェイコブが激しく体
調を崩したのはその時です。彼は
入院し、生命維持装置につながれ
ました。医師らは原因を解明出来
ず、そのことが治療を難しくしま
した。数日間、また話せるように
なるのか、再び目を覚ますのかさ
えわからない状態でした。24 時間
つきっきりで、家族が交代でジェ
イコブを看病しました。 
 
 集中治療室で 11 日間を過ごし
た後、ジェイコブは我が家に戻り、
私たちのもとで療養することにな
りました。今日、ジェイコブが元
気でいることを何よりも感謝して
います。結局、はっきりした病因

は判明しませんでしたが、私たち
は彼らが購入した家を改築する際、
吸い込んだカビが肺胞に詰まって
空気が通らなくなる状態を起こし
たのだと考えています。 
 ジェイコブが回復しつつある間、
私は同時に80歳の母と10ヶ月の
孫娘の面倒を見ていました。3 ヶ
月後、息子が家族を連れて我が家
を去ったとき、私は突然の空虚感
と疲労感に襲われました。その後
数週間、とてつもない不安感、涙
が止まらない現象、深く暗い落ち
込みを体験したのです。料理はお
ろか、掃除も出来ず、自分の着る
ものさえ管理できない状態でした。
体はいたるところで痛み、全く食
欲がなく、睡眠も取れませんでし
た。救急車の音を聞くたびに全身
が固まったものです。 
 ようやく、自分の統合がなされ
ず、家族の危機から前進出来ない

状態であることを私自身が認めた
時、地元のセラピストを訪ねまし
た。そこで PTSD（Post Traumatic 
Stress Disorder/心的外傷後スト
レス障害）と診断されたのです。 
 自分の人生を癒す必要があると
私自身でわかっていました。そん
な時、クリパルからのカタログが
届き、かつてクリパルセンターを
訪れた時に得た安堵感と居心地の
良さを思い出したのです。センタ
ーでの食事、ヨガ、心安らぐ環境
が私を生き返らせてくれたことを。
クリパル・スクール・オブ・アー
ユルヴェーダのことを読み、心に
希望がわき上がったことを覚えて
います。 
 私が最初に就いた仕事は外科手
術の技術者で、手術で疾患部位を
切り取ったり、損傷した骨を繋げ
たり、肉体部位の機能障害を治し
たりするチームをサポートしてい
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ました。私は癒しのプロセスにず
っと興味を持っていて、行動の変
化によって心と体と魂にバランス
を戻すアーユルヴェーダ哲学に惹
付けられました。2005 年の秋、
私はトレーニングへ申込みをしま
した。 
 研修が始まった最初の週末に聞
いたデヴィッド・フロウリー博士
の言葉が今も耳に残っています。
「智慧とは、私たちの命を照らす
真実の炎である。私たちがどう育
むかによってその炎は変わる。私
たちがどう生き、どう成長するの
かを照らす光にもなるし、あるい
は私たちの心を狭くし、衰弱させ
る暗闇にもなる。」その週末の体験
は、すべてとひとつになった感覚
に包み込まれていました。ジャー
ナリング、チャンティング、アー
ユルヴェーダを毎日の習慣にして
自分をケアする方法など、ヴァサ
ント・ラド（Vasant Lad）やロバ
ー ト ・ ス ヴ ォ ド バ （ Robert 
Svoboda）といった近代の偉大な
師らと共に、この 5000 年の歴史
を持つ科学を学びました。 
 食事やアーサナ、瞑想の練習な
どを通じて自分のドーシャ（気質
体質）にどのようにバランスをも
たらすのかを学び実践して行く中
で、私は自分自身が回復していく
のを感じました。集中力が増し、
眠りが深くなり、再び笑うことが
出来るようになった自分に気づき

ました。 
 2007 年に卒業後、私は学んだ
アーユルヴェーダを家族や友人た
ちに少しずつ試し、2009 年 Five 
Elements Healing Center をここ
コネチカット州コールチェスター
の小さな町に開きました。産後、
月経、閉経前後の問題に悩む女性
にフォーカスを置いています。ア
ーユルヴェーダを実践することで、
中毒症状から抜け出そうとするク
ライアントの悩みを緩和すること
もできました。 
 この 5 月、私は州政府の児童・
家庭局（Department of Children 
and Families) から招かれ、自宅
から車で 30 分ほどのコネチカッ
ト州ノーウィッチにある本部で働
くスタッフ向けのワークショップ
を開催しました。またワークショ
ップと共に、15 分の個別コンサル
テーションにも合意しました。ど
ういう反応があるのか、誰が興味
を持ってくれるのか全く予想出来
ませんでしたが、コンサルテーシ
ョンの受付枠はいっぱいになり、
扉の向こうまで人が並んで待って
いる、という結果になりました。 
 問題を抱える家族や虐待を受け
ている子供たち、中毒に苦しむ親
たちの手伝いをするケースワーカ
ーやソーシャルワーカーの人々と
対面するのは驚くような体験でし
た。彼らは消化器系の問題や、疲
労感、不安感に対処する方法を私

に求め、私が提供した情報や課題
を非常にオープンに受け入れてく
れました。一人の上司は私と一緒
に 床 に 座 り 、 "Empty Bowl 
Meditation"という瞑想を一緒に
練習してくれました。これはラド
博士が教えてくれたワークです。
まぶしいばかりの黄色のシャツと、
それに合ったネクタイをしていた
彼は、靴を抜いで床にあぐらで座
り、いったん他の活動を停止して、
彼自身の呼吸に耳を傾けました。
混沌とした中に癒しとシンプルさ
をもたらす練習を提供することで、
このコミュニティにアーユルヴェ
ーダを持ち込むことが出来たこと
を光栄に思います。 
 この児童・家庭局のウェルネス
を育むプログラムに私は今後も関
わっていきます。最近、局が入っ
ている建物ではヨガクラスがスタ
ートしました。こうしたプログラ
ムや練習を通して、スタッフたち
は自分自身の声に耳を傾けている
のであり、同時に彼らが対応して
いる人々にもより耳を傾けるよう
になっているのです。これによっ
てスタッフたちの人生がどれだけ
深く影響を受け、そして彼ら自身
がどれだけ多くの人たちに影響を
与えているのか、そうした変化が
現実としてはっきりと示されてい
ます。私はこうしたワークを出来
ることに心から感謝しています。 
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２本目の柱 「全身全霊で取り組む」  
~書籍『The Great Work of Your Life』からの抜粋：天職への旅のガイド~ 
ステファン・コープ 
 
 クリパルの IEL（Institute of 
Extraordinary Living）のディレク
ターは、彼の新刊の中で、ダルマ、
つまり聖なる使命という概念を探
求するための視点として、バガヴ
ァッド・ギーターでのクリシュナ
とアルジュナの対話を引用したり、
「普通の人生」と「非凡な人生」
について話しています。この抜粋
で は 、 超 越 し た 行 為
（Naishkarmya-Karman）として
知られるクリシュナの世界の 4 本
柱の行為のうち 2 本目の柱につい
て述べています。 
 
 数年前、ニューヨークのアート
ギャラリーをあてもなくぶらぶら
としていた時のことです。 衝撃的
な日本版画に思わず足を止めまし
た。それは、葛飾北斎の「神奈川
沖波裏」で、巨大な迫りくる波が
遠くにある山を取り囲んでいる絵
でした。私は大学の美術の授業で
この絵について何となく学んだこ
とを覚えていました。その絵には、
前景に動いている波、そして遠く
に、小さく動かない山を据えると
いう、何か「革新的な技法」が用
いられたのではなかっただろう
か？確かに、今ならそれが分かる
のです。そして何よりも、私はそ
れを感じていたのです。人生の半
ばに差し掛かった私には、大学 2
年の頃には気づかなかったエネル
ギーとパワーでこの絵は満ちてい
ました。 
 しかしながら、絵そのもの以上
に、その横のアイボリー色の小さ
なカードに書かれていた作品につ
いての絵師の言葉に心を奪われま
した。「６歳頃から、生き物のスケ
ッチを始める習慣がありました。」
と始め、こう続きます。 
 「私はアーティストになり、50
歳からいくつか評判を勝ち得る絵
が描けるようになりましたが、70

歳以前の作品は注目に値するもの
はありません。73 歳になりやっと、
鳥、虫、魚や植物が育つ構造を掴
み始めました。挑戦し続ければ、
86 歳になる頃には、確実にそれら
をさらによく理解できるようにな
るでしょう。そうすれば、90 歳に
は、それらの本質を見抜くことが
できるようになるでしょう。100
歳になるころには、きっとそれら
の神性を理解することができ、
130、140 かそれ以上になれば、
私が描くすべての点や線に命が吹
き込まれる段階へと到達するでし
ょう。ああ、天が長命を与えてく
れて、これが嘘ではないと証明す
るチャンスを与えて欲しいもので
す。」 
 私が描くすべての点や線に命
が吹き込まれる！ 
 彼こそが作品に情熱を持つ人間
です。私はさらに詳しく知りたく
なりました。彼は実際に 140 歳ま
で生きたのだろうか。その後、描
かれた点や線はどんなものだった
のだろうか。 
 私は絵の前のベンチに座り、メ
モを取りました。「葛飾北斎、
1760-1849、日本の版画家、日
本における中国画の大家、浮世絵
師、日蓮宗の僧侶」 
 その後、家に戻り、北斎をグー
グルで検索しました。彼は 89 歳
で生涯を閉じたが、思った通り、
死に際してまでも、自分の芸術を
より深く掴み取ろうとしていたそ
うです。「天が私にもう 10 年、い
やあと 5 年でもくれたなら、私は
真の絵師になれたのに」と、叫ん
だそうです。北斎は、「物事の本質
を掴み取る」方法として彼の作品
をとらえていました。そしてそれ
は成功したように見えます。死後
150 年経った今でも、彼の作品は
ギャラリーの壁から離れて手を伸
ばし、しっかりと私の心を掴んだ
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のですから。 
 何にもまして、私は北斎の作品
に対する情熱の質に惹きつけられ
ました。彼は、人生をダルマに捧
げることで、深く、激しい人生と
なりえることを理解させてくれま
した。 
 
 クリシュナとアルジュナの「驚
くべき対話」の最初の部分では、
人間として充分に活き活き生きる
道でのダルマの役割とその本質に
ついて語っています。これまで、
私たちは、ダルマとは何かという
洞察について話して来ました。つ
まり、あらゆる局面でダルマを探
し出すプロセスについてです。し
かし、ここで新しい局面が生まれ
ます。自分のダルマを見つけたら、
それをしっかりと情熱を持って抱
き入れ、そこに自分のすべてを打
ち込むのです。全身全霊で。 
 「自分のダルマに関して、躊躇
してはいけない。」とクリシュナは
アルジュナに教えています。躊躇
する心は分裂した心だ。躊躇する
心は疑う心で、心が心自体と戦う
ことになる。無知で、優柔不断で、
信念が欠如すると、人生を無駄に
する。そういう人間は、この世で
も、また、どこにおいても幸せに

はなれないのだ。」とクリシュナは
言います。 
 さて、この北斎という人の特徴
は、迷うことなく道を進み、明ら
かに人生を無駄なく過ごしたと言
う点です。実際に彼は一瞬たりと
も無駄にしなかったようです。充
実した人生の興味深い側面は、そ
ういう人生を送る人たちは、どの
ようにエネルギーを集約し、集中
し、そして、引き出すかを学んで
きたようです。北斎のように、そ
ういった人々の人生は誘導ミサイ
ルのように映ります。 
 どうすればそんなことができる
のでしょうか？どうしたら、私た
ちほとんどが生きている散漫な心
から、北斎のような集中した心に
なれるのでしょうか？ 
 クリシュナは、この原則を簡潔
に言い表しています。目的そのも
のと合致した行為は統一を生む。
ダルマを意識的に支える行為は、
エネルギーを集約する力がある。
これらの外へ向かう行為は、しだ
いに、私たちの内面を形作ってい
く。ダルマを見つけ、それを行い
なさい。そしてその行為の過程で、
エネルギーがレーザービームのよ
うに集約し、成果を生むのだ。 
 クリシュナは素早くこのように

付け加えています。結果について
思い悩むのではない。成功も失敗
もあなたには関係ないことだ。自
分のダルマではないことで成功を
収めることよりも、自分自身のダ
ルマで失敗することの方がいいの
だ。自分の仕事は、自分のダルマ
を達成するために、できる限り多
くの生命の力を集めることだ。こ
の精神性については、中国のある
偉人 Guan Yin Tzu がこう記して
います：「成功と失敗の数を数えて、
人生を無駄にすべからず。ただ目
的を定め始めるべし。」 
 
 
ステファン・コープ（Stephen Cope）
著：『THE GREAT WORK OF YOUR 
LIFE』Copyright ©2012 より 
 
ステファン・コープ：臨床心理士、ク
リ パ ル ヨ ガ の シ ニ ア 教 師 、 IEL
（Institute of Extraordinary Living）
ディレクター。著書に『Yoga and the 
Quest for the True Self』 『The 
Wisdom of Yoga: A Seeker’s Guide 
to Extraordinary Living』などがある。 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 あなたの視点を逆転させよう 
  ~サム・チェイスへの問い~ 
 
 
 
  
 

 
 クリパルヨガ教師のサム・チェ
イスはワークショップ「重力に逆
らう：アームバランスの指導と実
践」を 2012 年 10 月 9 日~12
日の KYTA コンフェレンスで担当
しました。 

 
 
サムは、国連や州兵のためのヨガ
プログラムを行い、また、全国的
に教師トレーニングのプログラム
やワークショップを行っています。 
ヨガブリテンの編集者であるトレ
ッサ・ウェインスタインとの最近
のインタビューにおいて、サムは、 

 
 
逆転がなぜ恐怖と同様に大きな変
容を起こしうるのか、そして教師
は生徒に対してこの経験をどのよ
うに手助けしていくことができる
のかについて語っています。 
 
ヨガブリテン（以下 YB）：なぜ多



 5 

くの人が逆転に恐怖を感じるので
しょう？ 
サム：解剖学と生物学的な観点か
ら見て、怖いと感じる理由の一つ
は、私たちは、ほとんどの時間、
自分たちにかかる重力を、上から
下へという形で体験し、体もその
一定の感覚に順応していることが
考えられます。逆さまになれば、
重力は、反対にかかり、足から頭
へとかかっていきます。体内の組
織の中でも、固有受容覚*の細胞は
重力に反応するように作られてい
て、初めて逆転をするとき、今ま
で感じたことのない感覚が体に生
じるのです。それは大きく方向感
覚を失わせますが、それを賢く取
り扱えば、実に生産的な方法で方
向を見失わせることもできるので
す。それはまさに 1 歳の赤ちゃん
が歩くことを学ぶようなものです。
ある人々にとっては、前屈のよう
なとても単純なポーズでさえ、体
のパターンについて考えさせられ、
体の中で新しく存在するとはどう
いうことか考えさせられます。そ
れは、恐ろしさと同時に、とても
人を力づけるのです。 
 
YB: 逆転に慣れていない生徒とは、
どのような方法で取り組んでいく
といいでしょうか？ 
サム：実際に最も効果的だったこ
とは、ただそのまま受け入れると
いうことです。生徒の体験をその
まま肯定して、これは、全く新し
い方法で、感じたり、解釈するた
めの、一つの体験なのだというこ
とを生徒に伝えるのです。怖いか
もしれないし、勇気づけられるか
もしれない、色々な体験があり得
ます。新しい視点から自分自身を
理解するプロセスに関心を持つよ
うになれば、文字通り、足が地面
から離れるかどうかは重要ではな
くなるのです。これは違いを生み
出す方法なのです。ヘッドスタン
ドでもカラスのポーズでも、私は、
生徒にたくさんサポートをします
が、そのプロセスの中で、自分に
とって何が最も意味深いかを問い

かけます。逆転をして、その形を
作り上げることかもしれないし、
このジェスチャーに取り組む時に
湧き上がる感情的なものに時間を
かけて感じることかもしれない。
単なる形としてではなく、むしろ、
その体験をプロセスとして私たち
が認め、手にしているすべてのツ
ールでそのプロセスをサポートす
ることができれば、真に素晴らし
い体験の秘訣となるでしょう。 
 
YB：私たちの中には、逆転のポー
ズは、どんなに頑張って挑戦して
も、体型や強さのレベルによって
できそうにないと思っている人も
います。それは事実でしょうか、
それとも練習すれば誰でもできる
ものなのでしょうか。 
サム：私の意見ですが、どんなポ
ーズでもジェスチャーでも、十分
な練習をすればできるという一般
的な認識は、最も危険な考えの一
つだと思います。ポーズの中には、
繰り返すうちに、自分がどこから
来て、どこへ行きたいかによって、
明らかに適切なジェスチャーでな
いと分かるものもあります。私に
とってクリパルヨガが大好きな理
由は、それが、常に今いる自分と
向き合い、どこに行きたいのかを
熱心に聞き取るよう勇気づける練
習だからです。選んでいくポーズ
それぞれが、それを可能にし、促
すためのツールとなります。つま
り、人々にとって適切ではない、
なかなか手の届かないポーズだっ
たとしても、私の経験では、時間
と練習によって驚く程の可能性が
あるものです。私はこういった種
類のポーズを教える際には、ペア
を組んでもらったり、プロップを
使ったり、壁を使って練習したり、
ブロックやストラップを用いて行
うことが好きです。おもちゃ箱か
ら全部のおもちゃを引っ張り出す
感じです。そして、私は何度も繰
り返し生徒たちに、ヨガは強靭で
柔軟であることを求めているので
はなく、勇敢で謙虚で好奇心を持
つ事を求めているのだと言い続け

ています。どれだけ強靭か、どれ
だけ柔軟かに関係なく実践できる
ことがあるのです。 
 
YB：逆逆転のポーズの効果とはな
んですか？ 
サム：私が注目している効果の一
つは、固有受容覚が強くなること
です。年齢とともに、固有受容覚
の能力は急速に衰えていきます。
一般にヨガや特に逆転のポーズは、
空間に対する肉体感覚を養います。
また、バランスや循環器系にも効
果があります。別のレベルでは、
多くの人々にとって、まったく新
しい視点から自分自身を理解する
感性を力づけてくれます。これら
のジェスチャーは真に変革を起こ
す潜在性を秘めているのです。 
 
YB: あなたは、逆転のポーズを表
す際に、「ポーズ」というよりむし
ろ「ジェスチャー（身振り、仕草、
意思表示）」という単語を使ってい
ますが、どのような違いがあるの
でしょうか。 
サム：教師としてポーズについて
話そうとすると、人々はポーズの
ことを形を取ることと同じ意味に
解釈します。しかし、私は形は重
要だとは思いません。私は皆にポ
ーズというものをプロセスとして、
体験として、時間の流れの中で起
きる出来事として捉えるように勧
めるのであって、空間的に起きて
いる形としてではありません。ジ
ェスチャーには、始まり、中間、
終わりがあります。ポーズという
ものは、現実には「さあ、こうや
って動こう」と自分自身に言う時
に始まるもので、そこから全ての
肉体的な動きや動作が流れ出しま
す。ポーズをジェスチャーとして
語ることは、「始めよう」と自分自
身に伝える瞬間からすでにポーズ
は始まっているのだと、自分自身
や生徒に対して思い出させる方法
なのです。三角のポーズはヨガ雑
誌に掲載される写真のような形に
自分を置くことから始まるわけで
はありません。私たちはポーズが
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意味する境界線を、そのすべての
プロセスを含んだ枠にまで広げる
ことができるのです。 
 
YB: あなたはポジティブ心理学を
学んでいますが、ヨガと何か関連
するところはありますか。 
サム：私のポジティブ心理学への
興味は、ヨガとの関わりと有機的
に繋がっています。私が教師トレ
ーニングの指導で生徒にする最初
の質問は、なぜヨガをしたいのか
ということです。まったくもって
異なるたくさんの答えが返ってき
ます：もっと体が柔らかくなりた
い、より穏やかになりたい、今世
で悟りたいなど。そこで、こう尋
ねます。なぜそうなりたいのか、
と。ある時点で、誰もが、こう言
って終わります。そうすれば、幸
せになれるように感じるから、と。
私たちの多くが、ヨガによってよ
り幸せになれると信じてヨガをし
ていることが、ある程度のレベル
で真実だとすれば、幸せとは何か
と考える時間をかけるのはとても
いいことでしょう。だから、幸福
や健全なあり方というものを明確
にするために、私は、ポジティブ
心理学と根拠に基づくアプローチ
の道に向かったのです。 
 難易度の高いポーズについて、
とても刺激的だと感じる考え方の
一つに、ポジティブ心理学にとっ
て欠かせない概念、心理学者が「フ
ロー」と呼ぶ概念があります。 
それは、挑戦する道のうえで、深
い約束をする体験です。特に私た
ちのように、ヨガの練習が好きな
人にとっては、これらのチャレン
ジするポーズがまさにそれにあた
ります。ポーズをとることで、自
分が思っている自分自身、そして
自分が思っている自分の強さのエ
ッジへと導かれていきます。その
瞬間、例外なく、自分自身の意識
がまるで進化したようだったと報
告してくれます。変容の時がくる
のです。いつもの体の境界線、自
分が出来ることの境界線を失い、
自分自身の意識が違ったあり方に

戻ったと伝えてくれる人も多くい
ます。体の感覚が変わったという
人もいますし、自分自身の感覚が
広がったという人もいます。私は、
逆転のポーズや、そして他の自分
は誰で、何を考えていているかに
挑戦するようなポーズ、そして私
たちが意識的に作り上げてきた自
己の境界線へと導く行為に、可能
性を見出しています。 
方向感覚を失う瞬間を体験し、そ
の瞬間の後、自分自身の感覚が戻
り、多くの人がとても意味深いと
表現するような何かしらの変化が
起きるのです。 
 
YB: KYTA カンファレンスのワー
クショップでは、何を行う予定で
すか？ 
サム：カラスとヘッドスタンドの
シンプルなバリエーションを含め
て、アームバランスと逆転の基本
に焦点を当てていく予定です。そ
のポーズの全てを表現することを
望んでいない人にとっても、これ
らのポーズの準備運動の部分を充
分に楽しんでもらえると思います。
何かちょっと斬新なものから、基
本的な土台となるものまで、たく
さん取り入れていきます。私の使
命は、教師の皆さんに道具箱を広
げ、これらのポーズを教え、体験
するという観点からみて、何が役
に立つかを探求することです。だ
から、全てをマットの上に広げて、
その結果どうなるかを見てみるつ
もりです。 
 去年の KYTA カンファレンスで
も、同様のワークショップを行い
ましたが、受け取ったフィードバ
ックの一つは、参加した人の多く
はアームバランスや逆転が初めて
だったということでした。このワ
ークショップはそういった人にま
さに最適なのです。もし、以前こ
れらのポーズが怖いなと思ったこ
とのある人や、ドアの前に座って、
そこからちらっとのぞいているよ
うな気持ちの人がいたら、ぜひど
うぞ参加してみてください！ 
 

*固有受容覚 (proprioceptive)：筋肉
を使う時や関節の曲げ伸ばしによっ
て生じる感覚のことで、体の異なるパ
ーツがお互いに、そして自分の周りの
空間とどのように関連しているかを
感じる感覚のこと。触覚が外の世界か
らの刺激を受けとめるのに対して、固
有受容覚は身体の内部からの情報を
脳に伝えるとされる。感覚を感ずるセ
ンサが身体の内部の深いところにあ
るので、深部感覚ともいわれている。
（訳者注釈） 
 


