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クリパルヨガ教師トレーニングの新しいヴィジョン 
~ランドル・ウィリアムズとの質疑応答~ 
 
 
 
 

KSYA（クリパル・スクール・オブ・
ヨガ・アンド・アーユルヴェーダ）
のカリキュラムマネージャーであ
るランドル・ウィリアムズは、ク
リパルのコミュニティに 20 年以
上関わってきました。クリパルヨ
ガ教師であり、教師養成トレーナ
ーでもあるランドルがリードする
リトリート（ヨガ・ニドラーと自
然の中でのマインドフル・ハイキ
ングが呼び物のプログラム）には
定評があり、センターでは四季を
通して開催されています。そのラ
ンドルが KSYA での仕事について、
私たちの質問に答えてくれました。 
 
▲YB：カリキュラムマネージャー
はスクールにとって新しい役割で
すが、どのような仕事をされてい
るのですか。 
ランドル：私は、学部長であるヒ
ラリー・ガリヴァルティス（この
記事の発行当時のクリパル・スク
ール・オブ・アーユルヴェーダ学

部長）とヨガナンダ・マイケル・
キャロル（クリパル・スクール・
オブ・ヨガ現学部長）をサポート
しています。彼らがクリパルをカ
リキュラム化する構想に集中し、
それを実現できるよう手助けして
います。何年にも渡り、クリパル
は様々な方向へと有機的に拡大し
てきましたが、私たちは今、統一
した体験をつくり出そうとしてい
るのです。建物の一角で行われて
いること、例えば 200 時間の YTT
を、別の一角で進行中の R＆R
（ Rest & Renew ）や Kripalu 
Healthy Living などのゲストプロ
グラムと根本的に同期させること
を目指しています。 
 
▲YB：日々の業務はどんな感じな
のですか？ 
ランドル：新しい運営管理部門の
チームは非常に建設的です。YTT
のマニュアルをアップデートした
り、主なポーズにおけるアシスト

やモディフィケーション（ポーズ
のオプション）、バリエーションへ
のクリパルの本質的なアプローチ
を 1500 枚以上の写真に納めまし
た。そこから学んだことは、それ
ぞれのアーサナには 20 近くもの
探求法があるということ、そして、
これらをわかりやすく写真で見せ
ることがクリパルヨガの発展をサ
ポートする基礎になり、クリパル
ヨガ教師の成長を促すということ
です。学習教材をアップデートし
改善するのは、クリパルにやって
くる生徒たちだけでなく、教師を
養成するトレーナーにとっても新
たな取り組みの鍵になっています。
今週は、ヨガナンダがポスチャ
ー・クリニック（ポーズの取り方
を詳細に紹介するもの）を経験豊
かなアプローチでデモンストレー
ションする様子を 3 本のビデオに
収めました。これらの素材は、教
える立場の人材を強化し、トレー
ニングプログラムの質を高めるで
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しょう。私たちのターゲットには、
ゲストにヨガを教える R＆R スタ
ッフや修了生も含まれています。
この仕事をともに行ってくれてい
るのが、クリパルヨガ教師で元
KSY インターンのスティーヴィ
ン・レナードで、彼は現在、エデ
ュケーション・コーディネーター
を務めています。 
 
▲YB：スクールにとって、より大
きなヴィジョンとは何ですか？ 
ランドル：クリパルヨガを現代的
に表現する新たなヴィジョンを模
索するために、私たちはこういう
問いかけをしています。；「足が床
に着くときはどんな感じ？」「手が
上がる時はどう？」「ハートが開く
ときは？」 
これはつまり、核となるカリキュ
ラムの普及と、指導に従事するた
めの基本的構想を KSYA が意識し
ているということです。地に足を
着けるイメージには、歓迎されサ
ポートされているという基本的な
フィーリングを促し、クリパルヨ
ガ実践者を安全に支える安定性と
いう広範囲な教えが含まれていま
す。手を持ち上げるときのイメー
ジは成長で、実践者が真に生きて
いると実感し、この惑星での使命
が何なのかを見つけられるよう招
き入れる、クリパルヨガの特徴的

な部分です。ハートの目覚めとは、
クリパルヨガの核であり、マット
の上でも外でも実践できるという
点から、慈愛は腕立て伏せ、親切
は腹筋に例えられるでしょう。私
たちの伝統にある聖なる文章にあ
るように、先人のヨギたちは、ハ
ートを明瞭に表現することが、マ
インドを効果的にコントロールし、
自然界の智慧と合致させる上で不
可欠であると知っていました。宇
宙が創造する奇跡を探検すること、
それが生きることの源なのです。 
 
グラウンディング、挑戦（チャレ
ンジ）、慈愛という 3つの教育方策
は、クリパルヨガの顕著な特徴を
理解するために用いられるツール
の一部です。３つのグナ、タマス/
ラジャス/サットヴァを使い、安定
性/活動/調和を説明することもで
きます。クリパルで行われるすべ
ての教育的行事のコンテンツは、
この３つの重要な鍵をクリエイテ
ィブに効果的に用いることで、評
価することができます。それが最
終的には判断なく自身を受け入れ
る技を発展させるサポートになる
でしょう。 
 
▲YB：実際に YTT で変更になっ
たのは、具体的にどのようなもの
ですか？ 

ランドル：私たちは、26 の核と
なるポーズを含む、ポーズ・トレ
ーニング・シリーズを作成しまし
た。200 時間の YTT 受講生は毎朝、
日の出とともにこれを練習します。
マインドの変動性を明らかにする
プロセスにおいて、同じことをリ
ピートする行動は非常に重要なツ
ールとなることが最新の科学で証
明されました。ポーズ群は日々変
化しませんが、実践者は変化しま
す。それは、判断することなく自
己へ気づきを高める上で非常に豊
かな機会であるとともに、心の内
に確固たる勇気を見つけることで
“移り変わる心のパターン”を自
然な環境の変化として対処できる
ようになります。 
 
スワミ・クリパルは「わずかな実
践は、大量の理論と同等の価値が
ある」と言いましたが、私たちは
学びに関する智慧に私たち自身と
すべてのカリキュラムを注ぎ込ん
でいます。実践が起こると、卓越
したナビゲーションが教師の出現
と誕生へと導くからです。そのた
め、生徒たちがマットの上で練習
する時間を増やしているだけでは
なく、プラクティス・ティーチで
は私たちがファシリティートに入
る場合と、生徒自らで評価をする
場合の両方を強化しています。 

 



 3 

もう一つのエキサイティングなプ
ロジェクトとして、さらに深く学
びたいという人への発展的支援を
強化しています。200 時間の YTT
は、命を燃え立たせるための、強
靭な身体的および意図的な器（う
つわ）を 1 ヶ月で作ることにフォ
ーカスを置いています。体と心が

その実験と個人的な練習の洗練に
打ち込むようになったら、感情面、
心理面、精神面において、より深
い知性が花開くように自然と芽を
出します。 
カリキュラムマネージャーとして
の私の潜在的な意図は、KSYA が
世界標準になり、ヨガの規律や実

践の分野をリードするエキスパー
トになることです。力強さや情熱、
洗練さを宿す体の持ち主である、
卓越した実践者たちを育てる機関
にしたいと考えています。 
 

 
 

 

どこでもヨガ 
「ダイバーシティー指導 (TFD)」助成金受給者紹介 
ありのままのヨガ 
ロシェル・ジュエル 
 
 
 

12 年前、私は一人の素晴らしい子
どもに出会いました。今は若い女
性となったサマンサという少女で、
彼女はダウン症でした。サマンサ
は私の娘の友達であり、私の親友
の娘でした。私の人生の大部分で
あり、広い意味での家族でもあり
ます。私は、彼女が成長や苦労を
経て、さらに成長していく姿を見
守ってきました。もう何年もの間、
彼女は毎週、私とヨガを練習して
います。サマンサにとってヨガの
時間は、自分自身にチャレンジで
きるときであり、自分に自信を持
てる時間です。疲れている時や悲
しい時、彼女はそのままのあり方
を自分に許しました。サマンサは
素晴らしいヨガの練習をしている
のです。彼女が瞑想をしていると
ころを見ると、私は感動して涙が
出ます。彼女は、私の人生にイン
スピレーションを与えてくれる存
在なのです。 
 
サマンサは、私が長期間のつなが
りを持った初めての発育障害者で
した。彼女やその家族との関係を
通して、私は障害を持つ人たちの
より大きなコミュニティに関わる
ようになり、プライベートレッス
ンやグループセッションで、様々

な障害を持つ子どもや十代の若者、
大人にヨガを教える機会に恵まれ
ました。ここ 2年、ニューハンプ
シャー州ポーツマウスで障害を持
つ十代の若者と大人のグループに
教えていますが、その効果は素晴
らしいものです。最初の数回のク
ラスで会った頃と比べて、彼らは、
私が想像していた以上に力強くな
り、まっすぐ立ち、より集中力を
増して、よりリラックスできるよ
うになりました。彼らは、私のヨ
ガ歴において出会った生徒の中で、
群を抜いて最も熱心な生徒たちで
す。 
 
このグループでの結果にインスピ
レーションを受け、私はメイン州
ヨーク地域でも同じようなグルー
プにヨガを教えるために「ダイバ
ーシティー指導 (TFD)」に応募し、
受給することができました。今回
の新しいクラスで最も嬉しかった
ことは、グループが早い段階でつ
ながってくれたことです。自宅で
学習する人や他の学校からの参加
者など、いろいろな背景をもつ２
つのグループの集まりでしたが、
驚く程まとまりのあるグループで
した。クラス後、マットを洗って
乾かし、巻いて片付ける作業があ

り、このグループにとっては簡単
なことではないのですが、みんな
積極的に動き、協力して途切れな
く進めてくれました。 
 
障害を持つ人たちに教えているヨ
ガ教師にアドバイスをするとした
ら「シンプルにすること」、そして
「わかりやすい指示を出すこと」
です。モデルとなってポーズを見
せ、適度なところでハンズオン・
アシストを入れましょう。生徒は、
指示をちゃんと理解していると考
えてください。ほとんどの場合、
彼らが理解しているように見えな
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かったとしても、大概は理解して
いるからです。本当に戸惑ってい
るときだけシンプルにしたり、手
助けしましょう。言葉を使わない
生徒や自閉症の人は、インストラ
クターの質問をわかっていないか
のように見える傾向がありますが、
彼らも非常に有能です。どのクラ
スにも、何も期待せず、想定なし
で向かいましょう。何が起きるの
かは、誰にもわからないのです。
開いたハートで教えましょう。そ
うすれば生徒たちと深いつながり
を持つことができるでしょう。 
 
障害を持つ人たちに教えることか
ら学んだのは、いかに彼らの能力
が低く評価されているかというこ
とでした。彼らは、チャレンジす
る機会を十分に与えられないため、

能力を最大に発揮することができ
ないままでいるのです。私たちは
ヨガスートラを通して、マインド
を成長させ、内なる神聖さへとつ
ながるために、チャレンジや苦悩
が重要であることを学んでいます。
私は、多くの人たちがサマンサや
彼女の同級生らを実際よりもでき
ない、頼れない、価値が低いと見
なしているのを見てきました。ヨ
ガを通して、障害を持つ人々はよ
り豊かな幸福な暮らしができるよ
うになるでしょう。なぜなら、肉
体的により強くなること、進歩す
る状況を見ること、より深く呼吸
することを奨励されるからです。 
 
私が行っているようなプログラム
は、障害を持つ人々と彼らをケア
する人たちの双方に歓迎されます。

とても重要な仕事ですが、携わる
人の数が少ないのが課題です。私
の最終的なゴールは、ヨガ教師、
親、そして障害を持つ市民へ公共
サービスを提供する団体スタッフ
の３者によって開催されるプログ
ラムが、全米のあちこちで開催さ
れることです。 
 
ロシェル・ジュエルは、クリパル
ヨガ教師、パーソナルトレーナー、
SATYA 創始者（Seacoast Area 
Teachers of Yoga in Action／沿
岸部の行動派ヨガ教師：恵まれな
い層にヨガを教える教師をサポー
トする団体）。MyOmAbilities 
Yoga を考案。ニューハンプシャ
ー州ドーヴァーにて、障害を持つ
生徒を教える教師トレーニングを
行っている。 

 
 
 

 
 
考える体、感じるマインド 
~ヨガによって感情はどう変化するか？~ 
メーガン・マクドナウ 
 
 
 
 

私たちは、ヨガが感情面において
改善をもたらすことを真実として
知っています。マットに足をつけ
た人なら誰でもわかること、そし
て他の人にヨガを教えたことがあ
るなら、クラスが進行するにつれ
て部屋の雰囲気が変わっていくの
に気づいたことがあるはずです。
ブレス・オブ・ジョイが実際に嬉
しい気持ちにさせてくれるのはな
ぜでしょう？戦士のポーズが力強
さを感じさせてくれるのはなぜで
しょう？子供のポーズにゆだねる
と、自分が癒されていると感じる
のはなぜでしょう？体の動きとマ
インドの思考には密接な関わりが
あります。これは、心身の関係と

呼ばれます。正しく表現するなら
「心身の結合」でしょう。マイン
ドと体は、同じ生地から裁断され
たものであり、コインの表と裏で
もあります。体とマインドの間で
密接にリンクし合うフィードバッ
クループを、心理学では「身体化
された認知」または「身体化され
た心」と呼びます。これらの用語
は、研究者によって若干の違う意
味になることもありますが、ヨガ
教師はこの新たな領域から多くを
学ぶことができます。 
 
■身体化された認知：その定義
について 
Cognition（認知）とは、知識を獲

得して、統合し、活用するという
思考のプロセスを指しています。
そこには、取り込んだ情報を実用
化する概念を形づくること、そし
てその理解を基に判断することも
含まれます。それは、推論、言語、
気づき、知覚、判断などを含む精
神機能なのです。 
 
私たちはヨガ教師として、「身体
化」(embodiment)という言葉を
知っています。ポーズをホールド
している時、手のひらの長さを指
先まで感じたり、両足が地に根づ
いている感覚、頭頂が空へ伸びて
いく感覚にきめ細やかな注意を向
けていますが、この時、私たちは

 



 5 

マットの上で、気づきを通して「身
体化」という経験をしています。
アーサナは、体の中に意識を向け、
細部まで感じるのがどういうこと
なのか教えてくれます。それは、
皮膚で包まれた体という器を、マ
インドの意識で満たすようなもの
です。ヨガを全身で体験すればす
るほど、その実践は豊かになりま
す。 
 
身体化された認知や身体化された
心をテーマに研究する哲学者、心
理学者、また人工知能の研究者さ
え、体が認知を形づくる、と主張
しています。もっと簡単に言うと、
ヨガのポーズが私たちの考え方や
感じ方を形づくり、さらには行動
を決める要因となるということで
す。ホール・ビーイング研究所
（Wholebeing Institute：ポジテ
ィブ心理学とヨガを研究する団
体）では、この身体化された認知
の こ と を 「 ヨ ガ ス パ イ ア 」
（Yogaspire）と呼び、ポジティブ
な感情を育む練習として、ヨガの
ポーズを意識的に活用しています。 
 
■タダ・アーサナで自信を培う 
山のポーズ、タダ・アーサナをリ
ードしているとしましょう。2 分
間ホールドします。生徒に、腰に
手を当て、ハートから上半身を持
ち上げながら、背中と骨盤をサポ
ートするよう指示します。 
 
タダ・アーサナのポーズが体にど
んな影響を与えるのかは明確です。
肩が広く感じるかもしれないし、
呼吸が深くなるかもしれません。
ではこのポーズ、心にはどのよう
に働きかけるのでしょう？ハーバ
ード大学の研究者、エイミー・カ
ディによると、2 分間のホールド
でホルモンに変化（マインドの傾
向）が起こり、その後の行動（体
を通した行動）にも直接インパク

トを与えるそうです。 
 
ある研究調査では、参加者の唾液
でホルモンのテストステロン（力
強さや自信につながる）とコルチ
ゾール（ストレス・ホルモン）の
分泌を調べました。唾液を採取後、
２つのグループに分かれ、ローパ
ワーのポーズをとるグループ、そ
してハイパワーなポーズをとるグ
ループ、それぞれに 2 分間ホール
ドしてもらいました。ローパワー
なポーズとは、スペースをあまり
とらず、腕は重ねたりまとめたり
し、脚は守るような形におさめ、
背骨をカーブさせ体を小さくする
ような動きです。ハイパワーなポ
ーズとは、たくさんのスペースを
使うもので、ワンダー・ウーマン
が両脚を大きく開いて、両手を腰
に当てている絵を想像してみてく
ださい。または、大胆な会社の重
役がデスクに脚を上げ、両手を頭
の後ろでゆったりと組んでいる様
子を想像してみましょう。そんな
雰囲気のポーズです。 
 
2 分後、被験者は再度、唾液を採
取され、2 ドルを渡され「このお
金を取っておきたいですか？それ
ともサイコロを振って 2 倍の金額
になる可能性が 50％あるギャン
ブルをしたいですか？」と訊かれ
ました。たった 2 分間のポーズの
あと、ハイパワーなポーズのグル
ープは、他方グループと比べてテ
ストステロンが増加し、逆にロー
パワーのポーズのグループではテ
ストステロンは減少しました。同
じハイパワーのグループではコリ
チゾールが減少し、ローパワーな
ポーズのグループではコリチゾー
ルは増加したのです。後の研究で、
力強いポーズをとった人は、従順
あるいはニュートラルなポーズを
とった人より、痛みに耐えられる
ことがわかりました。また、ハイ

パワーなポーズのグループは、大
きな決断を迫られるようなストレ
スの多い状況で、より良い結果を
残したのです。 
 
■パワーポーズを活用する 
言い方を変えれば、体のスペース
をたくさん広げると、パワー・ホ
ルモンは増加、ストレス・ホルモ
ンは減少し、生理機能が変化する
のです。この変化は、決定や行動、
態度に影響を与えます。ハイパワ
ーなポーズを取る人は、ローパワ
ーなポーズをする人に比べて、報
酬に集中する傾向があります。ハ
イパワーなポーズのグループのう
ち 86％がギャンブルをするほう
を選択し、逆にローパワーなポー
ズのグループでは 60％だけが同
じ選択をしました。 
 
最後に、ハイパワーなポーズをし
たグループは他方グループと比べ
ると、著しく力強さを感じ、状況
や環境をしっかり把握し統括でき
ていると感じる、という報告がさ
れています。研究者は「パワフル
なポーズを 2 分間ホールドすると
いうだけのシンプルなことが、被
験者の生理機能面、メンタル面、
感情面においても、ここまで著し
い影響を与える。この結果が日常
生活に示す影響はかなり重要」と
報告しています。ヨガを教えるこ
と、そしてヨガセラピーも同様に
重要だといえるでしょう。 
 
 
メーガン・マクドナウはホール・
ビーイング研究所の CEO。ホー
ル・ビーイング研究所は、クリパ
ルのポジティブ心理学修了コース
を中心的にリードしているタル・
ベン・シャカール博士とメーガン
が共同で立ち上げた教育機関。 

  
 


