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未来に向けた再構築 
~クリパル CEO デヴィッド・リプシアスからの挨拶~ 
 
 
 

親愛なる KYTA コミュニティの 
みなさんへ 
 
私たちの体験においてこれほどワ
クワクした時期に、私がクリパル
をリードする立場であることに感
謝すると共に謙虚な気持ちでいま
す。 
 
私たちのミッションを再構築して
いくため、そして私たちが迎える
ゲストや生徒たちに、深く、それ
でいて長く続くインパクトを一人
一人に与えられるように、いまダ
イナミックで、活発で、目を見張
るほど素晴らしい働きが起こって
います。セーバ（奉仕）のスピリ
ットは非常に強く、学び・癒し・
強化・変革のための真に安全で神
聖な場を改めて創造するのだとい
う決心を私たちは共有しています。
私たちの進化の中で、歴史のもっ
とも健全な側面に深い基盤を持ち
ながらも、スワミ・クリパルの教
えが私たちの未来へ影響し広がる

道を探っています。このようにし
て、現在のクリパルの表現が、ヨ
ガの継承と方法論に根ざしながら
も、充分に現代的で、実用的で、
影響力を確実に持ち続けられるよ
うにしているのです。 
 
クリパル評議会とクリパルをリー
ドするグループは、日頃の活動の
中で私たちのミッション計画を明
確に達成する８ヶ月プロジェクト
に合意しました。この計画は実に
綿密なもので、いくつかのハイラ
イトをここで教師の皆さんにシェ
アしたいと思います。 
 
まず、リトリートセンターとして
の体験をあらゆる角度から改善し
ます。クリパルが与えたい影響力
を強化するには、この“拠点”に
フォーカスすることが最善だから
です。外へ出て、より広い地域や
世界で働くこと（教育現場でのヨ
ガの普及、卒業生たちへのダイバ
ーシティ指導基金の継続、センタ

ー外での YTT 開催など）も続けま
すが、ここ数年の私たちの主なフ
ォーカスは、センターを訪れるゲ
ストや生徒が素晴らしい “クリパ
ル体験“をすることにあります。 
 
次に取り組むのは、私たちの行な
うすべてのことにクリパルヨガを
浸透させることです。周知のよう
に、私たちはスワミ・クリパルの
教えという類い稀な恩恵を与えら
れています。それらの技術、方法
論、実践を、ここで行われる教師
トレーニング以外の活動や構想で
も広めようとしています。非営利
教育団体として歴史上初めてのこ
とですが、これは非常に大きな試
みです。慈愛、判断のない自己観
察、意図／ゆだねるといった実践
を確実に私たちの日常体験の一部
としていくのです。 
 
最後に、私たちは、統合、存在、
問いかけ、実践、慈愛、奉仕とい
う組織的価値に生きる決意をして
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いることです。もしもあるゲスト
から「クリパルって本物？皆さん
が教えていることは、皆さんも実
際に実行しているのですか？」と
聞かれたら、それに対する私たち
の答えはイエスでなくてはなりま
せん。ですから、私たちの新たな
計画では、私たちの行為の水準を
巧みに高く保つ責任が要求されて
きます。 
 
これらすべては、私たちが仕える
人々に確実に真のインパクトを与
えるようにするためです。私たち
が仕える人々とは、人間性開発に
おいて最大のスペクトル幅で、内
と外の世界を探求している貴重な
ゲスト、ヨガとアーユルヴェーダ
の実践を深めようとしている私た
ちの生徒たち、クリパルで学んだ
ことを地元で家族や学校や地域で
前向きに広めている人たち、また

は、私たちが提供するすべての機
会を体験すべき経済的に恵まれず
不利な立場にいる人たちをさしま
す。 
 
12 月 3 日にクリパルはバークシ
ャーにおける30周年を迎えます。
新たな計画の完成と合わせて、こ
の行事は私たちの過去を振り返り、
同時に未来のビジョンの実現へ向
けた招待でもあります。新たな計
画では、クリパルはシンプルにそ
して大胆に、私たちにとって不要
なものを捨て、有益なものを保ち、
スタッフ、教員、ゲスト、生徒、
寄付者にとって斬新でワクワクし
た未来を創り始めています。 
 
スワミ・クリパルの教えにフォー
カスしながら、私たちの行動にお
ける価値基準、影響力、エネルギ
ーが広がり続けることで、クリパ

ルの前進を誰もが感じるようにし
ます。既に成し遂げた大きな成果
に、さらに積み上げる決意と共に、
前向きに「さあ、今度は他に何が
可能だろう？」という問いかけを
自らにしていきます。私たちがホ
ールドしているポーズはシンプル
なものです。それは、伝統に忠実
であること。そして、未来に向か
っていることです。 
 
クリパルヨガを教えてくれてあり
がとうございます。クリパルでお
目にかかれることを楽しみにして
います。 
 
ジャイ・バグワン 
デヴィッド 
 
 

 
 

 
 

教義の核に向けた再決意 
~マイカ・モータリからの挨拶~ 
 
 
 

友人であるみなさんへ 
 
今、私たちはクリパルの歴史にお
ける分岐点に立っています。スワ
ミ・クリパルとクリパルヨガの教
えに再度、クリパルセンターが決
意を新たにするときにいるのです。
今年の KYTA カンファレンスの T
シャツはムーラダーラ・チャクラ
のモチーフで、私たちの教義のル
ーツへの献身を再び確認するデザ
インでした。 
 
組織全体としてのカリキュラムを
改訂する上で私たちのスクールが
重要なリーダーシップを担う中、
現在提供している内容を、意識的
かつ組織的に評価をする作業を始

めました。その一部は、クリパル・
スクール・オブ・ヨガ学長である
ヨガナンダ・マイケル・キャロル
が率いており、核となるアーサナ
の数を44から25まで慎重に減ら
す作業でした。 
 
アーサナ数を減らす目的は、新た
なヨガ教師になるべく生徒達に、
ポーズの習得にかかる負担を消化
できる程度にしたいというもので
す。ポーズのシークエンスやフロ
ー・シリーズを作ることは、クリ
パルヨガの幅や深みを 25 ポーズ
に制限するという意味ではなく、
むしろ教師たちが現場でクリパル
を提供する時に、生徒を安全にし
っかりとリードできるよう、精通

したレベルに達する力を与えるた
めです。これら 25 のポーズに関
する情報は、マニュアルや CD を
含めて、まもなく皆さんと共有し
ますが、このことを私は非常にエ
キサイティングに感じています。 
 
献身的な皆さんから私はいつもイ
ンスピレーションを受けています。
そしてクリパル・スクール・オブ・
ヨガのサンガを強化する方法を模
索するため、皆さんからのアイデ
ィアやアドバイスはいつでも歓迎
します。質問やコメントがあれば 
<ksya@kripalu.org> まで連絡を
ください。次回の KYTA コンファ
レンスでお会いできるのを楽しみ
にしています。ムーラダーラ・チ
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ャクラから創造的な表現が生まれ
るスヴァディシュターナ・チャク
ラへの上昇を共に祝いましょう。 
 
献身的な皆さんから私はいつもイ
ンスピレーションを受けています。
そしてクリパル・スクール・オブ・
ヨガのサンガを強化する方法を模
索するため、皆さんからのアイデ
ィアやアドバイスはいつでも歓迎

します。質問やコメントがあれば 
<ksya@kripalu.org> まで連絡を
ください。次回の KYTA コンファ
レンスでお会いできるのを楽しみ
にしています。ムーラダーラ・チ
ャクラから創造的な表現が生まれ
るスヴァディシュターナ・チャク
ラへの上昇を共に祝いましょう。 
 
 

ジャイ・バグワン 
マイカ 
 
クリパル・スクール・オブ・ヨガ・
アンド・アーユルヴェーダ ディ
レクター 
Director, Kripalu Schools of 
Yoga and Ayurveda  
 

 

 
 

 
 
焚き火を囲んでヨガの伝説を語る 
ヨガナンダ・マイケル・キャロル 
 
 
 
 

スワミ・クリパルは、理解しにく
い概念を説明するとき、物語を聞
かせるという古く伝統的な方法を
よく使っていました。これは多く
の古代のヨガ伝統において、若い
僧侶たちは日々旅をしていたとい
う事実から始まったものです。旅
の中で、彼らは冒険し、学び、実
践し、そして年齢を重ねた後には、
どこかの寺院に落ち着いて内面的
修行をしました。 
 

日が暮れると、旅をしている僧侶
は木を拾って火をおこしました。
ほかの僧侶がそばを通りかかると、
同じように木の枝を拾い集め、そ
の火の中に投げ入れて最初の僧侶
のそばに座るのでした。そうする
と夜 10 時頃までには、7~8人の
僧侶が火を囲んで座っている状況
が出来ます。もしあなたがその僧
侶の一人だったら、何をします
か？最近見た映画の話をします
か？いいえ、彼らはヨガについて

語ったのです。 
 
それぞれの練習や実践について、
彼らはこれまでに学んだことをお
互いに語り合いました。彼らは、
私たちが今日使うような心理学用
語や解剖生理学用語を持ち合わせ
ていませんでしたが、代わりにヨ
ガ神話を創り上げたのです。退治
しなくてはならない竜が登場した
り、闘わなくてはならない悪魔や、
渡らなければならない沼、登るべ
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き山の話などが出ました。もちろ
ん、これらは彼らのヨガ体験を表
す喩えの表現です。精神的な真実
について語られる時に、こういっ
た喩えが頻繁に物語として語られ
ました。理解しづらい“道”につ
いて語る時や、言葉にするには難
しい深い体験を、みんながうなず
けるような話にし、そして次の日
には別の焚き火を囲んだ別のグル
ープに同じ話が語られたのです。
こうして物語は語り継がれ、発展
していきました。 
 
■ナリドの物語 

 
かつてナリドという名の解脱した
ヨギがいました。彼の特権は天地
の間を行き来できることでした。
ある日、ナリドは村々の間を歩き、
たいへん多くの人々が苦しんでい
るのを目にしました。病、貧困、
戦争、飢饉などで苦しむ人々を見
てナリドは心を痛めました。 
 
彼は天国へ昇っていき、そこにい
たヴィシュヌと話します。ヴィシ
ュヌは美しいソファに腰掛け、絹
の装いに身をまとい、その足を妻
のラクシュミが揉んでいる中、周
囲の人たちが彼に扇で風を送り、
ぶどうを食べさせていました。ヴ
ィシュヌは至福の中にいました。
そして「ナリド、よく来た！ここ
に来て座りなさい。おまえの冒険
の話を聞かせておくれ」と言いま
した。 

ナリドは「ヴィシュヌ神よ、何か
が間違っている。地上の人々はみ
んな苦しんでいるのに、あなたは
ここで富裕と悦に浸っておられる。
何か間違ってます。」と言います。 
 
ヴィシュヌは「どうすればいいと
思う？」と返し、ナリドは「人々
をここ天国に連れてくれば良いの
です。そうすれば、みんながあな
たと同じことを体験できる」と答
えました。これに対してヴィシュ
ヌは「そうだな、では彼らを連れ
て来なさい。私は彼らを迎えられ
るように部屋を作っておこう」と
言いました。 
 
ナリドは地上へ戻り、あらゆる場
所で人々に伝えました。天国へ導
くから、ある決まった時間と場所
に集まるようにと、「友達にも言っ
て。家族も連れてくるんだ。みん
なを連れてくるように！」と人々
に伝えました。その日、およそ100
万人の人々が集まり、天へと続く
山を登り始めました。数時間登り
始めた頃、金貨が天から降ってき
ました。みんなはポケットに金貨
を詰めましたが、ナリドは「駄目
だ！ポケットがそんなに重くなっ
ては上に登れない」と叫びました
が、人々は「私たちはもうこれ以
上登らない！金を手に入れたのだ
から、私たちは戻る」と言って 3
分の 2 が山を下り、視界から消え
てしまいました。 
 
ナリドは残った人々に「さあ、登
り続けて天国へ行こう」と声をか
け、もう少し高くまで登りました。
すると今度は、空からダイアモン
ドとルビーが降ってきたのです。
みんなはポケットをいっぱいにし
始めたので、またナリドは「だめ
だ、だめだ！そんな重さでは登れ
ない！」と叫びましたが、みんな
はまた山を下っていきました。残
ったのはナリドと 3 人のみでした。 
 
ナリドは 3 人に「少なくとも我々
は天国にたどりつける」と言いま

したが、彼らは「山を下りていっ
た人々には指導者が必要だ。そし
て彼らは指導してもらうために私
たちに支払うだろう。私たちのダ
イアモンドを彼らは運んでくれ
た」と言って、人々に知恵を教え
るために山を下りていきました。 
 
ナリドは独りになり心が痛みまし
た。天国に入るとそこには笑顔の
ヴィシュヌが待っていました。ナ
リドはヴィシュヌを見ると、にら
みつけ「みんなが来ないことをあ
なたは知っていたんですね」と叫
びました。ヴィシュヌはこう答え
ました。「ナリド、私は彼らを天国
に連れてこようと何年も努力して
いるのだ。しかし、どうしたらい
いのかわからない。おまえならで
きるかもしれないと思ったのだ。」 
 
ヨガの伝統では、精神的実践をす
れば、苦痛から逃れられ、さらに
幸福が与えられると教えます。し
かし古代のヨギは幸福そのものを
問題視していました。天国とはす
べてから解放されたところであり、
富や幸福からも解放されることを
意味します。限りなく広く大きな
気づきの体験には、富や幸福は障
害になると彼らは考えました。こ
れは、ナリドの物語にある、多く
の解釈法の一つです。 
 
■ヴィシュヴァミトラとヴァシ
スタの物語 
 
ヴィシュヴァミトラという名前の、
間違ったことばかりしたヨギに関
わる物語はたくさん存在します。
物語のサイクルは、道の深さと力
強さについて、そして間違いがど
う起こるのかについて、教えてく
れます。これはヴィシュヴァミト
ラと、ヴァシスタという名のヨギ
の物語です。 
 
ヴィシュヴァミトラはヨギになる
前は王でした。この物語ではラジ
ャス（欲望、強欲、傲慢）を象徴
します。ヴィシュヴァミトラはあ 
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る日、兵士たちと狩りに出かけて
いましたが、道に迷いました。ジ
ャングルを切り開きながら進んで
いると、ある谷に出ました。ヴィ
シュヴァミトラが谷を見下ろすと、
そこにヨギの小屋らしきものを発
見したので「わしはこのヨギに会
いたい」と言いました。 
 
山を下って谷へ行くと、小屋の中
から小柄なヨギ、ヴァシスタが覗
き見て「あんたは誰だ？」と質問
しました。「この国の王だ」とヴィ
シュヴァミトラが答えると「王が
一人で動き回るわけがない」とヨ
ギは言いました。「わしの兵士は、
この上にいるのだ」と王が言うと、
ヨギは「彼らを呼びなさい。何か
食べさせてやろう」と言いました。 
 
王は兵士たちに谷へ降りてくるよ
う手で合図をし、兵士たちは開か
れた場所に立っていました。そし
てヴィシュヴァミトラが小屋の裏
にいた牛に向かって「私の兵士た
ちに食料を」と言うと、牛は目を
閉じて息を吸い、鳴き声を長い間
出しました。鳴き声が終わると、
一瞬の閃光があり、光が薄くなっ
ていくと地面はタペストリーで覆
われ、その上のテーブルには金色
の食器がいっぱいに積み重ねられ
ていました。一人ひとりがテーブ
ルに近づいて食器のふたを開ける
とそこには、その人のお気に入り
の食べ物が入っていて、かつて食
べたことがないほど美味しく作ら

れていました。全員が幸せでした。
幸せでなかったのは 2 人だけ。ヴ
ィシュヴァミトラは「あの牛が欲
しい」と思い、ヴァシスタは「私
の牛をくれ、と言わないでほしい」
と思っていました。 
 
ついにヴィシュヴァミトラは「あ
の牛についておまえと話がした
い」と言い、ヴァシスタは「私の
牛を渡す訳にはいかない」と答え
ました。「あの1頭の代わりに100
頭の牛をやろう」「いやだ」「では
1000 頭」「だめだ」というやりと
りが続きました。 
 
兵士たちはすっかり満腹になり、
谷を登って夜を過ごしていました。
ヴィシュヴァミトラは彼らが移動
するのを見てから、牛の手入れを
し、えさをやりました。そして小
屋に入ると、その瞬間、王の兵士
20 人が茂みから飛び出して牛を
つかみ、谷を登り始めました。牛
は人間の声で「ヴァシスタ、私は
連れさられそうになってる！」と
叫びました。 
 
ヴァシスタは急いで外に飛び出し、
彼の牛が兵士たちに盗まれている
ところを見ましたが、そのままじ
っと立ったまま、たった一つの音
を出したのです。「Hum：ハム」と。
兵士たちはたちまち灰になりまし
た。 
 
ヴィシュヴァミトラは一人で逃げ
出し、沼やジャングルを抜けてな
んとか帰りました。そして彼のア
ドバイザーたちを呼び出して、戦
争を企てました。王は国の金庫を
湯水のように使って傭兵を雇い、
近隣諸国から兵士を借り、１万の
兵隊を用意しました。3 日後、ヴ
ァシスタは目が覚めて小屋の外に
出ると谷の上に、わずかに陽の光
が見えました。多くの兵士、投石
機、像、射手らがヴァシスタを囲
んでいたのです。ヴィシュヴァミ
トラの命令で彼らは谷へ駆け下り
てきました。 

ヴァシスタがそこに立ち、静かに
「やめてください」と言いました
が、彼らは止まりませんでした。
彼らが６メートルほど先まで近づ
いたとき、ヴァシスタはまたあの
ひとつの音を発したのです。
「Hum: ハム」と。彼らはみな灰
になってしまいました。 
 
ヴィシュヴァミトラは怒り狂いま
した。王の持つ力は、ヨギの力の
前では何の意味も持たないとその
とき悟ったのです。ヴィシュヴァ
ミトラは帰り、王座を手放し、ヨ
ギになるための道を歩み始めまし
た。 
 
ヨガの八肢則の一つにプラティヤ
ハーラがあります。内に向ける集
中、感覚を内側へ向けること。ヴ
ァシスタはラジャスからの攻撃を
受けましたが、純粋にそこに立ち
つづけ、プラティヤハーラに入っ
ていくことを自分に許しました。
プラティヤハーラはラジャスを敗
北させることが出来ます。あなた
の生活や人生で横やりになってい
るものを考えてみましょう。もし
そこから一歩下がって、手放すこ
とが出来たら？ 
 
 
ヨガナンダ：クリパル・スクール・
オブ・ヨガ学長 
 
 
 


