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サティシュ・クマールの思想 

―ホリスティックな学びの観点から― 
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はじめに 

本稿は、インド出身の思想家、サティシュ・クマール(Satish Kumar,1936

‐現在)の思想について考察することを目的としている。特に、ホリスティッ

クな学びのあり方をクマールの思想の中に探ろうとするものである。 

ところでまず断っておきたいのは、ここでは「学び」を「生き方」とほぼ

同義に捉えていることである。人の一生は、おおよそ経験とそれに基づく生

き方の選択の積み重ねと言えるが、その過程は、本来、人が自らを全人とし

て形成していく学びの過程そのもののはずだからである。この意味で、人が

育つ学びを考えることはどう生きるかという生き方を考えることなのである。 

次に、全体性を表す「ホリスティック」についてだが、したがって「全人

的」もしくは「全人形成的」といった意味で用いたい。 

こうして、本稿では、全人形成につながる生き方、すなわちホリスティッ

クな学びの観点から、クマールの思想を検討していく。 

クマールの思想に注目するのは、ジャイナ教徒としてのクマールの自己形

成過程がホリスティック（全人形成的）であり、クマールの思想はまさにそ

うした彼の生き方と深く結び付いたものだからである。 

そこで、以下では、まずクマールのこれまでの生涯を概観する。次いで、
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それを踏まえて、クマールの思想形成の核となっているジャイナ教の教えに

ついて述べる。最後に、クマールの思想について検討する。 

具体的には、クマールの自己形成過程がよくわかる『君あり、故に我あり

―依存の宣言』（サティシュ・クマール著、尾関修・尾関沢人訳、講談社学術

文庫、2014年）をもとに、クマールの思想を検討したい。本書は、クマール

の出身地の口承文化の伝統に基づき、クマールの記憶による言葉を娘のマヤ

が書き取る方法で作成されたものである(1)。 

 

1．クマールの生涯 
クマールの人生は、インド内外のさまざまな人々や先人の思想との出会い

によって豊かに形成されている。中でも、母親、バーヴェ、シューマッハー、

ジャイナ教、ガンジー思想などは、その代表である。クマールの思想は、ま

さにこうした出会いの数々の中で生まれたものであり、その領域は、平和・

環境・教育など多岐にわたっている。とはいえ、これらは別個のものではな

い。どれも、すべての生命のつながりを尊ぶ生き方に関する思想なのである。

クマールは、この生き方を提唱し、自らも実践し続けてきた思想家と言える

のだ。 

クマールは、1936 年にインドのラージャスターンで生まれ、30 代半ば過

ぎまで過ごした。その後の 1973年以降はイギリスで暮らしている(2)。 

まず、生育過程において、クマールが最も影響を受けたのが、信仰の厚い

ジャイナ教徒の母親であった。母は、日常生活の中で折に触れて、ジャイナ

教の教えなどをクマールに子どもの頃から教えたのである(3)。 

父親もまたジャイナ教徒であったが、クマールが 4歳の時に死亡した。そ

れは、クマールの人生における最初の大きな転機となった。死に対する苦悩

から、クマールは９歳の時にジャイナ教の僧門に入り、以来９年間、托鉢僧

として暮らしたのだった。クマールは、僧侶としての暮らしに、精神性と個

人的な救済を求めたのだが、結局、満足を得ることはできなかった(4)。 
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こうして、クマールは、18歳の時、僧門を抜け出したのである。 

その行動の背景には、クマールの人生にとって、次の転機となった大きな

出会いがもたらされていたのだった。それは、ガンジー思想との出会いであ

った。18歳の時にガンジーの自伝を読んだクマールは、ガンジーの思想に強

く惹かれていった。「個人的精神性と社会的精神性を結びつけるガンジーの考

え」(5)に突き動かされたクマールは、「脱宗教の精神性」(6)を探求しようと決

心し、僧門を離れたのであった。 

ガンジー主義者への強い関心を持ち続けていたクマールは、その後の 1957

年、21歳の時に、ガンジーの思想を受け継いで仕事をしているインドのヴィ

ノーバ・バーヴェに会いに出かけて行った。バーヴェとは僧侶時代に一度会

ったことがあった。クマールにとって、「マハトマ・ガンジーのビジョンを体

現し、魂の関心事と世界の関心事を結びつけ、しかも私の友となり助言者と

なる人がいるとしたら、それはヴィノーバだった」のである(7)。 

バーヴェは、インドに「経済的、社会的、精神的自由を実現」しようとし

て、土地改革に取り組んだ人物である。バーヴェは、インド内を歩き続けて

「地主と話し合い、彼らの土地の六分の一を、土地を持たない貧民に与える

ように説得した」(8)。バーヴェにとって、「土地改革の実現のために歩くこと

はスヴァダルマ（無我の行為）」であった。ガンジーやバーヴェにとっては、

「個人的領域と政治的領域で精神性を実践することが、内面世界と外面世界

の間の見かけ上の二元性を解消した」のであり、「世界に奉仕することと魂を

大切にすることは一つであり、同じこと」なのであった(9)。 

母と同様に、このガンジー主義者バーヴェとの出会いもまた、クマールの

生き方と思想の形成に多大な影響を及ぼしたに違いない。 

クマールの人生は、その後も引き続き活動的であった。 

一例として、クマールが一人のガンジー主義者の友人とともに、20代半ば

を過ぎた 1962年から 1964年まで、平和巡礼者として旅をしたことが挙げら

れる。1961年に、核爆弾反対運動のためにイギリスでバートランド・ラッセ
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ルが逮捕されたことをきっかけに、クマールらは、インドを出発し、核保有

国４か国の首都（モスクワ、パリ、ロンドン、ワシントン）を歩いて旅をし

たのだった(10)。この旅では、ワシントンＤＣへの行進終えたクマールらが、

公民権運動の指導者であるマーチン・ルーサー・キングとの会見を実現させ

るなどしている(11)。 

さらに、その後の人生において、クマールにとって再び大きな転機となる

出来事があった。クマールは、イギリスへの移住のきっかけを作ったシュー

マッハーと会ったのである。 

シューマッハーは、イギリスの経済学者であり、彼もまたガンジーの思想

に影響を受けていた。シューマッハーは、従来の西洋モデル中心の「開発」

のあり方が、発展途上国の大衆の真の自立につながらないことを批判し、人

間の身の丈に合った「中間技術」という考え方を提唱した人物である。ガン

ジーと同様に、大衆による生産を目指してのことであった(12)。また、シュー

マッハーは、「仏教経済学」を提唱し、それを既存の「現代経済学」と対比し

ながら述べている(13)。さらに、シューマッハーは、規模についても論じてい

る。ものごとには、それぞれ適正規模があるのだが、今日、ほとんどの人々

は「巨大信仰という病い」にかかっているため、「必要に応じて、小さいこと

のすばらしさを強調」する必要がある、というのがシューマッハーの主張で

ある(14)。これらの見解が集められている『スモール イズ ビューティフル』

(1973年)は、よく知られたシューマッハーの著作である。 

クマールは、このような人間中心の経済学を説く経済学者と親交を深める

ことになるのである。 

クマールは、移住後、シューマッハーを中心とする有志らがエコロジー、

経済、平和という三つの領域を本来の一体のものとして結び付けたいと考え

て 1966年に創刊した『リサージェンス』誌の編集長を務めている(15) 。 

また、クマールは、シューマッハーと「非常に近しい友人」となり、「エコ

ロジー、精神性、有機農法、ホーリスティック（全体論的）哲学についての
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さまざまな考え」を話し合うなどして交流を深めている(16) 。 

 こうして、30代で始めたイギリスでの暮らしも深まっていき、クマールは

さらに、40代半ば以降には、教育活動にも取り組んでいる。 

クマールは、イギリスに 2 つの学校、すなわち、「スモール・スクール」

(1982年)という中学校と、成人のための「シューマッハー・カレッジ」（1991

年）を設立したのであった。前者の校名の「スモール」は、小さいことのす

ばらしさを強調した故シューマッハーの思想を表している。そして後者は、

シューマッハーの思想およびガンジーの精神を継承しようとするものである

(17)。 

 

以上のように、クマールの人生は、さまざまな出会いによって影響を受け

てきた。クマールによれば、教師（ヒンズー教徒の哲学者）のゴーパールジ

ーや、ジャイナ教のトゥルシー導師とともに、母は、クマールに「強い精神

的起源を与えてくれた」のだった。また、バーヴェやキング、シューマッハ

ーなどは、クマールが「社会的、精神的、政治的問題に取り組むきっかけを

与えてくれた」のである(18)。 

クマールは、こうして自らの世界観を創りながら、生涯にわたり、自己を

豊かに形成してきたのであった。 

 

2．クマールの思想の背景―ジャイナ教 

すべての生命のつながりを尊ぶ生き方に関するクマールの思想は、クマー

ル自身の変化に富んだ自己形成過程の中で生まれていた。 

その思想は、現代の大量生産・大量消費型の産業社会の中で生じている人々

の生きづらさや、環境問題などの解決に向かう、全体的（ホリスティック）

でエコロジカルなものである。 

このようなクマールの思想に決定的な影響を及ぼしたものを一つだけ取り

上げるのは難しい。上述のような人々や思想が複雑に影響し合って形成され
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たのがクマールの思想だからである。 

とはいえ、クマールにとって、ジャイナ教の影響は絶大である。同様に、

ガンジー思想の影響もとても大きい。また、自身もガンジーの影響を受けた

シューマッハーとの交流も、クマールの思想形成には欠かせない。クマール

の思想は、これらの単なる寄せ集めではないものの、これらがクマールの思

想の中核となっていることに違いはないだろう。 

そこで、クマールの思想の背景としては、ジャイナ教、ガンジー、シュー

マッハーのそれぞれの思想を取り上げることが必要となろうが、以下では、

ジャイナ教に絞って述べていきたい。ジャイナ教は、クマールが人生で最初

に出会った思想であり、クマールの生き方を決定づけているものだからであ

る。 

ジャイナ教は、すべての生命を尊ぶ思想である。人間や自然を含むすべて

の生命体の生存に配慮した生き方の実践を目指している。それは、ジャイナ

教の根底にある非暴力の思想を生きることなのである。 

クマールは、こうしたジャイナ教の教えを、子どもの頃から、母や、ヒン

ズー教徒の哲学者でクマールの先生でもあったゴーパールジーや、ジャイナ

教のトゥルシー導師らから学んだのであった。 

 

(1)生命の相互的関係性 

クマールがジャイナ教の教えに最初に接したのは、おそらく母を通してで

あろう。 

クマールの母は敬虔なジャイナ教徒で、「母のすることはすべて宗教的人生

観によって裏打ちされていた」(19)。 

母は、ジャイナ教の教えを、主に自らの体験を通して理解していたのだが、

その体験とは、自然から学ぶことであった。母にとって「自然は、最も偉大

な教師」(20)だったのである。 

ジャイナ教は、すべての生命を尊ぶことを教える。自然も勿論、そこには
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含まれている。 

母は、クマールが子どもの頃に、歩きながらよく自然の偉大さを説いた。

たとえば蜂の巣を見つけた母は、蜜蜂と花との関係を例に、自然界における

生命の相互的関係性とその完全さを伝えるために、クマールに語りかけてい

る。 

 蜂は花から花へと飛び回り、そこかしこで少しずつ花の蜜を取るだけで、

花を痛めたりしないわ。なんて優しくて控え目なのでしょう。『蜜蜂
みつばち

がや

って来て蜜
みつ

を盗んでいった』なんて花が文句をいったことはないわ。まる

で蜂は花なしには自分が存在できないことを知っていて、花は蜂なしには
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し、「人間が自然の贈り物を手に入れるときには、すごく無駄にしたり害を与

えたりする」からなのである(22)。 

クマールの母は、人間と自然との関係が、自然界における蜂と花のような

相互的な対等の関係になっていないことを批判しているのだろう。クマール

の母にとっては、人間も自然も同じ生命をもつ存在なのであり、自然に対す

る人間優位の関係は見直されるべきものに違いない。そこで、母は、自然界

の完全さも含めて自然から学ぶことの必要性を次のように説いたのであった。 

  私たちが自然から学びさえすれば、大地を痛めつけずに大地から受け取

り、受け取ったものを蜂蜜のような何かに変え、木の葉が土に返るように
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大地に返すでしょう。自然界には無駄ということがないのよ(23)。  

 

(2)すべての生命への畏敬 

母が自然を通してクマールに教えようとした生命の相互的関係性は、ジャ

イナ教の根本的な生命観を表している。 

そこで、この「生命の相互的関係性」が意味するものを、トゥルシー導師

による講話からも見てみることにしよう。 

クマールは僧侶になる前に、母らとともに導師の講話を聞く機会があった

のだが、その一つに、カルマの性質とその原因についての講話があった。そ

れに、導師の次のような話があった。 

 我々はみんなつながっている。我々はすべて、同じ物質、すなわち同じ

土、空気、火、水、空間、時間、意識から作られている。これら同じ元素

が異なった形態をとる。それらは、一つの形で現れ、やがて他の形へと変

化する。究極的には、『我』や『我が物』などはなく、宇宙は宇宙そのもの

に属するのである。我々はすべて、『生命』の一部なのだ(24)。 

ジャイナ教の生命観・世界観は、たとえばこのようなものなのである。形

は変化しつつも生命は連続的につながっているということなのだろう。 

クマールは、後に僧侶となってからは、この導師から直接、教えを得てい

る。そして、僧侶として９年を過ごした頃には、「生命には始まりも終わりも

なく、すべては形態の変化なのだと理解し始めていた」のであった(25)。 

話をトゥルシー導師の講話に戻そう。先とは別の講話でも、導師はジャイ

ナ教の生命観を伝えているのだ。 

ジャイナ教の「自然界」の捉え方は独特である。導師の話では、「ジャイナ

教の学者によれば、地球上には八百四十万の種が生息している」のだが、ジ

ャイナ教徒が二千年以上も前に作成したそれらの種の一覧には、動物や虫な

どのほかにも「細菌、菌類、空気、水、火、岩など、自然界に息づいている

すべてのものを含んでいる」のだ(26)。 
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また、「ジャイナ教徒は精霊崇拝である」とも導師は言う。「ジャイナ教徒

にとって自然界のものはすべて生きており、すべての命は神聖」だからであ

る。したがって、「いかなる形の生命に対する、いかなる種類の危害も避ける

べきであり、最小限に留めねばならない」のである(27)。 

ジャイナ教の教えでは、自然界に息づくすべての生命はこのように神聖な

ものであるとともに、また対等でもあるのだ。導師は、「人間と人間以外のす

べての生物が、生命への平等の権利を持っている」と言う。したがって、「人

間は他の形態の生命を奪ったり、管理したり、支配したりする絶対的権利な

ど持ってはいない」と言うのだ。さらに加えて、導師は、「そればかりか、人

間は非暴力を実践し、生命世界の、謎に満ち偉大で豊かな、 類
たぐい

稀
まれ

なる現象

の前に謙虚である、という特別な義務を負っている」と述べて、生命世界へ

の人間の関わり方を説くのであった(28)。 

さらに導師は、人間と動物との関係に言及しながら、ジャイナ教の生命観

を示している。導師によれば、「人間と動物を区別し、動物の利益に優先して

人間の利益を置くこと」は、セクショナリズムや人種差別などや「種による

差別の始まり」である。つまり、「動物を奴隷化するのと同じ心理構造」が、

自己利益や国家利益などの下に「人間を奴隷化することになる」のである。

導師は続けて、「だからこそ我々ジャイナ教徒は、すべての生命に対する無条

件かつ明白な畏敬
いけい

を主張するのだ」と強調するのであった(29)。 

すべての生命への畏敬を説くジャイナ教の教えは、こうした英知ともいえ

る深遠な生命思想でもあったのだ。 

 

(3)さまざまな真実 

ジャイナ教の生命観がそうであるように、「真実」の捉え方もまた非暴力精

神と結び付いている。 

 ジャイナ教では、絶対的真理を認めず、さまざまな真実があると説いてい

るのだ。 
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クマールが子どもの頃に聞いた、母とゴーパールジー（ヒンズー教徒のク

マールの先生）の会話の中で、ある時、ゴーパールジーがヒンズー教の非二

元論に基づいて、「『唯一の真実』というものは存在しない」と述べたことが

あった(30)。 

これに対して、クマールの母は、ジャイナ教ではそれを「アネーカーント」

と呼び、「『絶対的知識はなく、最終的な答えもない』という意味」だと言っ

た。母によれば、「古くからあるジャイナ教の言い回しに、『これは真なり。

あれもまた真なり』という言葉」がある。つまり、「さまざまな真実があり、

それは常にある文脈に依存し、言葉はその文脈の中でのみ意味を持つ」のだ。

母はまた、真実は「到達地点ではなく連続的な過程であり、たえず探求する

ことであり、連続した存在のあり方」だとして、次のように続けるのであっ

た。 

真実を探求するものは固定的立場をとることはできません。教義は存在

せず、心が広がるにつれて真実も広がるものなのです。だから、ジャイナ

教徒は、他人の命や思想を踏みつけることなく生き、精神の寛容さを実践

しようと努めるのです(31)。 

 母が語ったこのような真理の捉え方について、クマールは後に、再度、ト

ゥルシー導師からも学ぶこととなった。 

 クマールが僧侶になった日に、導師はクマールらの新入りの僧侶に「魂を

解放するための僧侶の基本的実践」を教えたのだが、そこで「覚えておかな

ければならない五つの原則」の一つに、サティヤ（真実）があった。サティ

ヤ（真実）は「自らの本質を含め存在の本質を理解することを意味する」も

のである。導師によれば「それは、現実をあるがままに受け入れ、事実に即

して善悪の判断を行うことなく、あるがままに物事を見ること」なのである。

「物事はあるがままであり、良くも悪くも、弱くも強くもない。これらのこ

とはすべて解釈に過ぎない」のだと導師は言う(32)。 

 また導師は、クマールの母と同様に、「真実とは、『結論は一つではない（ア
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ネーカーント）』ということと同義だ」と述べている。導師によれば、「ジャ

イナ教の認識は、現実は多元的である、というもの」で、「それぞれの人、そ

れぞれの木、それぞれの花が無限の宇宙の中心」であり、「たった一つの中心、

たった一つの真実というものはあり得ない」のである(33)。 

 ジャイナ教における「さまざまな真実」という捉え方もまた、生命体であ

る私たち一人ひとりを大事にするための英知なのであろう。 

 

3．クマールの思想 

クマールの思想は、すべての生命が幸福に生きられる社会（地球）を目指

すエコロジー思想である。それは、ものごとのすべてを関係の中で捉えるも

のであり、全体性を重視したホリスティックな思想と言える。 

こうしたクマールの思想は、彼の著書の題名でもある「君あり、故に我あ

り」に象徴されている。クマールは、相互関係的な見方と生き方を提唱して

いるのだ。クマールは、「分断」する見方や生き方を批判する。「分断」はす

べての生命の幸福につながらないと考えるからである。それ故、クマールに

とっては、デカルトの「我思う、故に我あり（私は考える、故に私は存在す

る）」に代表される二元論は超えられるべきものなのである。 

 ところで、この「君あり、故に我あり」だが、「インドでは良く知られてい

るが西洋ではあまり知られていないサンスクリットの格言『ソーハム（彼は

我なり）』」を、このように「『君あり、故に我あり（あなた方が存在する、故

に私は存在する』と翻訳する」とクマールは述べている。クマールは、この

「ソーハム」に要約される世界観を持っているのである(34)。 

 

(1)関係をみる哲学 

クマールは、デカルト哲学、ニュートン物理学、ダーウィン生物学、フロ

イト心理学の「考えはすべて自我を中心に据えており、二元論的視野を堅持

している」と捉えている。そして、「これらの理論こそが今日の環境や社会や
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精神の危機の根底にある」とクマールは考えるのである。「二元論的世界観は、

自分は他者から独立して存在するという幻想を与える」からである。つまり、

「実体的で分離した個別の自我が存在し、自我は他者とは無関係に自身の意

志で行動することが可能である」とみる二元論的世界観は、世界を分割する

ものだからなのである(35)。 

クマールは、こうした「デカルト的二元論の帰結は、個人をお互い及び世

界全体と対立させ、人生を戦場とする」と警告する。つまり、「各個人は自力

で生きていかねばならず、自らの利益のための行動に没頭する。個人主義が

強者による弱者の搾取を生み、権力や富のための争いを生み、動物と自然の

隷属化を生み、そして充足感のない無意味な人生という究極の欲求不満を生

み出す」と断言するのである(36)。 

このような二元論の「分離する哲学」に対して、クマールは、それに代わ

る「関係をみる哲学」を提唱する(37)。 

その哲学は、「私たちは相互存在」であり、「分離し、隔離され、関係をも

たない自己など存在しない」と捉えるのである。生命の全体性を重んじるの

だ。クマールによれば、その哲学では、「木を木として捉え、幹、枝、葉、花、

果実の集合とは見ない」。「世界を見て、その全体を見る」のである(38)。 

こうした生命世界を丸ごと捉えようとする世界観は、地球上に生息する種

の共生的関係を育むことにつながっていく。クマールは、「相互関係と相互利

益が存在の基本原則」だと述べている(39)。 

 

(2)敬虔なエコロジー 

クマールは、すべての生命の幸福を追求する観点からエコロジーについて

も言及している。その特徴は、精神性を重視する点にある。クマールは、私

たちに求められる精神性を「敬虔なエコロジー」と呼ぶのである。 

まずクマールは、「対立と闘争が支配している」今日の世界状況に触れなが

ら、対立の根本的原因が「すべての個人、家族、共同体、階級、社会そして
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国家が、それぞれ個別の分離した自己利益を追求しなければならないという

パラダイムそのもの」であることを指摘している。そして、それ故に「私た

ちは自己利益という動機から共通利益の認識へと移行しなければならない」

とクマールは強調するのである(40)。 

クマールは、「地球を守ることを目指す環境保護運動でさえも、多くの場合

実用的、功利的、二元論的で人類中心の世界観によって動かされている」と

批判している。クマールにおいては、これは「一種の利己的なエコロジー」

に過ぎないのである(41)。 

生命を一体とし、すべての生命の対等性を尊ぶクマールにとって、それは

まさに捉え直されなければならないものであった。 

これに対してクマールが提唱するのは、すべての生命への畏敬の念をもつ

ことである。クマールは、「生命の一体性とは人類の生存だけに関するもので

はなく、すべての生命に対する深い敬意と畏敬の念に関わるもの」であり、

「必要なのは自然を守り保全することだけではなく、すべての生命の神聖さ

を認識することだ」と述べている。これこそがクマールのいう「敬虔なエコ

ロジー」なのである(42)。 

このクマールのエコロジー思想は、生命の全体性を見るホリスティックな

ものと言えるだろう。そこでは、自己利益という考え方、とりわけ人間中心

主義は見直されるべきものと考えられている。代わって、生命への畏敬や、

そこから生まれる生命に対する謙虚さや配慮といった私たちの精神性が重視

されることになるである。「私たちは、自分の生存のために他の命を奪う必要

があるときには、自分に他の命を奪う権利があると考えるのではなく、謙虚

さ、配慮、抑制をもってそうしなければならない」。クマールはこのようにも

述べているのである(43)。 

 

(3)ソイル、ソウル、ソサイエティ―土・心・社会 

クマールの思想を語る際に忘れてならないものに、「ソイル、ソウル、ソサ
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イエティ」がある。 

それは、ガンジーやバーヴェが信奉した『バガヴァッド・ギーター』の影

響を受けたものである。クマールは「『バガヴァッド・ギーター』の偉大な研

究家」でもあったバーヴェの著書『ギーターの話』を読み、『バガヴァッド・

ギーター』について学んでいる(44)。 

『バガヴァッド・ギーター』では、「自然と社会と自己は、三角形に結び合

って全体を形成する」と捉えられている。クマールによれば、『バガヴァッド・

ギーター』は、「自然、人間社会、自分自身との適切な関係を提示」しており、

そこには、次の三つの鍵となる概念がある。「ヤグナによって土を育てること、

ダーナによって社会を育てること、タパスによって自己を育てること」であ

る(45)。 

クマールにとって、この『バガヴァッド・ギーター』の「自然と社会と自

己を育むという三位一体」は、「思索の大いなる糧
かて

」となり、以来、「思想と

行動の土台」となったという。そして、クマールは、それを「『ソイル（土）、

ソウル（心）、ソサイエティ（社会）』と名づけた」のであった(46)。 

クマールは、「マインド、ボディ、スピリット」というニューエイジの三位

一体が個人的三位一体なのに対して、「ソイル、ソウル、ソサイエティ」は「包

括的で全体的な三位一体」と捉えている。なぜなら、「ソイル（土）、ソウル

（心）、ソサイエティ（社会）」は、「自然と人間と精神性を一つに結びつける

ことができる」からなのである(47)。 

 

おわりに 

本稿では、クマールの思想を取り上げた。全人形成につながる生き方（ホ

リスティックな学び）の観点からクマールの思想を検討することを目指した

のだが、課題も残った。 

クマールの思想についての考察も、その一つである。あらためて述べたい

と思う。生命の一体性・全体性の観点から、人間中心主義を超えて、すべて
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の生命の幸福を追求しようとするクマールの思想について学ぶことは、私た

ちの世界を広げ、生命世界全体の調和に向かうことだろう。 
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