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マドゥスーダナ・サラスヴァティーの
Bhāgavata Purāṇa 1.1.3の解釈

──何故 Bhāgavata Purāṇa が最高の〈人間の目的〉なのか──

眞　鍋　智　裕

1. 序論
　Bhāgavata Purāṇa（BhP）は，インドにおいて５世紀以降順次成立していっ
た比較的新しい聖典群である「プラーナ」（古譚，昔話，Purāṇa）文献におけ
る18の「大プラーナ」（Mahāpurāṇa）の一つであり，８世紀から10世紀にかけ
て成立したと考えられている．また，この BhP はヴィシュヌ教（Vaiṣṇava）の
一派であるバーガヴァタ派（Bhāgavata）の聖典の一つであり，そこには，同
じくバーガヴァタ派の聖典である Bhagavadgītā（BhG）に淵源を持つ信愛（バ
クティ，bhakti）思想や，ヴィシュヌ神やその諸の化身（avatāra）の物語が説
かれており，BhP は BhG と共にバーガヴァタ派内の諸教派1だけでなく，ヴィ
シュヌ教派一般に重要な役割を現代まで担い続けている．
　一方，16世紀頃活動したアドヴァイタ（不二一元論，Advaita）学派の学
匠マドゥスーダナ・サラスヴァティー（Madhusūdana Sarasvatī，以後マドゥ
スーダナと表記）は，宇宙の精神的根本原理であるブラフマン（brahman）
と個的な精神的根本原理であるアートマン（ātman）との同一性（梵我一
如，brahmātmaikya）を知ることで輪廻世界から解脱すること（mokṣa）を目
的とし，元来人格的な主宰神（īśvara）を必要としていなかったアドヴァイタ
教学に，主宰神信仰を採り入れている2．その際に彼は，BhG と BhP，特に
BhP に基づくヴィシュヌ神信仰をアドヴァイタ教学によって基礎づける，と

1　バーガヴァタ派の諸教派には，マドゥヴァ派，ニンバールカ派，ヴァッラヴァ派，
チャイタニヤ派等が挙げられる．

2　このことは，当時ヴィシュヌ（Viṣṇu）神やシヴァ（Śiva）神といった主宰神を奉
じているヴィシュヌ教やシヴァ教（Śiva）が隆盛していたこと，また一神教である
イスラーム教による王朝の存在という事態へ対処しようとしたことによるものと想
定される．
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いう方法を採っている．そして，マドゥスーダナによる BhP 関連の著作とし
ては，主に BhP に基づく3信愛論の著作 Bhaktirasāyana（BhR）とその自註
Bhaktirasāyanaṭīkā（BhRṬ 4）， BhP の冒頭三頌に対する註釈 *Śrīmadbhāgava

taprathamaskhandādyapadyatrayavyākhyā ５（以後 ŚBhPĀTV or『バーガヴァタ註』
と表記）が挙げられる6．
　これらのうち，BhP 自体に対する註釈である『バーガヴァタ註』において
マドゥスーダナは，BhP 1.1.1においては BhP の記述対象（artha）が，BhP 1.1.2
においては BhP が達成対象に対する達成手段（sādhana）であることが，そし
て BhP 1.1.3においては，BhP が「最高の〈人間の目的〉」（paramapuruṣārtha）
であることが説かれていると述べている7．このうち，マドゥスーダナが BhP 
1.1.3の所説と解釈している「BhP が最高の〈人間の目的〉であること」は，一
見して奇妙な言明である．どうして聖典である BhP そのものが，「最高の〈人

3　BhR（Ṭ）は，BhP の他に議論の典拠として BhG や Viṣṇu Purāṇa（ViP）も引用され
るが，その信愛論は基本的には BhP の記述を基礎としている．日野［1985］, 
Nelson［1998：57］ 参照 .

4　BhR（Ṭ）に対しては，以下のような先行研究が挙げられる．日野［1985］， Nelson

［1986］， ［1989］， ［1998］， ［２00４］， Patankar［1987］， Gupta［２006： 119－1４４］ ．
５　 マ ド ゥ ス ー ダ ナ の BhP に 対 す る 註 釈 の 名 称 は 明 確 に は 分 か っ て い な い．

Bhuvaneshvari［２018］ 参照．本稿では，コロフォンに śrīmadbhāgavataprathamaskha
ndasyādyapadyatrayavyākhyā と見られることから，暫定的に Śrīmadbhāgavatapratha
maskhandādyapadyatrayavyākhyā という名称を想定している．

6　この他に，従来はマドゥスーダナの著作として，1２－1３世紀頃のヴィシュヌ教徒
ヴォーパデーヴァ（Vopadeva or Bopadeva）による BhP の要約的著作 Harilīlāmṛta
（HLA）に対する註釈 Harilīlāvyākhyā（HLV）も挙げられていた．Gupta［２006： 9
－1３］．これに対し，Raghavan［1978］ において，HLV はヴォーパデーヴァの自註で
あると主張されている．また「第70回印度学仏教学会」（於佛教大学，２019年９月
7日）において，置田清和博士によって，HLV の著者はヘーマードリ（Hemādri, 
ca. 1２-1３th CE）であることが指摘された．置田博士の論考は説得力のあるものであ
り，本稿では置田博士に従い，HLV をマドゥスーダナの著作リストから外すことに
する．しかし，この問題に関しては更なる検討が必要であると考える．

7　ŚBhPĀTV 18,16-18: evaṃ tāvat prathamaślokena śāstrārthasya paramapuruṣāvayavatvam 
uktam. dvitīyaślokena śāstrasya paramapuruṣāpekṣasādhanatvam. śāstram eva para-
mapuruṣārtha iti tṛtīyaślokenāha（以上のように，先ず，第一頌によって，教示書（BhP）
の対象が最高のプルシャ（ヴァースデーヴァ神）の側面であることが述べられた．
第二頌によって，教示書が最高のプルシャに依存する達成手段であることが［述べ
られた］．教示書こそが最高の人間の目的である，ということを，第三頌によって
述べる）．
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間の目的〉」であるのであろうか．この奇妙さは，インドにおいて伝統的に〈人
間の目的〉とされているものが「規範」（dharma），「愛欲」（kāma），「実利」（artha），
「解脱」（mokṣa）であることと対比してみると明らかであろう．そこで本稿では，
BhP 1.1.3に対する『バーガヴァタ註』を解読・分析することで，「BhP が最高
の〈人間の目的〉である」とはどういうことであるのかを明らかにしたい．
　マドゥスーダナの『バーガヴァタ註』は，先行研究においては簡潔にその趣
意が紹介されるに留まり，その議論内容が詳細に分析されてきていない．特に
BhP 1.1.2-3に対する研究はほぼ為されていないに等しい８．本稿は，BhP 1.1.3
に対する『バーガヴァタ註』に対する初めての詳細な研究であり，マドゥスー
ダナの BhP 解釈の解明に大いに貢献するものであると考える．

2. BhP 1.1.3に対する二種の解釈
2.1. 第一の解釈
　「BhP が最高の〈人間の目的〉である」とはどういうことであるのかを考
察するために，先ず BhP 1.1.3に対する『バーガヴァタ註』において，マドゥスー
ダナは BhP をどのようなものと解釈していたのか，ということを確認したい．
BhP 1.1.3に対する『バーガヴァタ註』において，マドゥスーダナは大別して二
通りに BhP 1.1.3９を解釈している．以下では先ず，第一の解釈の検討を行い
たい．
　マドゥスーダナは，BhP 1.1.3の「聖句という如意樹の果実であり精要である
バーガヴァタを飲め」（nigamakalpataroḥ phalaṃ rasaṃ bhāgavataṃ pibata）と
いう表現に対し，BhP はヴェーダ（Veda）聖典の結果（phala）であり，精要（rasa）

８　『バーガヴァタ註』に対する先行研究には，以下のものがある．Modi［19２9］， 
Raghavan［1978］， Venkatkrishnan［２015］， 眞鍋［２01４］，［２015］，［２017b］，［２018b］， 
［２018c］，［２018d］， Manabe［２017a］，［２018a］，［２019］， Bhuvaneshvari［２018］． 
こ の う ち，BhP 1.1.3に 対 す る 註 釈 箇 所 に 関 す る も の は Raghavan［1978］， 
Venkatkrishnan［２015］のみである．なお，本稿は，眞鍋［２0２0］２．４において簡潔
に論じたことに加筆し，詳細に論じたものである．

９　BhP 1.1.3: nigamakalpataror galitaṃ phalaṃ śukamukhād amṛtadravasaṃyutam / 
pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ //（ああ，シュカの
口から地上に溢れ落ちた，聖句という如意樹の，アムリタの滴りを持つ精要である
バーガヴァタという果実を，帰滅するまで絶えず飲め．情趣に通じた者達よ，審美
者達よ）．
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であるという解釈を付している．

　　 資料1　ŚBhPĀTV 18 ,  19-２5 :  nigamo  vedaḥ. sa eva kalpataruḥ. 

bahuśākhatvāt, aśeṣapumarthapradātṛtvāc ca. tasya phalaṃ sārabhūtam. 

bhāgavatam asādhāraṇyena bhagavatpratipādakaṃ purāṇam. punaḥ 

punar vedam ālocya racitatvāt, tasya vedaphalatvam. sarvavedārthasya 

rasasaṃgrahabhūtam ity arthaḥ. tathā ca vakṣyati –

　　　　bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā /

　　　　tad adhyavasyat kūṭastho ratir ātman yato bhavet // BhP 2.2.３４10//

　　 iti. bhagavadbhakteḥ sarvavedārthasāratvāt, tatpratipādakam idaṃ sarvataḥ 

sārabhūtam. pibata saṃsāratāparūpapipāsopaśāntaye śravaṇapuṭaiḥ sarvaṃ 

hṛdgataṃ kuruta.

　　 聖句とはヴェーダ（veda）である．それこそが如意樹である．多くの枝（支
派，śākha）を持っているから，また全ての人間の目的を授けるから．そ
れ（ヴェーダ）の果実は果汁のようである．バーガヴァタとは，独自に主
（bhagavat）を教示するプラーナである11．［バーガヴァタは］何度も何度
もヴェーダを考察して作られたものなので，それ（バーガヴァタ）はヴェー

10　Cf. BhAD 1３7, 6f. （on BhP 2.2.３４.）: kuta etad ata āha. bhgavān brahmā kūṭastho 
nirvikāraḥ ekāgracittaḥ sann ity arthaḥ. tris trīn vārān kārtsnyena sākalyena brahma 
vedan anvīkṣya vicārya yata ātmani harau ratir bhavet tad eva manīṣayādhyavasyat 
niścitavān（これはどうしてか，［というので］それ故に答える．主，とはブラフマー
［神］である．不変者，とは変化を欠いており，心が一つのものに集中している，
という意味である．三度，即ち三回，完全に，即ち全くブラフマンを，即ちヴェー
ダを探究して，即ち考察して，それに基づいてアートマンであるハリに対する喜び
が生じるだろうそのもののみを，理性によって確定した，即ち決定した）．

11　BhP 1.1.1に対する『バーガヴァタ註』では，BhP の記述対象は，1） アドヴァイタ
学派の立場からは最高のアートマンであるブラフマン，2） ヴィシュヌ教の一派で
あるサートヴァタ派（Sātvata,= パンチャラートラ派 Pāñcarātrika）の立場からはブ
ラフマンであるヴァースデーヴァ神（Vāsudeva），3） バーガヴァタ派の立場から
はヴァースデーヴァ神の化身であるクリシュナ神（Kṛṣṇa）であると述べられている．
なお，執筆者は従来第三の立場をバクティ派と呼んできたが，第三の立場はクリシュ
ナ 神 に 対 す る 信 愛 を 救 済 手 段 と し て お り， ま た「 バ ー ガ ヴ ァ タ の 規 範 」
（bhāgavatadharma）を「手段としての信愛」（*sādhanabhakti）としていると考えら
れるため，現在はマドゥスーダナの考えるところのバーガヴァタ派であると理解し
ている．
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ダの果実（結果）である．全てのヴェーダの意味内容の，精要をまとめた
ものに相当する，という意味である．即ち［ヴィヤーサ仙は］述べるだろう．

　　　　 主（ブラフマー神）はブラフマン（ヴェーダ）を，理性によって三度
完全に探究して，それに基づいて（yato）アートマン［たるハリ神に
対する］喜びが生じるだろうそれを（tat），不変者（ブラフマー神）
は確定した．

　　 と．主に対する信愛は，全てのヴェーダの意味内容の精要であるから，そ
れを教示するこれ（バーガヴァタ）は，あらゆる点で果汁のようなもので
ある．飲め，とは，輪廻の苦しみをあり方とする渇望の止滅のために，耳
という諸の器によって，一切を心にあるものとせよ，ということである．

ここでの記述に依れば，マドゥスーダナは，BhP 1.1.3に見られる「バーガヴァ
タ」（bhāgavata）という語を，独自に主（bhagavat）を教示するプラーナとし
て，BhP それ自体と考えている．また彼は，ヴェーダは多くの支派（śākha, 
枝）を持ち，人間の目的を授けるので，BhP 1.1.3の「聖句という如意樹」
（nigamakalpataru）という語をヴェーダのことであると解釈している．そし
て，BhP は何度も何度もヴェーダを考察して作られたものなので，BhP はそ
の如意樹であるヴェーダの「果実」（phala），即ち結果であり，全てのヴェー
ダの意味内容の「精要」（rasa）をまとめたものに相当するものである，と述
べている．また BhP 1.1.3の「飲め」（pibata）という語を，輪廻の苦しみをあ
り方とする渇望の止滅のために，BhP を聞くことで，その全てを心に留めおく，
ということであると解釈している．
　さらにマドゥスーダナは，興味深いことも述べている．それは，主に対する
信愛が全てのヴェーダの意味内容の精要である，ということである．マドゥスー
ダナは，この点に関して説明を行っていないが，この言明は，引用されている
BhP 2.2.３４に基づくものであると考えられる．ブラフマー神が理性によって三
度ヴェーダを完全に探求した結果確定した「それ」を，BhP であると解釈す
ると同時に，ハリ神（Hari），即ちヴィシュヌ神に対する喜びが生じるもので
あることから，信愛であるとも解釈しているのである．彼は BhRṬ においても，
同じ BhP 2.2.３４を引用した後，信愛が全てのヴェーダの趣意の対象であると述
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べている1２．このように，ここではマドゥスーダナは，全てのヴェーダの意味
内容の精要である BhP を主に対する信愛と同一視している．
　さらにマドゥスーダナは，BhP 1.1.3の「アムリタの滴りと結びついた聖句と
いう如意樹の果実」（amṛtadravasaṃyutaṃ nigamakalpataroḥ phalam）という表
現に対して，「如意樹の果実」である BhP は，アムリタ（甘露，amṛta）によっ
て美味であると周知されているので，「アムリタの滴りと結びついて」いるの

12　BhRṬ 17, 7-19, 7 （on BhR 1.1）: ke punar bhaktiyogasya pumarthatvavādāḥ. śṛṇu tān – 
na hy ato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha / vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato 
bhavet //BhP 2.2.３３// dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viśvaksenakathāsu yaḥ / notpādayed 
yadi ratiṃ śrama eva hi kevalam //BhP 1 .2 .8// dānavratatapohomajapasvā-
dhyāyasaṃyamaiḥ / śreyobhir vividhaiś cānyaiḥ kṛṣṇe bhaktir hi sādhyate //BhP 

10.４7.２４// bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā / tadadhyavasyat kūṭastho 
ratir ātman yato bhavet //BhP 2.2.３４// etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ niḥśreyasodayaḥ / 
tīvreṇa bhaktiyogena mano mayy arpitaṃ sthiram //BhP 3.２5.４４// yā nirvṛtis tanubhṛtāṃ 
tava pādapadmadhyānād bhavajjanakathāśravaṇena vā syāt / sā brahmaṇi svamahimany 
api nātha mā bhūt kiṃ v antakāsilulitāt patatāṃ vimānāt //BhP 4.9.10// ityādayaḥ. atra hi 
sarvasukṛtasādhyatvena sarvavedatātparyaviṣayatvena cārthān niḥśreyasanirvṛtiśa-
bdābhyāṃ ca sākṣād eva puruṣārthatvaṃ darśitam（【問】さらに，信愛のヨーガが人
間の目的とする諸説として何があるのか．【答】それら（諸説）を聞け．──実に，
あるものに基づいて主ヴァースデーヴァに対する信愛のヨーガがあるであろう，そ
のものとは別の吉祥な道は，この輪廻に入った者には存在しない．ヴィシュヴァク
セーナ［神］の物語においてよく遂行された規範が人々に愛情を生ぜしめなければ，
［それは］実に単なる徒労に過ぎない．実に，布施，誓戒，苦行，ホーマ，低誦，ヴェー
ダ学習，自己制御，また他の多様な善行によって，クリシュナ［神］に対する信愛
は達成される．主（ブラフマー神）はブラフマン（ヴェーダ）を，理性によって三
度完全に探究して，それに基づいてアートマン［たるハリ神に対する］喜びが生じ
るだろうそれを，不変者（ブラフマー神）は確定した．この世界において人々に至
福（niḥśreyasa）が生じる［のは次のような場合のみである．即ち］激しい信愛のヨー
ガによって，思考器官が私に固定され，不動となった［場合のみである］．主よ，
貴方の蓮華のような足を瞑想することにもとづいて，或いは貴方の信者の物語を聞
くことによって肉体を有する者（人間）達に生じる完成（nirvṛti）は，ブラフマン
たる自身の偉大性においてであってもあり得ない．死の剣によって害された天車か
ら落ちている者達には尚更である（その完成は存在しない）──等と．実に，ここ
において，全ての善行（sarvasukṛta）によって達成されるべきものであるので，ま
た全てのヴェーダの趣意の対象であるので間接的に，また至福と完成という［両］
語に基づいて正しく直接に，［信愛のヨーガが］人間の目的であることが示された）．
ここでの議論は，本稿においても後に言及する，信愛が人間の目的であるのかどう
かということが主題となっている．
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であると解釈する1３．またその「アムリタの滴りと結びついた」という語に対
する解釈において，彼はヴェーダの結果であり，その意味内容の精要である
BhP が解脱の原因であることを述べる． 

　　 資料2 ŚBhPĀTV 19,4-9: amṛtadravasaṃyutam iti. amṛtaṃ mokṣaḥ, tasya 
dravaḥ gatiḥ prāptiḥ, tatsahitam … ālayam iti. layo mokṣaḥ, tam abhivyāpya 
ity arthaḥ. etatpānasyaiva mokṣahetutvāt, anāyāsena mokṣaḥ saṃpatsyata ity 
amṛtadravasaṃyutam ity atra sūcitam.

　　 アムリタの滴りと結びついた，とは，アムリタとは解脱であり，それの滴り，
即ち［我々が解脱に］行くこと，到達することであり，［果実は］それ（解
脱の到達）を伴っている．･･････ 帰滅するまで［飲め］，とは，帰滅とは
解脱であり，その時点まで，という意味である．これ（BhP）を飲むこと
こそが解脱の原因であるので，容易に解脱が実現するだろう，ということ
が，アムリタの滴りと結びついた，とここ（BhP 1.1.3）では示唆されている．

ここでマドゥスーダナは，「アムリタ」を解脱であり，その「アムリタの滴り」
を解脱への到達と解釈している．そして，そのような「アムリタの滴りと結
びついた」BhP は，解脱への到達を伴うものであると解釈されている．また
BhP 1.1.3の「帰滅するまで飲め」（ālayaṃ pibata）という「帰滅するまで」と
いう副詞が，解脱するまで，と解釈されており，BhP を飲む，つまり心に留め
おくことが解脱の原因であると述べられている．このように，ここでの解釈に
おいては，マドゥスーダナは BhP を解脱の原因と考えていたことが理解される．
　以上のように，第一の解釈では，BhP がヴェーダの結果や全てのヴェーダ
の意味内容の精要であり，解脱の原因であると考えられている．この解釈は，
ヴェーダの一部門を構成する「ウパニシャッド」（Upaniṣad）文献に基づいて
梵我一如の知，或いは「ブラフマンの明知」（brahmavidyā）を獲得することに
よって解脱に至ることを「最高の〈人間の目的〉」とするアドヴァイタ学派の

13　ŚBhPĀTV 19, 5f.: paramārthakalpataruphalasyāmṛtasvādutvena prasiddhatvāt, 
amṛtadravasaṃyutatvam（最高の目的である如意樹の果実は，アムリタによって美
味であると周知されているから，アムリタの滴りと結びついている，ということで
ある）．
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立場と相容れないものではない．また，BhP 1.1.1-2においても，バーガヴァタ
派の立場からの解釈とともにアドヴァイタ学派の立場からの解釈が必ずなされ
ている1４ことを考慮に入れると，この第一の解釈はアドヴァイタ学派の立場か
らなされたものと考えてよいだろう．
　しかし，そうすると一つ疑問が生じる．マドゥスーダナは BhRṬ において，
信愛とブラフマンの明知を本質・手段・結果・有資格者の点で異なったものと
述べており，信愛の結果は解脱とされていない15．そのため，ここで信愛が全
てのヴェーダの精要であり，解脱の原因としての BhP と同一視されているこ
とと齟齬が生じているように思われる．
　この点に関しては以下のように考えることができるだろう．マドゥスーダナ
は，BhR（Ṭ） において信愛の階梯に11階梯を立てており，信愛の本質とされる

14　BhP 1.1.1に関しては，Modi［19２9］， Raghavan［1978］，Venkatkrishnan［２015］，眞
鍋［２01４］，［２015］，［２016］，［２017a］，［２018b］，［２018c］，［２019］ 参 照． ま た，
fn. 11も参照．BhP 1.1.2に関しては，Raghavan［1978］，Venkatkrishan［２015］，眞
鍋［２017b］，［２018a］，［２018d］参照．

15　BhRṬ ２6, 9-２7, 7 （on BhR 1.1）: svarūpasādhanaphalādhikārivailakṣaṇyād 
bhakt ibrahmavidyayoḥ.  dravībhāvapūrvikā  h i  manaso bhagavadākāra tā 
savika lpakavṛ t t i rūpā  bhakt iḥ ,  dravībhāvānupetādvi t īyā tmamātragocarā 
nirvikalpakamanovṛttir brahmavidyā. bhagavadguṇagarimagranthanarūpagranthaśravaṇ
aṃ bhaktisādhanam, tattvamasyādivedāntamahāvākyaṃ brahmavidyāsādhanam. 
bhagavadviṣayakapremaprakarṣo bhaktiphalam, sarvānarthamūlājñānanivṛttir bra-
hmavidyāphalam. prāṇimātrasya bhaktāv adhikāraḥ,  brahmavidyāyāṃ tu 
sādhanacatuṣṭayasaṃpannasya paramahaṃsaparivrājakasya（信愛とブラフマンの明知
とは，本質・手段・結果・有資格者が異なっているから．実に，蕩けることに基づく，
構想を伴う［心的］活動をあり方とする，思考器官が主を形相とすることが信愛で
ある．［一方］蕩けることを伴わない，単に第二のものを持たないアートマンを対
象領域とする，構想を欠いた心的活動が，ブラフマンの明知である．主の美徳の偉
大性を綴ることをあり方とする文章の聴聞が，信愛の手段である．［一方］「汝はそ
れである」等というヴェーダーンタの大文が，ブラフマンの明知の手段である．主
を対象とする愛の増大が，信愛の結果である．［一方］全ての不幸の根源である無
知の止滅が，ブラフマンの明知の結果である．生類一般に，信愛に対する資格がある．
一方，ブラフマンの明知に対して，四つの手段を備えたパラマハンサ遊行者に［資
格がある］）．また，信愛とブラフマンの明知は手段と結果の関係にないことも以下
のように述べられている．BhRṬ ２9, 3f. （on BhR 1.1）: bhaktibrahmavidyayor api 
svargavividiṣayor iva phalasādhanabhāvābhāvaś ca tulyasādhanasādhyatvaṃ ca 
bhaviṣyati（信愛とブラフマンの明知も，天界と知ろうとする欲求とのように，結果
と手段の関係にはなく，等しい手段によって達成されるべきものであろう）．
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第五階梯16の「恋の芽の生起」（ratyaṅkurotpatti）の直後の第六階梯「本質の理
解」（svarūpādhigati）に関して以下のように述べている．

　　 資料3　 BhRṬ 1２6,9-1２8,10 （on BhR 1.３5b）: pratyagātmasvarūpasya sthū

lasūkṣmadehadvayātiriktatvena sākṣātkāraṣ ṣaṣṭhī bhūmikā … evaṃ śuddhe 
tvaṃpadalakṣye 'vagate tatpadalakṣyeṇa sahābhedajñānaṃ bhavati.

　　 内的なアートマンの本質を，粗大な［身体］と微細な身体との二つと異なっ
ているものとして直証することが第六の階梯である．･･････ 以上のように，
「汝」という語によって間接表示される清浄なものが理解された時，「そ
れ」という語によって間接表示されるものとの無区別の知（abhedajñāna）
が生じる．

ここでの記述は Chāndogyopaniṣad 第六章に見られる大文（mahāvākya）「汝は
それである」（tat tvam asi）が前提とされており，「汝」という語によって間接
表示されるものとはアートマンのことであり，また「それ」という語によって
間接表示されるものとはブラフマンのことである17．そのためマドゥスーダナ
は，信愛の第六階梯において，ブラフマンとアートマンとの無区別の知，即ち
梵我一如の知が生じると述べているのである18．BhR（Ṭ）にはこの知に依って
解脱に至るとする記述はないが，おそらくマドゥスーダナは，信愛によってこ
の知が生じることをもって，信愛によっても解脱への到達は可能と考えていた

16　BhRṬ 1２４, 3-1２6, 8 （on BhR 1.３5a）: tato ratyaṅkurotpattiḥ. ratir nāma 
bhaktirasasthāyibhāvo drutacittapraviṣṭabhagavadākāratārūpas saṃskāraviśeṣa iti 
vakṣyate. sa evāṅkuro bhāgavatadharmānuṣṭhānātmakabījasya … iyaṃ ca pañcamī 
bhūmikā bhaktes svarūpam. etasyā eva paripākaviśeṣād anyāṣ ṣaḍbhūmikāḥ phalabhūtāḥ

（続いて，恋の芽の生起がある．恋というのは，信愛の情趣という恒常的な感情で
あり，蕩けた心に入り込んだ主の形相性をあり方とする，特定の潜勢力である，と［後
に］述べられるだろう．同じそれが，バーガヴァタの規範の遂行を本質とする種子
の芽である．･･････ また，この第五の階梯は，信愛の本質である．同じこれ（恋の
芽の生起）の成熟の違いによって，［信愛の］結果である六つの階梯がある）．

17　BhP 1.1.1に対する『バーガヴァタ註』においても，BhP 1.1.1の「最高の真理」（satyam 
param）が「それ」という語の表示内容と表示対象，また「汝」という語の表示内
容と表示対象という観点から考察され，それぞれブラフマンとアートマンのことで
あるとされている．

18　Nelson［２00４: ３8４-３88］, Gupta［２006］ 参照．
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と想定される19．
　しかし，信愛と同一視される BhP が解脱の原因であるということは以上の
ように解釈しうるとしても，以下の疑問が残される．即ち，解脱はアドヴァイ
タ学派の「最高の〈人間の目的〉」であるが，その解脱の原因である BhP が「最
高の〈人間の目的〉」であるとはどういうことであるのか，という点は未だ解
明されていない．しかし，この問題は後に考察することとし，続いて BhP 1.1.3
に対する第二の解釈の検討に移りたい．

2.2. 第二の解釈
　第二の解釈においてマドゥスーダナは，BhP 1.1.3に対して第一の解釈とは
大分異なった解釈を付している．先ず，BhP 1.1.3の "bhāgavataṃ rasaṃ phalaṃ 
pibata" という箇所に関して以下のように解釈している．

　　 資料4　ŚBhPĀTV 19,２0-２４: bhāgavataṃ bhagavadviṣayaṃ rasaṃ 

bhagavadbhaktyākhyaṃ pibata āsvādayata … tasya paramadurlabhatvam āha 

19　また BhRṬ において，信愛のヨーガ（bhaktiyoga）が解脱を目的とする知のヨーガ
（jñānayoga）の終端（avadhi）であることが述べられている．BhRṬ 8,1-9,6 （on 
BhR 1.1）: asya ca jñānayogasya bhaktiyogo 'vadhiḥ – sāṃkhyena sarvabhāvānāṃ 
pratilomānulomataḥ / bhavāpyayāv anudhyāyen mano yāvat prasīdati // nirviṇṇasya 
viraktasya puruṣasyoktavedinaḥ / manas tyajati daurātmyaṃ cintitasyānucintayā // 
yamādibhir yogapathair ānvīkṣikyā ca vidyayā / mamārcopāsanābhir vā nānyair yogyaṃ 
smaren manaḥ //BhP 11.２0.２２-２４// ityādibhagavadvacanāt. atra mano yāvat prasīdatīti 
bhak t iyoga  eva  jñānayogāvadh i tvenok taḥ ,  bhak t iyogaṃ v inā  manasas 
saṃyakprasādābhāvāt（そして，この知のヨーガにとって信愛のヨーガは終端である．
──思考器官が浄まるまで，サーンキヤ［の理論］によって，一切の存在の生起と
帰滅とを逆順に，または順に瞑想すべきである．［諸行為を］厭い，離欲し，上述
のこと（瞑想）を知る人にとって，思考されたことを絶えず思考することによって，
思考器官は悪しき本性を捨てる．制戒等という諸のヨーガの道や論理という明知，
或いは私への諸の崇拝や瞑想によって［清澄さに］適合する思考器官を念じるべき
である．［しかし］諸の他の［手段］によってではない──等という主の言葉がある
から．ここで，思考器官が浄まるまで，と信愛のヨーガこそが，知のヨーガの終端
として述べられた．信愛のヨーガなくして思考器官が完全に浄まることはないから）．

　　　この点に関しては，BhP に基づく BhR（Ṭ）や ŚBhPĀTV だけはなく，マドゥスー
ダナの BhG に対する註釈 Bhagavadgītāgūḍhārthadīpikā（BhGGAD）における信愛
とブラフマンの明知との関係も明らかにする必要があると考えているが，今後の研
究課題としたい．
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– phalam iti sarvasukṛtakarmaphalabhūtam. tathā ca vakṣyati –

　　　　dānavratatapohomajapasvādhyāyasaṃyamaiḥ /

　　　　śreyobhir vividhaiś cānyaiḥ kṛṣṇe bhaktir hi sādhyate // 10.４7.２４ // 

　　iti.
　　 バーガヴァタを，即ち主を対象とする情趣を，つまり主への信愛と呼ば

れるものを飲め，即ち味わえ．･･････ それが最高に得難いことを述べる．
結果を，とは，全ての善行（sukṛtakarma）の結果たるものである．即ち，［ヴィ
ヤーサ仙は］述べるだろう．

　　　　 実に，布施，誓戒，苦行，ホーマ，低誦，ヴェーダ学習，自己制御，
また他の多様な善行（śreyas）によって，クリシュナ［神］に対する
信愛は達成される．

　　と．

ここでは，「バーガヴァタ」（bhāgavata）とは，主を対象とする「情趣」（rasa），
即ち主への信愛であると解釈されており，またそれを「飲め」（pibata）とい
う語が，主への信愛を飲んで「味わえ」という意味に解釈されている．さら
に，「結果」（phala）という語が，ヴェーダの結果を意味していた第一の解釈
とは異なり，全ての善行の「結果」であると解釈されており，主への信愛が全
ての善行の結果であることが述べられている．BhR（Ṭ） においては，主への
信愛は「信愛の情趣」（bhaktirasa）であると述べられており，また信愛の手段
として「手段としての信愛」（*sādhanabhakti）である「バーガヴァタの規範」
（bhāgavatadharma）２0とともに，全ての善行も挙げられている２1．従って，こ
こでは，第一の解釈のような解脱の原因としての信愛ではなく，「情趣」とし
ての信愛そのものが主題となっている．
　続いてマドゥスーダナは，このような主への信愛には既知の手段があること

20　「手段としての信愛」と「バーガヴァタの規範」に関しては，眞鍋［２018d］ 参照．
21　BhRṬ においても，『バーガヴァタ註』に引用されている BhP 10．４7．２４が引用され

た後に，信愛が全ての善行によって達成されるべきもの（sādhya）であることが述
べられている．fn. 1２参照．また以下の記述も参照．BhRṬ ２8,1f. （on BhR 1.1.）: ya-
jñadānādisarvasukṛtasādhyatvaṃ tu samānam bhaktibrahmavidyayoḥ svargavividiṣayor 
iva（一方，信愛とブラフマンの明知とは，天界と知ろうとする欲求とのように，祭祀
や布施等という全ての善行によって達成されるべきものであることは同じである）．
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を述べるために，"nigamakalpataror galitam" という語句を，信愛を形容するも
のとして解釈する．

　　 資料５　 ŚBhPĀTV 19, ２４-２0, 1: etādṛṣasyāpi prāptau dṛṣṭopāyam āha – 

nigamakalpapataroḥ. nigamo bhāgavatākhyaḥ paṃcamo vedaḥ. sa eva 

kalpataruḥ, anekaskandhaśobhitatvāt. tasmād galitaṃ bhāgavatātmanā 

mahākāvyena vyañjitam ity arthaḥ.

　　 ［信愛が］このようなものであっても，獲得に関して既知の手段があ
ることを述べる．聖句という如意樹から［と］．聖句とは，バーガヴァ
タと呼ばれる第五のヴェーダである．それこそが如意樹である．多く
の枝（skandha）によって荘厳されているから．それ（聖句である如
意樹）から溢

こぼ

れた，とは，バーガヴァタという偉大な美文詩によって
（bhāgavatātmanā mahākāvyena）［詩的に］表現された（vyañjita），とい
う意味である．

マドゥスーダナは，ここでは「聖句」（nigama）をバーガヴァタという第五の
ヴェーダと解釈している．BhP においては，叙事詩とプラーナ文献が第五の
ヴェーダであると述べられており２２，そのためここでの「バーガヴァタ」とは
BhP を指すと考えられる．そして，その「聖句」である BhP は，多くの枝によっ
て荘厳されているから如意樹であると解釈されている．この多くの枝によって
荘厳されている，ということは，多くの支派によって尊重されているというこ
とであると考えられる．そして，信愛は，第五のヴェーダであり如意樹であ
る BhP から「溢れた」ものであると言われている．マドゥスーダナは，この
BhP から溢れた，ということを，BhP という偉大な美文詩（kāvya）によって
詩的に表現されたという意味であると解釈している．この解釈は，BhP が文学
性の高い文献であることに加えて，マドゥスーダナの「信愛の情趣」が詩論に
おける情趣（rasa）論に基づいていることに由来するものである．またこのこ
とは，BhP が信愛の獲得の手段，原因であることを意味していると考えられる．
　続いてマドゥスーダナは，信愛がどのようなものとしてあるのかを説明する

22　BhP 1.4.２0cd: itihāsapurāṇaṃ ca paṃcamo veda ucyate（叙事詩とプラーナは，第五の
ヴェーダであると言われる）．
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ために，信愛の「情趣」を形容する "amṛtadravasam" という BhP 1.1.3の語を解
釈する．

　　 資料6　 ŚBhPĀTV ２0,5-7: punaḥ kīdṛśena ─ amṛtadravasam. amṛtadravo 

devabhogyo raso mokṣagatiḥ ca. taṃ syati khaṇḍayati nikṛṣṭatām āpādayatīti 

tathā. bhaktirasānubhave svargamokṣayoḥ vācānudayāt. 

　　 更に［信愛の直接経験は］どのようなものとして［あるのか，というので
答える］．アムリタの滴の柵を［と］．アムリタの滴とは，神によって享受
される精要であり，また解脱の境地（解脱に行くこと，mokṣagati）である．
それを終わらせる，壊す，劣ったものとする，そのように，である．信愛
の情趣を直接経験する場合，天界と解脱に関する言及は生じないから． 

ここでの「アムリタの滴」（amṛtadrava）とは，第一の解釈同様に解脱へ行
くこと，即ち解脱の境地である．マドゥスーダナは，解脱の境地の「柵」
（sam）という語によって，その柵である信愛が解脱の境地を終わらせる
（syati），壊す（khaṇḍati），劣ったものとする（nikṛṣṭām āpādayati），という
ことを意味していると解釈している．それは，信愛の情趣を直接経験した者
は，天界への再生も解脱も望まないからであるというのである．ではマドゥ
スーダナは，信愛の結果はどのようなものと考えていたのであろうか．BhR

（Ṭ） においてマドゥスーダナは，信愛の結果は「主を対象とする愛の増大」
（bhagavadviṣayakapremaprakarṣa）であると述べ２３，また信愛の階梯の最終階
梯である「愛の最高の極地」（*premaparamakāṣṭhā）を，「生命の放棄を終端と
する（主との）別離に耐えられないことをあり方とするもの」（prāṇaparityāgā-
vadhivirahāsahiṣṇutārūpā），即ち主との死別に耐えられないことであると述べて
いる２４．
　以上のことから，第二の解釈においてマドゥスーダナは，BhP は主への愛
の増大を結果とする信愛の原因であると考えていたことが理解される．また，

23　fn. 15参照．
24　BhRṬ 1３7, 5 （on BhR 1.３6）: premṇo 'tha paramā kāṣṭhā prāṇaparityāgāvadhivirahāsa

hiṣṇutārūpā（また，愛の最高の極地とは，生命の放棄を終端とする（主との）別離
に耐えられないことをあり方とするものである）．
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『バーガヴァタ註』においては信愛を奉じる立場をバーガヴァタ派と捉えてい
るため，この第二の解釈はバーガヴァタ派の立場からのものであると考えられ
る２5．しかし，信愛と「最高の〈人間の目的〉」との関係についてはまだ論じ
られていなかった．実は，『バーガヴァタ註』においては，信愛が「最高の〈人
間の目的〉」であることに関する議論は見られない．しかし，BhRṬ において，
マドゥスーダナは，信愛が「規範」か「解脱」という〈人間の目的〉に含まれ
るという議論とともに，信愛は「規範」，「愛欲」，「実利」，「解脱」とは異なる
独立した〈人間の目的〉であるという議論も行っている２6．このことを考え合
わせると，マドゥスーダナは BhP 1.1.3に対する第二の解釈において，信愛を
解脱よりも価値のある「最高の〈人間の目的〉」であると考えていたというこ
とができよう．しかし，「最高の〈人間の目的〉」である信愛の原因たる BhP

がその「最高の〈人間の目的〉」そのものである，とは一体どういうことであ
るのか，という第一の解釈におけるのと同じ疑問が生じてくる．

3. 何故 BhP が「最高の〈人間の目的〉」であるのか
　続いて，アドヴァイタ学派の立場においては解脱という「最高の〈人間の目
的〉」の原因であり，またバーガヴァタ派の立場においては信愛という「最高
の〈人間の目的〉」の原因である BhP が，どうして「最高の〈人間の目的〉」
そのものとされるのか，という問題について考察を加えたい．BhP 1.1.3に対す
る『バーガヴァタ註』の末尾に以下のような記述がある．

　　 資料7　 ŚBhPĀTV ２0, 1２-1４: atra ca bhaktirasānubhavāsādhāraṇakāra-

ṇatvena, bhāgavatasya rasatādātmyavivakṣayā, sāmānādhikaraṇyam. rasasya 

tattādātmyena bhāgavatākhyaṃ purāṇam api paramaḥ pumarthaḥ.

　　 そしてここにおいて，信愛の情趣の直接経験の独自の原因であるので，バー
ガヴァタが情趣と同一であることを述べようとして同格関係がある．情趣
がそれ（バーガヴァタ）と同一であるので，バーガヴァタと呼ばれるプラー
ナも最高の〈人間の目的〉である．

25　fn. 11参照．
26　Nelson［２00４：３6３f.］ 参照．
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この箇所は，第二の解釈における記述であり，BhP 1.1.3において「情趣である
バーガヴァタ」（rasaṃ bhāgavatam）と，情趣とバーガヴァタが同格で述べら
れている理由が述べられている．それは，「バーガヴァタ」が信愛の情趣の直
接経験の独自の原因であるので，「バーガヴァタ」と信愛の「情趣」が同一で
あることを述べようと意図しているからである，というのである．信愛の情趣
の直接経験の原因であると述べられていることから，この「バーガヴァタ」と
は BhP のことを指していると考えられる．そして，BhP が「最高の〈人間の
目的〉」である信愛の「情趣」と同一であるので，BhP も「最高の〈人間の目的〉」
であると述べられている．
　しかし何故，信愛の情趣の直接経験の原因であることによって，BhP がそ
の結果である信愛の情趣と同一のものとなるのであろうか．『バーガヴァタ註』
においてはその根拠は示されていないが，BhRṬ に以下のような記述が見られ
る．

　　 資料８　 BhRṬ 1２,9-1３,3: duḥkhāsaṃbhinnasukhaṃ hi paramaḥ puruṣārtha27 

iti sarvatantrasiddhāntaḥ dharmārthakāmamokṣāś catvāraḥ puruṣārthā iti 

prasiddhis28  tu "lāṅgalaṃ mama29 jīvanam" itivat sādhane phalatvavacanād 

aupacārikī. ato na sukham eva puruṣārtha iti pakṣahāniḥ.

　　 実に，「苦と混じっていない楽が最高の〈人間の目的〉である」というこ
とは全ての教義で定説である．しかし，「規範・実利・愛欲・解脱の四つ
が人間の目的である」という周知されていることは，「犂は私の生計である」
というように，手段を結果として述べているので，比喩表現である．した
がって楽のみが〈人間の目的〉であるという主張を棄てることはない．

「規範・実利・愛欲・解脱の四つが人間の目的である」という場合の「規範」「実
利」「愛欲」「解脱」は，第一義的な〈人間の目的〉である「楽」（sukha）を得
るための手段である．しかし，その手段を比喩的に結果として述べているので，
「規範・実利・愛欲・解脱の四つが人間の目的である」と言われるというので

27　paramaḥ puruṣārtha BhRD, BhRJ］ paramapuruṣārtha BhRP.
28　prasiddhis BhRD, BhRP］ prasiddhas BhRJ.
29　mama BhRJ］ om. BhRD, BhRP.
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ある．
　信愛の情趣の原因である BhP が，その信愛の情趣と同一であると言われる
この場合も，従って，原因である BhP と結果である信愛の情趣を比喩的に同
一のものと述べたもの，と考えることができよう．それ故，BhP が信愛とい
う「最高の〈人間の目的〉」であると言う場合も，比喩表現であると考えられ
る．第一の解釈の場合も同様に，BhP が「最高の〈人間の目的〉」である解脱
の原因でありつつも，同時に「最高の〈人間の目的〉」そのものでもある理由は，
比喩的に BhP が解脱と同一のものと解釈され，それ故，比喩表現として BhP

が「最高の〈人間の目的〉」であると見做されているのであると考えられる．

4. 結論
　以上の考察から，『バーガヴァタ註』において「BhP が最高の〈人間の目的〉
である」と述べられているのはどういうことであるのか，という問題に対して
は以下のように答えることができよう．先ずマドゥスーダナは，「最高の〈人
間の目的〉」に関して，それは「解脱」であるというアドヴァイタ学派の立場と，
「信愛」であるというバーガヴァタ派の立場との二つの解釈を行っている．そ
して，BhP をそれら「解脱」や「信愛」の原因であるとしつつも，比喩表現によっ
て，BhP を「最高の〈人間の目的〉」である「解脱」や「信愛」と同一視した
のだと考えられる．
　また，マドゥスーダナが「最高の〈人間の目的〉」として「解脱」だけでは
なく「信愛」を独立したものと考えていることから，彼はバーガヴァタ派の「信
愛」思想をアドヴァイタ教学の中に完全に解消してしまうことはなく，ブラフ
マンの知を獲得することによって解脱に至るアドヴァイタ学派の救済論と，主
宰神に信愛を捧げるというバーガヴァタ派の救済論とを，別々のものとして認
めていることがうかがえる．この点は，アドヴァイタ学派の開祖シャンカラが
信愛を無制約なブラフマンに対する瞑想であるとし，解脱に至るための救済論
の中に解消してしまっている３0ことと対比させると，非常に特異である．マドゥ
スーダナ以降のアドヴァイタ学匠も，彼の BhR（Ṭ）に基づきながらも，最終
的には信愛を解脱のための手段と捉えている３1．このことからも，解脱と信愛

30　吉田［199４］，李［1996］，日野［198３］等を参照．
31　例えば，マドゥスーダナの著作に対する註釈作者であるブラフマーナンダ・サ
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とを別々の救済論として別立てする点が，『バーガヴァタ註』におけるマドゥ
スーダナの救済論の大きな特徴であると言うことができよう３２．
 （本稿は，科研費17J00156の助成を受けたものである）
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マドゥスーダナ・サラスヴァティーの Bhāgavata Purāṇa 1.1.3の解釈

Madhusūdana Sarasvatī's Interpretation of Bhāgavata Purāṇa 1.1.3: 
Why is the Bhāgavata Purāṇa the Highest Human Purpose?

Tomohiro MANABE

　In the Śrīmadbhāgavataprathamaskhandādyapadyatrayavyākhyā (ŚBhPĀTV), which is a 
commentary on the Bhāgavata Purāṇa (BhP), Madhusūdana Sarasvatī, a scholar of the 
Advaita Vedānta school who flourished in the 16th.CE., mentions that BhP 1.1.1 indicates the 
object (artha) of the BhP, BhP 1.1.2 prescribes the BhP as the means (sādhana) towards the 
goal, and BhP 1.1.3 describes the BhP as "the highest human purpose" (paramapuruṣārtha). 
Among them, the description "the BhP is the highest human purpose," which Madhusūdana 
interprets as the theme of BhP 1.1.3, seems strange. Why is the BhP, which is a scripture, 
itself the "highest human purpose"? In this paper, by analyzing ŚBhPĀTV on BhP 1.1.3, I 
explain what the description "the BhP is the highest human purpose" means. 

　Madhusūdana interprets "the highest human purpose" in two ways: from the standpoint of 
the Advaita school as "liberation" and from that of the Bhāgavata school as "devotion." In 
due course, even though Madhusūdana initially considers the BhP as the cause of both 
"liberation" and "devotion", he comes to identify the BhP itself as "liberation" and 
"devotion," which are metaphoric expressions of "the highest human purposes." Therefore, 
the BhP itself is said to be "the highest human purpose." 

　In addition, Madhusūdana regards not only "liberation" as the "highest human purpose" 
but also "devotion" in itself. Therefore, in the ŚBhPĀTV, he does not completely dissolve 
the devotional thought of the Bhāgavata school into Advaita thought, but admits the 
legitimacy of Bhāgavata soteriology, which is to devote oneself completely to the supreme 
deity, separate from Advaita soteriology, which is to reach liberation by realizing the 
knowledge of brahman.




