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伝道最前線を支える教学上の試論  
・・・・・構造教学の提起・・・・・ 

堅田 玄宥 

一、総  説 

宗門では、親鸞聖人七百五十回大遠忌法要事業の一環として平成二十三年末に教学シンポジウ

ム「世界に響くお念仏」が開催されました（Ref③）。学術的見地からは、これに先立ち前世紀末

に外部世界と直面する二大国際シンポジウムを経験しました。一つは、通称「ハーバード・シン

ポジウム」、今一つは、宗門内でもある北米開教区開教百周年記念シンポジウム、通称「親鸞と

アメリカシンポジウム」であります(Ref①②)。 

両シンポジウムが宗門に明らかにした課題には少なくとも次の二点があったかと窺われます。 

第一に、海外開教の基盤となる伝道教学が未確立であること（Ref ①永谷孝昭p161）、 

第二に、絶対他力という親鸞聖人が到達された宗教体験について、教学的にはその結論のみを

宗門内のみに通じる用語と表現形式で表すに留まっており、それでは真宗思想の国際化の試みに

支障があること（Ref②永富正俊p75,78）でありました。 

後者は、阿弥陀如来から本願力廻向される絶対他力の働きに行者が目覚める転換の過程を明ら

かにすることをこそ求めたものであり（Ref②永富正俊p75）、それが実現されてこそ異教徒との対話

も可能になる点に鑑みれば、実は、両者は軌を一にする課題であることにもなります。 

しかるに、浄土真宗にとって最も重要な問題は、人は如何にして信を得るかであるのに、宗学

ではこの獲信のための理論が体系的に構築されていない（Ref⑤信楽 峻麿p18、⑥岡 亮二p22等、⑥は

奇しくもRef①②の研究叢書と同年の発刊であります）と指摘されたまま今日に至っております。因みに、

「信心正因 称名報恩」の御法義（ご常教）の視野は、信心獲得以降に限られています。 

体系的な伝道教学が未確立のままでは、未信の行者に不案内で伝道最前線を担う個々の開教使

に徒に負担を課し、座禅の求めに応じて仏性を磨き出す行業に傾けば(Ref①p197)、自性唯心に沈

んで(Ref『信巻-別序』)もはや浄土真宗の御法義ではなくなる懸念なしとは申せません。 

前記シンポジウムでは実に貴重なアンケート結果、ご指摘がありましたので、本論では、まず

これらに耳を傾け、ＳＷＯＴ分析で情報分析し課題を浮き彫りにし、解決の方向性を模索し、

以て、雑行雑修の現実社会の中で人生の苦悩を抱えて呻吟する現代人（み教えを聞く側）の立場

に立って、本願力回向のみ教えに目覚める道行きを見出さんとするものであります。 

その表現に当たり、衆生の活動層（第二層）の下には、衆生の状態によらず願力が働き続けて

いて下さる（第一層）と構造化して捉え直し、浄土真宗の特徴たる「本願力廻向」を両層を繋

ぐ関係性（救済軸）であると押さえて、衆生の信心獲得に至る道行きを促す教学上の試論を提起

するものであります。 

蓋し、宗祖親鸞聖人ご自身には、体験的に信心獲得に至る「三願転入」という尊い道行きが

おありだったのであり(Ref⑪)、他力信心獲得前の行者（未信段階）ではまずお念仏をお勧めにな

ったことであります（Ref⑰）。 
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二、第一章 構造教学の提起 

◆二の一、伝道上の課題認識 

伝道学の源をお訊ねすれば、「自信教人信」(Ref④)を挙げることができ、布教使は、専ら「仏

徳讃嘆」の下に研鑽を積みます。ところが、「人は如何にして信を得るかという獲信の構造につ

いての理論が体系的に構築されていない（Ref⑤p18、⑥p22）と指摘されたまま、最近の研究成果に

お訪ねしても、専ら伝道者のあるべき姿の教義学的な論述に留まります（Ref⑦）。 

そこで、改めてキリスト教との対比でみてみますと、 

・①海外開教の基盤となる伝道学の学問体系が浄土真宗の中に備っておらず (Ref①永谷孝昭 p161）、 

・②厳密な意味での「神学」は真宗学の学問的分野では未構築であり（Ref ②永富正俊-武田龍精P131）、 

・③キリスト教神学の有する実践神学の中心たる「伝道学」に該当する確固たる分野が無かった

のが真宗学の方法であった (Ref⑧深川宣暢p237）とあり、 

・④真宗学における実践的な研究としての伝道学の進展は今後に求められている。まず必要なの

が、真宗の教義において「伝道」を位置づける作業であろう。この事が踏まえられていなかった

が故に真宗伝道学が大きく進展しなかったと考えられる(Ref⑧p238）と指摘される通りであります。  

深川氏の論述には、最後に、⑤真宗伝道学の方法の対象として「人間存在の状況認識と分析」

（Ref⑧p245）が目に留まりますが、その内容に踏み込んだものではありません。 

結局、「伝えられ手側に立った伝道教学」は、浄土真宗では存在しなかったことになるのであ

ります。これは浄土真宗の弱点であり、このリスクを次世代に引き継ぐべきではありません。 

そこで、不肖は、喫緊の課題である「御法の伝えられ手側」の信心獲得に至る道行きに焦点を

当てた浄土真宗の伝道教学の構築について一愚案をご提起し、以て、宗門内に論議の機運が盛り

上り、宗門積年の課題「体系的な伝道教学の構築」が果たされんことを念願するものであります。 

◆二の二、ＳＷＯＴ分析による分析法について 

そこで、伝道最前線情報である前記三シンポジウムでのご意見を柱に「ＳＷＯＴ分析（Ref㉓）」

により課題の再認識を行いました。ＳＷＯＴの「Ｓ」は、内部強み（Strength)、「Ｗ」は、内部

弱み（Weakness)、「Ｏ」は、外部機会（Opportunity)、「Ｔ」は、外部脅威（Threat)を指します。 

分析手法は、第一に、組織内外の状況(Context)分析を行うに当たり、組織内外の状況要素を

四象限の内部強み、内部弱み、外部機会、及び外部脅威に分類しつつ情報収集します。 

次に、ＳＷＯＴ分析（リスク、機会分析）を行います。各情報に分類を付しグループ化し、各

象限内での情報の著しさを評価して順位付けします。ここでは、「重要度」「施策有無」「規模」

の三要素につき各最大三点評価を行い、施策策定を阻む要因があればマイナス評価します。最後

に全て掛け合せて算出した評価点に順位付けします。評価には任意性が入り得ますが何度も見直

し同一グループ内での相対評価で客観性を担保します。尚、当初「強み」に分類したとしても「マ

イナス評価」になるものは弱みの性格を有することになり、この手法の客観性を担保します。 

最後に、四象限をたすき掛けして洗い出す「クロスＳＷＯＴ分析」で戦略（論文テーマ）を策

定します。因みに、「脅威に学んで弱みを克服する」や、「強みを活かして機会を捉える」等の観
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点から明確化することになります（→次図をご参照下さい）。 

 

尚、折角の南米開教区菅尾 康健開教使のContext把握の貴重な労作「北米浄土真宗開教史の

ドキュメンタリー映画 Streams of Light」は書き起したくも暇無く割愛せざるを得ませんでし
たが、引用文献①にも小杭氏等の情報が掲載されています。  

◆二の三、ハーバード大学 永富正俊教授の指摘を見直して 

「ハーバード・シンポジウム」では永富正俊氏の発表が鮮烈な印象を残しました。氏は、「浄土

真宗の宗学は、絶対他力の結論のみを内向きに通じる表現をしているに留まる。その壁を打開し、

自分の行動だとしていた称名の実践が本当は他力の働きに他ならないと覚醒する転換の過程こ

そが語られねば、真宗思想の国際化のあらゆる試みは功を奏しない」と指摘されたからです(Ref

②p75)。 具体的には、信楽氏の称名解釈（Ref⑨）を長老格の稲城氏が宗門唯一絶対の教学とする

ご常教の立場から糾弾した書籍 (Ref⑩)に米人宗教史学者が着目し失望して永富氏に与えた示唆

に端を発します。 信楽氏、稲城氏共に還浄された今こそ是に光を当てたとしてもお二方にはお

浄土からにこやかにお許し戴くかと存じ論を進めさせて戴きます。  
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信楽氏が「初門位の信心から究竟位の信心に至る信心の道は、称名・聞名の道だ」と述べられ

た（Ref⑨）のに対し、稲城氏は「それは、自力と他力とを混同した見方で許されない。行巻の称

名は、名号法が衆生の上に活動している相であって既に信心が備った如実の称名だからである」

と批判されたのであります(Ref⑩P11)。是より、ご常教は、信心獲得以降に視野を限定している

ことが判ります。  

◆二の四、ＳＷＯＴ分析で事実関係の確認と戦略を探る 

ＳＷＯＴ分析から明るみに出た点を例示しますと、 第一にお聖教が翻訳され西欧学者の科学

的研究に晒されて行ったとき、果して、宗門は伝統と権威だけで立ち向かえるかという懸念(Ref

②p39）であり、  

第二に、精力的な聖典翻訳で、西欧社会に提供する浄土真宗の Text情報量は足りてはいても、
異文化とのコミュニケーションは、宗教的洞察を記述する状況情報(Context)が第三者に理解で
きるように伝えられて初めて可能になる（Ref②p72)のであり、 

第三に、伝道教学が未確立だと指摘された ((Ref①p161他) ことであります。  

次に、クロスＳＷＯＴ分析により、例えば、次の戦略案が例示できます。  

第一に、「脅威に学んで弱みを克服する」には、批判的究明の西洋的方法論に習って、“体系

的な伝道教学確立に取り組むべき”となるのであり、  

第二に、「強みを活かして機会を捉える」ことであり、それには、因みに、 

・①「本願招喚の勅命を前面に押し立てる御着想（Ref⑯前門様）」や 

・②「お木像を仰いで大慈悲に導かれる御着想（Ref⑰勧学寮頭）」を手掛りに、“伝道最前線を支

える体系的な伝道教学構築の機運を盛り上げよ”となるかと窺います。 

さて、教学は、伝道と有機的に関連し伝道現場で鍛え上げられます。伝道現場では、どうした

ら浄土真宗のみ教えが受け入れられるかが課題だからです。北・南米では時代の要請に応答でき

る教学提起の積極果敢なご尽力があり即伝道現場で試されます。国内人はまず斯るご尽力に敬意

を払うところから始めねばなりますまい。  記 

例(北米)山岡 誓源元北米総長の「6  Aspects 」(Ref⑪)・・・カウンセリングに端を発する。  

(北米)小杭 好臣シカゴ中西部仏教会開教使(元総長)の「禅信サンガ」(Ref①p197) ・・・積極果

敢にプラクティスを前面に据え、継いで真宗の方へ導こうとするものである（ケネス田中Ref①p157)）。  

(北米)オレンジ郡仏教会原田マービン開教使の「Meditation(瞑想)」・・・聴聞の準備(Ref③p39)。  

(南米)菅尾 康健開教使の「Streams of Light」・・・北米の浄土真宗開教史のドキュメンタリー映画
(Context把握)  URL：http://streamsoflightmovie.com  

(南米：ロンドリーナ本願寺)み教えを織り込んだ「本願寺音頭」・・・仏教青年向けのバンド機能「お
寺依存(oteraisao)」が若者を引きつける(2015/9/19日系社会ニュース) URL：soundcloud.com/haruhisa-katata 

◆二の五、二層構造の「構造教学」着想の背景とその内容 

 伝道最前線は、国内外を問わず人々の人生の種々相の一コマ一コマにあるかと窺われます。 

・先頃刊行の『本願寺白熱教室』の中にあって「教えを床の間に飾っておいてよいのか」は、異
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色の輝きを放っていました。これは、仏法に全く不安内で京女に入学してきた学生達に知識とし

て教えた素朴なご本願が彼女らの人生の瀬戸際に畢竟依となって姿を現すことが少なくないと

いうお話でありました。事例は、伝統的な安心の要を全く知らない者にも阿弥陀仏の大悲は浸透

する証左となるとご指摘でありました（Ref⑫徳永一道p84）。 

・当院では偶々次の様なケースに遭遇致しました。あるとき「ご本尊を拝まして欲しい」とお訪

ねになり、実に丁寧に合掌礼拝された直後にそのお方から発せられたお言葉が「どういうご利

益がありますか」という問でありました。これに対して「信心一つで摂取不捨の利益に与りま

す」とお応えするにも長い説明になります。信心が「私が信じる」次元で理解されます。 

因みに、北・南米では「信心を最初に掲げる」といぶかられ、Fandamentalistは警戒します。 
ここでは「貴方は、お気づきではなかったかもしれませんが、貴方を足の向くまま当院に運ば

しめ、掲示板の法語に目を移らしめ、ご本尊を拝みたいと思わしめ、ご尊前に額ずき合掌礼拝せ

しめた大きな力が働いていたことでしょう。私達の日常の中に、既にして私をお導き下さる如来

様の大悲が働いていて下さるのです。その大悲に促されて貴方が一歩を踏み出されたところに大

きな意義があったのではないでしょうか。そのように気づかしめられるとき、既にして貴方は如

来様の懐に包まれているのです」とご案内するのが現実的です。  

これらの事例が物語るところは、伝道教学としては浄土往生の正因たる安心の要だけを説いて

終れりとしたのでは世の人々に不親切ではないかということであります。如来の本願は、実は

人々の人生の種々相の上に働いて下さると窺われるからです。寧ろ、雑行雑修の人間世界で苦悩

を抱えて生きざるを得ない人々の現実に寄り添って浄土真宗の特徴である「本願力回向」の願

力が常に働いていて下さることがご案内できなくてはなりません。 

これが構造教学発想の原点であります。本願力は、本願成就の法の真実の世界から、人々の現

実平面を貫く形で衆生の状態によらず届いていて下さると受け止めるのが自然だからです。 

本論発表時に提示された質疑「勅命はいつの時点から勅命か」についても「勅命は、如来正

覚のその時点から勅命として発せられているのであり、勅命が勅命と受け止められるのは、願力

を聞く疑蓋無雑のそのとき（Ref『信一念-時剋釈』）である」とご回答申し上げたことであります。 

顧みれば、北米開教区元総長の『6 Aspects（六位相）』も、素朴な伝道最前線でのカウンセ

リングの現実体験に立脚していました(Ref⑪) 。 

これらは、行者の未信領域をも含むお育てとお救いの道行きを示唆しているのですから、二層

構造で表し得るかと窺います。本願力は、本願成就の法の真実の世界から、衆生の状態によらず

届いていて下さると受け止めご案内することになるのであります（→イラストをご覧下さい）。 
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第一層に法体名号（願力※）の働きを、第二層には衆生の日常生活上での信前信後の道行きを

担う「現実平面・時間軸」を位置づけます。「本願力廻向」の働きが両者の関係性であり、これ

を「救済軸」と捉えます。救済軸は、衆生の状態によらず（時を選ばず）働いて下さっています。 

宗祖は、「願力を聞くによりて報土の真因決定する」と仰せであったのですから、広く四十八

願の願力（中心は第十八願の名号）を聞いて衆生がお救いに与るのだと窺えます（Ref『六字釈』)。 

なぜ、第二層を設けたか。伝道教学の為には、衆生（御法の伝えられ手側）の現実次元（人々

の耳目に昇って直接関知せられる経験の世界）を手掛かりとすることを疎かにできないからです。 

尚、時間軸を介して現行と種子層間の関係性を論ずる手法は、唯識に伺えます。 

出拠としては、宗祖がご自身の実践的必然として示された「三願転入」の法理を頂戴致しま

す。「三願転入」の法理(Ref⑬)こそは、法の働きに支えられた「諸行往生→自力念仏往生への回

入、自力念仏往生→他力念仏往生への転入」の弁証法的転換過程を表すと窺われるからです。就

中、「『果遂の誓、まことに由あるかな』は、自力念仏に滞っていた私親鸞を第十八願へと転入

せしめたのは、第二十願の願功であったと感佩されたものである」との先哲のお言葉(Ref⑭梯 実

圓 p456)にある通り、「転入」は、本願力の促しであったことを示す証左であります。二層構造の

第二層の歴程を具体的に表すものに他ありません。  

ここで、提起させて戴いた「構造教学の効用」を概観しますと、 

第一に、第一層に備わる名号(願力)の働きを聞信するを安心の要としつつも、往因願以外の悉

皆金色の願等の素朴な願成就の願力を聞く契機にまで拡張して頂戴できるかと窺います。 

第二に、第二層は、第一層の願力の働きに支えられていればこそ、衆生に恵まれた雑行雑修の

様々な道行きも遂には他力発見に至る弁証法的転換の道行きとなることを表し得ます。その時点

で「往生」を目標視できない現代人の営みも諸行往生以前の事態と受け止められます。 

第一層からの本願力回向によって如来先手の働きを表し得るかと窺います。 

このように頂戴して参りますと、曾て信楽先生により御提起戴いた「初門位の信から究竟位の

信に至る信心の道（称名/聞名の道）」（Ref⑤)の意義を改めてお聞かせに与ることであります。 

自力か他力かの実体的二元論の「信の解釈」では到底現代精神には訴ええなくなったとの武田氏の

ご指摘（Ref②P39)にも応え、或いは、稲城説に対してアメリカ人宗教史学者が示した落胆をも回復で

きる契機を提供し得るかと窺います。 
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第三に、浄土真宗では、信心は一人しのぎで善をなすことが救済の条件ではないとして積極評

価されなかった「社会的/倫理的活動」(Ref③p72)も、「常行大悲」の益を第二層に据えることで

その意義を頂戴できます。凡そ、日本文化は、共同参画するコミュニティでの活動の型の実践を

通して精神獲得を促してきたのであり、お聴聞のコミュニティが息づいているならば、先達の後

ろ姿や妙好人の生き様によって導かれるからです。「報恩行」を「常行大悲」として広く捉え直

すべきだとは、ケネス・田中氏のご指摘でありました（Ref①p158）。 

初一念は、疑蓋無雑の阿弥陀仏の御はからいに帰属する為、信心自体は直接お勧めできなくと

も、「常行大悲」の実践を通して逆観的に信心獲得に馴染むことができるかと窺います。「逆観」

は、四諦八正道や貞慶の心要鈔の構造（Ref⑮）にも見る如く仏道の伝統の一つであります。 

◆二の六、第一章の結論 

構造教学の提起によって従前の宗学上の課題を克服できます。それは、  

・①衆生の日常へも視野を広げた体系的な伝道教学確立の可能性が垣間見えたことであり、 

・②本願力回向の浄土真宗の特徴を可視化する教学の現代化に通じるからです。 

三、第二章、伝道教学の萌芽に鑑みて 

先頃ご提起下さった伝道教学の萌芽には次の二点があるかと窺います。 

第一に、本願招喚の勅命を前面に据えた伝道教学の提唱（Ref⑯）が挙げられ、 

第二に、お木像本尊から仏の大慈悲へ繋ぐ道行き（Ref⑰） であります。 

◆三の一、本願招喚の勅命を前面に押し立てる 

前門様は次の様におっしゃいました。「南無阿弥陀仏」の御念仏は救って下さる阿弥陀様に感

謝御礼の気持で称える御念仏になるけれども、救って欲しいとも救われたいとも思っていない人

に「有り難う」と言えと言ってもそれは伝わらない。現代人には「南無阿弥陀仏」は、阿弥陀様

が私を喚んでいて下さるお喚び声だと伝える方が理解され易い（Ref⑯p33 ）と 

「本願招喚の勅命」の出拠は、「六字釈」です。まずご常教下で懸念される課題を吟味します。 

それは、第一に、勅命は、未信の行者に及ぶや否やであり、第二に「声のお喚び声」のお勧めは、

ありやなしやであります。 

 ご常教では、これをどうご覧になったのでありましょうか。空華学派最後の学轍と称された桐

渓順忍氏は、勅命の及ぶ範囲につき、「念仏から信心への念仏」は、「称名」であるが、「信心よ

り念仏への念仏」は、自分の口から出る称名であってもそれは自分の口を借りて出て下さる阿弥

陀如来の「招喚の声だとする」とお示しでありました（Ref⑱p41）。ここでは、ただ事実関係のご

紹介に留めおきたいと存じます。 

 そこで、改めて経釈のご文に立ち返ってお訊ねしてみますと、 

聖人の「六字釈」は、善導大師の『観経』の「別時意会通」の「いまこの『観経』のなかの

十声の称仏は、すなはち十願十行ありて具足す。いかんが具足す。」の「六字釈」に発します。 

『観経』のなかの「十声の称仏」とは、第十六観「下品下生」の称仏であります。  
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しからば、「六字釈」の原出拠は、念仏（＝心念）叶わぬ者へのお勧めですから、①未信の行

者を対象とする、②声の念仏のお勧めであることになります。但し、善知識に促されて称えたの

ですから「さようか」と頷いた素朴な無疑心はあったということができます。 

【論点】（問）「勅命」とは、勅命の勅命たる意義が判って初めて勅命ではないかとに対して 

（答）「意義が判る」とは、衆生の意業「信（衆生の認識ですから第二念）」に昇る事態です。さ

れば、是を以て「勅命」を規定するのは不遜かと窺います。「勅命」は、本願成就し如来様のお

手許から発せられた時点で既に勅命だったからです。これは、曾て、大行が衆生の状態によって

変わることがないとされた岡 亮二氏の論理と軌を一にします。「勅命」の文証の原点が観経第十

六観の未信の者に対する口称念仏のお勧めであること（「転教口称」）から明確かと窺います。 

 「いつの時点から勅命は勅命となり得るのか」との疑問が生ずるのは、願力の働きと衆生の活

動の次元を一次元でみたことに基づく事態であり、これは、如来様の働きを本願力回向として衆

生の行業と独立交差させる二層構造の視点の導入によって解消されるかと窺います。 

◆三の二、信前念仏お勧めの根拠、①「御消息第二十五通」、②正像末和讃第六十六番―誡疑讃 

「信心正因」を力説された聖人が、何ゆゑ晩年、お弟子様方に念仏往生をお勧めになったかについ

ては、如来の喚び声として称名を捉えることが最も大切だとお考え遊ばしたからであろうと言われま

す（Ref⑱桐渓 順忍P48）。勅命に聞遇するには、実践面の大切さを窺わせるものがあります。  

御消息第二十五通には「往生を不定におぼしめさんひとは、まづわが身の往生をおぼしめし

て、御念仏候ふべし。わが身の往生一定とおぼしめさんひとは、仏のご恩をおぼしめさんに、

ご報恩のために御念仏こころにいれて申して、世のなか安穏なれ、仏法ひろまれとおぼしめす

べしとぞ、おぼえ候ふ。」とあります(Ref⑲)。これは、「信後の称名報恩」と一連に、往生不定の

行者にはお念仏（＝信前念仏）をお勧め下さった宗祖直々の御文（一級資料）であります。 

以て、林 智康氏は「往生不定の人は自分の往生を思って念仏を称えるべき」と仰せになり、

玉木 興慈氏は、これを秀逸と讃え、親鸞自身と真摯に向き合うこともこれからの真宗学の課題

と結ばれました(Ref⑳p301）。 

正像末和讃第六十六番―誡疑讃では、「自力の行者も、称名念仏励むべし」と仰せであります。

疑心を誡められる誡疑讃でのお念仏のお勧めこそは、信前念仏お勧めの証左かと窺われます。 

信心の人におとらじと   疑心自力の行者も  

如来大悲の恩をしり    称名念仏はげむべし（正像末和讃第六十六番） 

◆三の三、お木像は仏の大慈悲のあらわれであること 

次に「浄土真宗のご本尊は、海外開教のためにはお木像を本尊であるとするのが得策である。

なぜなら、お名号の意訳は長い説明になり、音訳すると意味不明の呪文と受け止められかねない

からである。その上で、お木像の本質は、阿弥陀如来の大慈悲を表すと説明するのが開教使の責

務である」と徳永一道氏は仰せになりました（Ref⑰p65）。 

定善観でまみえる仏（観経第九真身観）の本質は、「仏心とは大慈悲これなり。無縁の慈をも

ってもろもろの衆生を摂す」にあり弘願真実のお姿（第七華座観）を仰ぐ道行きを窺わせます。 
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されば、お姿からお喚び声にご案内する仕方は、縁あってお御堂に歩みを運ばれたお方に弘願

のみ教えをお伝えする伝道最前線に有効な論理だったかと窺われます。  

◆宗祖は、「六字釈」で「発願回向といふは、如来すでに発願して衆生の行を回施したまふの心な

り」と仰せでありました。「衆生の行」は、如来様が本願成就し廻向された行だったのです。また「出

体釈」で「大行とはすなはち無礙光如来の名を称するなり」と仰せ下さいました。梯 實圓氏常の仰

せの通り、この御文には主語がありません。主語のない日本語の特徴に鑑みれば、如来行がそのまま

衆生の行になるのであります。「出体釈」に衆生の状況（Context) に限定がないことは、その働き

は、未信の行者にも及ぶことを意味します。 

されば、称えれば、直ちに聞こえて下さる音声こそは、聞名ならしめる本願招喚の勅命を意味する

“宗教哲学上の哲理”であると明確に認識すべき時かと窺います。 

以て、旧くは家永氏により投ぜられた念仏呪術説も学術的に払拭できるかと窺われます。 

目に見えぬ法性法身が五感の群生海に現れ給うたお名号の具体的な働きだったからです。お名号は、

ふとお姿を仰ぎ見ればこの目で仰ぐことができ、口称すれば耳に聞こえて下さるからです。 

◆信前念仏が実践上必須であることは、浄土和讃冠頭讃にも示されてあります。冠頭讃では、称名念

仏が真っ先に謳われ、続いて信心まことにうるとあるので、信心獲得に際しては、念仏が前提になり

ます。ここで、「信心まことにうる」を「弥陀の名号を称へる」より先に位置づけることの是非につ

いては、先哲のお言葉が残されてあります。瓜生津隆雄氏は、「親鸞聖人は、実践を重視されたお方

であるから、『弥陀の名号称へる』というのが先になければならない。信を先にすると観念の信心に

なってしまう」（Ref㉑）と仰せであり、「声につきて決定往生の思いをなすべし」との元祖の御文を

引きつつ「念仏のない信心では、観念論に陥る」とは、梯 實圓氏の常の仰せでありました。 

◆奇しくも、下田正弘氏は、前回大会で「浄土仏教経典は、諸伝統の統合という形で出現したもので

あり、仏名を称えることに集約され、遂に純粋な言葉となって現れた。経をよむとき、音になり、声

が現れる。佛の世界が現れる」と結ばれました(Ref㉒)。宗門外からの斯るご指摘は瞠目に値します。

広讃と略讃は、決して別物ではなく、お念仏するとき、音になり、声が現れる。衆生は、その声、名

聲にまみえるのだとお聞かせに与ることができることかと頂戴できます。 

第十七願の諸仏の「咨嗟称我名」と「無碍光如来のみ名を称する」衆生の称名とが何ゆゑ同位にな

るかは、全く仏の本願力回向によるからであると窺います。こうして「称えれば直ちに聞こえて下さ

る名聲こそは、本願招喚の勅命であり未信の行者にもその功徳は及ぶ」とご案内できるかと窺います。 

◆三の四、聞信不具足から聞信具足に恵まれる道行き構造をお訊ねして 

折角ご提起戴いた伝道教学の萌芽に、衆知を結集して体系的な伝道教学にまで育て上げるべき

は、宗祖のみ教えに深く頭を垂れる者の勤めでなくてはなりません。課題は、如何にして「聞信

不具足」から「聞信具足」に恵まれるかの道行き構造の明確化であります。 

ここで、宗祖の信巻菩提心ご自釈(註釈版P246)の「信不具足/聞不具足」は、願力（第一層）回向の

働きに支えられた凡夫次元（第二層）の構造の存在を示唆し、凡夫が未信の領域からお育てに与り、

遂に聞信具足する道行きを示唆していて下さるかと窺います。 
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最後に、未信から遂に聞信具足する道行きについて仏説観無量寿経の御文に窺わせて戴きます。 

◆観経流通分に聞く「聞思修サイクル」 

「もし、善男子・善女人、ただ仏名・二菩薩名を聞くだに、無量劫の生死の罪を除く。いかにいは

んや憶念せんをや。もし念仏するものは、まさに知るべし、この人はこれ人中の分陀利華なり」（Ref

観経流通分）。これは「聞名→憶念→念仏」の流れであり、二大理念が読み取れます。  

・①その一は、「念仏するもの」が道行きの到達点にあることです。これは、得者と共に実践道を歩

む姿を重要視しているからだと窺えます。  

・②その二は、「聞名→憶念→念仏」は、「聞思修」のサイクルであり、upcycle(聞思修を繰り返すう

ちに終に聞信具足に恵まれる事態)を示唆します。「憶念」だからです。  

以て、聞信不具足/具足の難題と思われたものは、却って「聞思修」で衆生がお育てに与り、遂に

恵まれて聞信具足する「聞」の初一念に導かれる構造を示して下さるかと窺います（→イラスト参照）。  

 

浄土真宗では絶対他力の救済という結論に立脚する教学が歴史的にも精緻を極めたのに比し

て「現実平面・時間軸」での研究は寥々たるものがあります。折角、前門様や勧学寮頭から伝道

教学の萌芽ともいうべき御発案が示されたのですから、これを契機に体系的組織的取組が為され

るべき好機かと窺います。 

四、結  論 

・①浄土真宗の伝道のためには、未信の行者にご案内し、異教徒も対話に引き入れ「凡夫が如何にし

て未信領域から聞信具足するに至るかの道行き」を示す体系的な伝道教学が確立されねばなりません。  

・②それには、衆生の状態によらず(時を選ばず)働き続けていて下さる願力に支えられて、機が熟し

て聞信具足するに至る凡夫次元の営みを捉える構造教学が存在するかと窺われます。  

・③「本願力廻向」は、第一層と第二層を繋ぐ「救済軸」に沿った関係性であると窺われます。  

・④第二層は、第一層の働きに支えられ、自力（と思っていたものが）本当のところは、他力（の働

きであったと）目覚めるに至る「弁証法的転換プロセス」を表すと捉えることにより、「信前に視野

を広げた伝道教学」確立の道が開けるかと窺われます。 

・⑤「社会性/倫理的活動」も、第二層上でのプラクティスとして“常行大悲の益”を手掛かりに謳

い挙げ得るかと窺われます。  
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・⑥宗祖の信巻菩提心ご自釈された「信不具足/聞不具足」は、願力の回向に支えられた凡夫次元の

活動の構造の存在を示唆し、凡夫が未信の領域から遂に聞信具足する道行きを表し得るかと窺います。  

・⑦本願招喚の勅命の原出拠は、観経第十六観にあることから、原点は、未信の行者を対象とする、

声の念仏のお勧めであることになります。 

・⑧観経流通分にお訊ねすれば、衆生は、お聴聞でお育てに与る第二層中のサイクル上で「聞信不具

足」から遂に「聞信具足」する初一念に導かれる(upcycle) と頂戴できるかと窺います。合掌。  

 

◆五、出 拠 

・①武田 龍精編著：1996年 親鸞とアメリカ「研究叢書『親鸞思想と現代世界』Ⅰ 北米開教伝道

の課題と将来 北米開教区開教100周年記念(略称「親ア」）  

・②武田 龍精編著：1996年 親鸞浄土教とキリスト教「研究叢書『親鸞思想と現代世界』Ⅱ 聖典

翻訳と精神文化の移行、国際化と世界宗教対話 ハーバード・シンポジウム、龍谷大学創立350周年

記念シンポジウム（略称「親キ」）。  

・③『教学シンポジウム親鸞聖人の世界Namo Amida Butsu～世界に響くお念仏～』） 

・④『往生礼讃676』『顕浄土真実教行証文類―化身土文類』『信文類』真仏弟子釈、註釈版p260 

・⑤信楽 峻麿「浄土教における信の研究」p18 

・⑥岡 亮二 1996年『教行信証』「行巻」の研究―第十七願の行の解明―p22 

・⑦葛野洋明「真宗伝道における実践論の教義的研究」p21『真宗研究』49巻 

・⑧深川 宣暢「真宗伝道学方法論の考察」『真宗学』119/120合併号) 

・⑨信楽 峻麿「親鸞における称名の意義」『真宗学』55号 

・⑩稲城 選恵「最近における 真宗安心の諸問題」―龍谷大学・信楽教授の所説に問うー 

・⑪山岡 誓源「第65回 仏教文化講演会記録『アメリカでの真宗伝道－宗教教育という一つの方法

論を通して－』」 

・⑫徳永一道「開かれた浄土真宗―教えを床の間に飾っておいてよいのか？―本願寺白熱教室」 

・⑬『顕浄土真実教行証文類―化身土文類』「三願転入」註釈版聖典P412-3)」 

・⑭梯 實圓『顕浄土方便化身土文類講讃』p456) 

・⑮楠 淳證『心要鈔購読』p79 

・⑯2013年4月27日築地本願寺発行「御門主と前門様のご対談『浄土真宗のこれから』」p33  

・⑰徳永 一道 2013年3月31日発行「布教団通信第35号」『｢無常観」と「平生業成」』p65  

・⑱桐渓 順忍 教育新潮社刊 『教行信証に聞く-別巻』p18 

・⑲『親鸞聖人御消息』第二十五通、註釈版聖典p784) 

・⑳玉木 興慈「往生一定と往生不定」2013年『真宗学』129・130合併号」）p301） 

・㉑瓜生津 隆雄『正真偈偈前の文』すねいるＣＤ 

・㉒下田正弘 2014/10/7 龍谷教学会議第 50 回記念大会「大乗経典の出現と浄土思想の深化」。 

・㉓例えば、伊藤達夫著『これだけ！ＳＷＯＴ分析』   

・㉔関連解説情報→筆者 Website contents http://syohgakuji.web.fc2.com/index.html   

◆付記：伝道最前線の意味するところ 

「伝道最前線」は、国内、海外開教双方を視野に入れたものであることは申すまでもありませ

ん。本論ではＳＷＯＴ分析によりまず現状を把握しております。 
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筆者自身は、国内にあって布教使であり末寺の住職ですから、各地の常例ご法座、教区内讃仰

布教大会、福祉施設、他院様の報恩講出講等々の機会がその具体例であります。 

自坊では布教使育成と願力による他力念仏者のお育てを第一目標に据えた「お聴聞の会」を毎

月営んで五年が経過し、その上で年間行事の報恩講、永代経、歓喜会、降誕会、彼岸会等々が機

能するのであります。直接外部社会に向っては、既に十年に近く精力的にコンテンツ発信するＨ

Ｐ運営等があり、海外開教区との継続的情報受発信、人々との接遇があります。幸いにも一昨年

は、南米開教区を訪問し、仏教婦人大会ご支援のご縁に恵まれました。その節、時の総長様から

承ったことは、「近頃はいろんな新興宗教が日本から仏教の顔をしてやってきて活動するもので

すから、今ではご門徒さん達にとって、何が本当の仏教か判らなくなってきて困っております。」

でありました。伝道最前線で宗門が脅威に晒されている実情が読み取れます。これにどう対応す

べきかは、宗門に課せられた戦略的課題の一つであります。合掌。 

◆添付資料：「ＳＷＯＴ分析（リスク、機会分析）」の結果 

「ＳＷＯＴ分析（リスク、機会分析）」の結果は、「ＳＷＯＴ分析第一表―内部弱み」「第二表―

内部強み」「第三表―外部機会」「第四表―外部脅威」毎に付表としました。データ量の多い表は、

抜粋して全貌表示は割愛しました。 

以上。 
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