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ご讃題「弥陀経讃」

•十方微塵（みじん）世界の

•念仏の衆生をみそなわし

•摂取してすてざれば

•阿弥陀となづけたてまつる
• (Ref『浄土和讃』第八十二番「弥陀経讃」、註釈版聖典P571）

1st Ver. April 28th ,2015
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(Ref『浄土和讃』第八十二番「弥陀経讃」、註釈版聖典P571、りびんぐらいぶず平成27年4月第1号



人生状況(Context)に応えて行かねばならない

◆ある秋の日のできごとです。

• 「ご本尊を拝まして欲しい」と言ってお訪ねになり、

• ご本尊を合掌・礼拝されたお方の口から最初に出

た言葉が「どういうご利益がありますか」

でした。

• 皆様方なら、これにどうお応えになりますか？

• →連続研修での話し合いの課題になる。

5th Ver., May 2nd, 2015

Ref)りびんぐらいぶず平成26年11月第2号
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どう応えたか(構造教学の促しに遇う)
◆「信心一つで摂取不捨の利益に与ります」←通じなければ次の機会がない。

◆「あなたは、お気づきではなかったかもしれませんが、

• あなたを足の向くままに当院に運ばしめ、
• 当院の掲示板に掲げられた法語(文字)に目を移らしめ、
• ご本尊を拝みたいと思わしめ、本堂に向かわしめ、
• ご尊前にぬかずき、合掌礼拝せしめた
• 大きな如来様の大悲の働きが働いていたことでしょう。
• 私達の日常生活の中に、既にして私を支えお導き下さる如来様のお慈
悲が働いていて下さったのではないでしょうか。

• その説法に促されてあなた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。

• そのことにそうと気づかせて戴くとき、やがて如来様のお救いに与るの
です、とお応えさせて戴いたのです。

5th Ver., April 25th, 2015

Ref)りびんぐらいぶず平成26年11月第3号
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おたちむかいのおすがたは
• けれども、ことはそれだけで終わりでは無かったのです。

• どうにも満足できないまま年末になりました。お正月迄になんとかならない

か、と思ううちに一つの詩が形を現してくれました。

• お立ち向かいのおすがたは、救いの名（みな）のほとけさま

• されば六字と名告（なの）らして 称えてご覧と勧めます。

• これに二番、三番を付けましてね、できたと思って坊守に預けましたところ

が、明くる日のお茶の時間になりましてね、「お立ち向かいのお姿」というの

がなんとかならんのかと言うのです。実は「お立ち向かいの」というのは大

事な言葉でしてね。後でご紹介しますけれども、これを改めるには多少の問

題があったのですが、なるほど、世間の生活空間に身を置いたときには、こ

の言葉は通じないと思われたのです。そこで、

1st Ver., May 1st, 2015
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ふとあおぎみるお姿は

• 頂戴した詩が、ふと仰ぎ見るお姿はだったのです。本日の講題です。

• ふと仰ぎ見るおすがたは、救いの名（みな）のほとけさま

• されば六字と名告（なの）らして 称えてご覧と勧めます。

• これに二番、三番を付けて、仏教讃歌が姿を現して下さったので

す。なるほどこの方が、人生の長い旅路を経て、阿弥陀様のお慈

悲を仰がして戴くことができますね。

• 実は、そのようなニュアンスが形を現したのは、北米育ちのNative

のご発想で英文翻訳して戴いたときだったのです。

• As I reverently reflect on the Figure that spontaneously

comes to mind.

1st Ver., May 1st, 2015

p6

Ref)



摂取のご左訓（高田本）

• 高田本(※)の「摂取」のご左訓「摂めとる。ひと

たびとりて永く捨てぬなり。摂は、ものの逃ぐる

を追わへとるなり。摂はをさめとる、取は迎へ

とる(Ref浄土真宗聖典全書 宗祖篇上P379)」。

• ※一身田（いっしんでん）の高田派専修寺

3rd Ver., May 2nd, 2015

p7

Ref浄土真宗聖典全書 宗祖篇上P379、注釈版聖典p571-2脚注



摂取不捨のおこころ

• 「摂取不捨」は、ある条件を満たした者のみを救うというのではない、あまつさえ、

救い主のお心に背いて逃げ回っている者を追いかけ、あるいは待ち構えて救おう

となさる如来様の救いを表す。

• 逃げている者が対象であるから救いの為にはその者に何らの条件を課されてい

ないことが頷ける。

• また、一旦摂め取ったら決してお捨てにならないことからも絶対他力の救いである

ことがわかる。

• これこそが親鸞聖人の到達された境地であり、ご和讃は、信心獲得と同時に賜る

今生のご利益（信益同時のお法り：現生十益の第六番「心光常護の益」）を表す。

• もしも「（浄土真宗では）どういうご利益がありますか」と問われれば、「それは、信

心獲得と同時に如来様の懐に抱き取られる救いであります」と応えることになる。

2nd Ver., May 2nd, 2015
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Ref)りびんぐらいぶず平成27年4月第1号



摂取不捨の出拠（その１）

• ◆「念仏の衆生をみそなはし 摂取してすてざ

れば」の出拠は、『観経』「真身観」の「（阿弥陀如

来の）一々の光明は、あまねく十方世界を照

らし、念仏の衆生を摂取して捨てたまはず」

（Ref『観経』「真身観」注釈版聖典P102)であり、

2nd Ver., April 30th, 2015
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（Ref『観経』「真身観」注釈版聖典P102)



阿弥陀の出拠（その２）

• ◆「阿弥陀となづけたてまつる」の出拠は、

『阿弥陀経』の「かの仏の光明無量(第12願)

にして、十方の国を照らすに障碍（しょうげ）す

るところなし。このゆゑに号して阿弥陀とす」

（注釈版聖典p123-124）とある御文であり、

2nd Ver., April 30th, 2015
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（Ref『阿弥陀経』注釈版聖典P123-124)



摂取不捨/阿弥陀の出拠（その３）
◆これらの御文に基づいて善導大師が『往生礼讃』に

「かの仏の光明は、無量にして十方国を照らすに障

碍するところなし。ただ念仏の衆生を観そなはして、

摂取して捨てたまはざるがゆゑに阿弥陀と名づけた

てまつる」と「阿弥陀」の名称の由来を示されことに

基づく。

1st Ver., April 28th, 2015
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（Ref『往生礼讃』七祖注釈版P662)



御左訓のおこころ

• ◆桐溪順忍和上の御書物を繙（ひもと）くと、ご讃題のご左訓「ヒトタビトリテナガク

ステヌナリ」とは、ひとたび捉えたならば、決して捨てることのない光明の働きであ

ることを表わしており、

• 「セフハモノノニグルヲオワエトルナリ」は、救いの目当てとなる衆生に何らの条件

を課されない光明の働きであり、

• それは、ただ名号聞信の一念、名号のひとりばたらきで摂取不捨のご利益に与る

ことを表しているとされ、斯かる思想は、浄土教思想に大きな変革を与えた一大

転換となった（Ref桐溪順忍『教行信証に聞く-別巻』P106）と仰せ下さってある。

• 尚、摂取不捨の利益は、『心光常護の益』という他力の念仏者が現

生に獲る現生十種の益の第六番に示されている（Ref註釈版聖典P251）。

4th Ver., May 2nd, 2015
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Ref) 「現生十種の益の第六番「心光常護の益」、註釈版聖典P251桐溪順忍『教行信証に聞く-別巻』P106



ご讃題に秘められたお育てのお心

• ◆「念仏の衆生をみそなわす」とは何か。

• 他力の念仏者をご覧になるという平面的な捉え方では足りな

い。これは、念仏する身にまでお育て下さる如来様の働きを表

わしている。

• 先にお浄土に還帰された瓜生津先生ならそういう御説明をなさ

るに違いない。どこかでそのようなご指南を仰いだことよなあ、

と思いつつ注釈版を繙いたところ、まさにご讃題のこの個所に

先生のお言葉としてメモ書があることに気付かされた。お浄土

からの直説として有難かったことは申すまでもなかった。

1st Ver., April 28th, 2015
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Ref)りびんぐらいぶず平成27年4月第1号



第一席の纏め

• 摂取不捨は、光明の功徳

• 観そなわすは、他力の念仏者としてお

育て下さる大悲の働きを示したもの。



「浄土真宗のこれから」に聞く

• 平成25年4月『浄土真宗のこれから』と題した御門主と前門様のご対談本が築地

本願寺より発行された」。

• それには、教学上は信心正因 称名報恩（→信心一つでお救いに与り、お念仏はその

後の報恩の思いから称えるものであることをいうご常教のご法義）は、正しいけれども、

救われたいとも救われたとも思っていない現代人にそれをそのまま言ってみても

伝わらない。

• 現代人には、「南無阿弥陀仏」は、感謝の念仏だと説く前に、阿弥陀様が喚（よ）ん

でいて下さるお喚び声だと伝える方が理解されやすいのではないかと感じており、

(私自身も)その旨もっとはっきりと伝えたいと思っていると明言されました。

• 伝道にはハンドル操作の説きブリではなく、エンジンとなる説きブリが必要である、

それにはお聖経に示された御文を選び直し鍛え直すことが必要であると予て承っ

てきました。

2nd Ver. May 1st ,2015
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Ref)りびんぐらいぶず平成27年4月第1号



名聲超十方

• ◆『大経』では、法蔵菩薩が、師仏「世自在王仏」の御前で、自らの志願を四

十八願として誓われたことが説かれています。その直後に、重ねて偈頌の

形式で誓われたのが「重誓偈」の「名聲超十方」です。

• 四十八願に詳しく誓いながらなぜ重ねて誓う必要があったのでしょう。

• 「重誓偈」で重ねて誓われたものこそは、特に強調しておかねばならなかっ

たこと、或いは、志願の趣旨が伝わらない虞れから改めて示しておく必要が

あったからだと窺えます。

• 菩薩が敢えて「名聲超十方」と重ねてわれたものこそは自ら喚び声の仏と

なって衆生を摂取せんとして下さったことを顕していると窺われます。

2nd Ver., May 2nd, 2015
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Ref)御門主ご染筆「名聲超十方」について



お木像は仏の大慈悲・・見遇から聞遇へ・・

◆浄土真宗のご本尊は、名号本尊が本来であることは百も承知で、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、お名号を翻訳(意訳)すると長々とした説明文になり、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、このお木像の本質は、阿弥陀如来の大慈悲を表している

と説明するのが開教使の責務である（徳永道雄勧学寮頭）。

• ※注：大慈悲→無縁の大悲→弘願（第18願文）の大悲をいう。

• 【タイトルの趣旨について】ご本尊のお姿にまみえること（これを見遇という。観経第七華座観の「住立

空中尊」に由来する）の本質は、お名号に遇わせて戴くことである。お名号はお喚び声になって衆生に

届いて下さるのであり、衆生は、お喚び声に喚び覚まされる（これを聞遇という）からである。

3ｒd Ver., April 12th, 2015

Ref)徳永道雄 2013(平成25)年3月31日発行「布教団通信第35号」『｢無常観」と「平生業成」』p65

p17



観経「第九真身観」

◆仏身を観ずるをもってのゆゑにまた仏

心を見る。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。

この観をなすものは、身を捨てて他世に諸仏の前（みま

え）に生じて無生忍を得ん。

2nd Ver., May 2nd, 2015

Ref)『観無量寿経』注釈版聖典p102、梯 実圓 『聖典セミナー「観無量寿経ー第九真身観」p192』

p18



形像（ぎょうぞう）ご本尊の意味
• ご絵像・お木像は、お姿を象（かたど）っています(形像本尊）。

• ご絵像では四十八本の光明が直下にも指していることから住立

空中尊（じゅうりゅうくうちゅうそん）であることが分かります。

• これは、お釈迦様が韋提希夫人と阿難尊者に向って「救いの法を

説こう」とおっしゃって口を閉じられるや否や、空中に現れ給うた

阿弥陀様のお姿を指しています。

• このことから、お姿こそは、救いの法(弘願)を指していることがわ

かります。弘願の法は、名号を聞かしめることによるお救いです

から、これを“聞見一致”というのです。

2nd Ver., May 2nd, 2015
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Ref)りびんぐらいぶず平成27年5月第3号



形像ご本尊の意味

• 形像ご本尊は、お立ち姿でいらっしゃいます。

• お立ち姿にはどんな意味がこめられているのでしょう。

• 実は、「立」という意味には、

• ①「たちどころに」という意味、

• ②「立つ」という意味、

• ③その位に「就く」という三つの意味があるのだそう

です。

2nd Ver., April 30th, 2015
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Ref) 『観経疏』「定善義・華座観・住立空中尊」七祖註釈版p423、りびんぐらいぶず平成27年5月第3号



形像ご本尊の意味

• ◆まず「たちどころに」とは、何か

• 「ただ心を回らして、正念を保って（自分中心の

念いを捨てて）お浄土に生まれたいと願うならば、

たちどころにすなはち生ずることをうることを明

かす。」と善導大師様は示していて下さいます。

これを立即得生（りっそくとくしょう）と申します（Ref

『観経疏』「定善義・華座観・住立空中尊」七祖註釈版p423）。

1st Ver., April 28th, 2015
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Ref) 『観経疏』「定善義・華座観・住立空中尊」七祖註釈版p423、りびんぐらいぶず平成27年5月第3号



形像ご本尊の意味

• ◆次に「立つ」とは、何か。

• 如来様が生死の苦悩に沈む私たち衆生を立ち

ながら撮（と）りて（つまみあげて）すなはち（お浄

土につれて）行って下さるのであります。

• これを立撮即行（りっさつそくぎょう）と申します（Ref

『観経疏』「定善義・華座観・住立空中尊」七祖註釈版p423）。

2nd Ver., May 1st, 2015
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Ref) 『観経疏』「定善義・華座観・住立空中尊」七祖註釈版p423、りびんぐらいぶず平成27年5月第3号



形像ご本尊の意味

• ◆その位に就くというのは、宗祖聖人のお心に従って頂戴すれば、

信心獲得のそのとき摂取不捨の利益に与り、言い換えれば「現生

正定聚」の位に就かしめられるということになります。

• 同時にそれは命終わるその一刹那、如来様のお膝元のお浄土へ迎

え取って戴くことを意味するのであります。

• 形像本尊に込められた如来様のお心は、その本体である帰命尽十

方無碍光如来のお名号のお心を表していますから、

• 摂取不捨のご利益に遇わせて戴き、今生で現生正定聚の位に就か

しめられ、浄土往生がお約束されたことになるのであります。

3rd Ver., May 1st, 2015
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Ref) 『観経疏』「定善義・華座観・住立空中尊」七祖註釈版p423、りびんぐらいぶず平成27年5月第3号



本願招喚の勅命の働く範囲

• ◆出拠は、六字釈にある。

• ご常教下では、本願招喚の勅命については、信心獲得前に及ぶか/

声のお喚び声が許されるかの課題があるので、まずこれを吟味する

• 課題①信心獲得前に及ぶか否か？

（未信の行者を対象とするのか）

• 課題②「声のお喚び声」のお勧めは、ありやなしや？

5th Ver., April 21st, 2015

Ref) 「行巻」注釈版聖典p170

p24



本願招喚の勅命に限定ありや否や

• ◆桐溪和上は、招喚の勅命の及ぶ範囲につき、

• ①念仏から信心への念仏は「称名」であるが、

• ②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」と明かされた （Ref 桐渓順忍和上『教行信証に聞く－別巻』p41-42）。

• これは、信因称報のご常教下では、本願招喚の勅命の働く範囲

に時期的制約があった動かぬ証拠である。

• このままでは「本願招喚の勅命」は、伝道教学として機能しない。

6th Ver., May 1st, 2015

Ref 桐渓『教行信証に聞く－別巻』p41-42

p25



経釈のご文にお尋ねする

◆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。」の六字釈に発する。

◆『観経』のなかの十声の称仏とは、第十六観「下品下生」の称仏である(御

文引用は割愛)。

◆然らば、六字釈は、念仏（＝ご本願の思し召しを頂戴する心念）かなわぬ

者へのお勧めだから、

◆結論として

• ①未だ信心を頂戴できていない者(未信の行者）を対象とし、

• ②まさしく声の念仏のお勧めであることが判る。
• 以て、「本願招喚の勅命」は、未信の行者への名号聞こえる化の御文であることが明確になった。

4th Ver., May 1st, 2015

Ref) 「行巻」注釈版聖典p170

p26



ふとあおぎみるおすがたは

◆ふとあおぎみるおすがたは 救いの名（みな）のほとけさま

されば、六字と名告らして 称えてごらんとすすめます。

◆ふとあおぎみるおすがたは 救いの名（みな）のほとけさま

されば、わたしに称えさせ 耳に聞こえて喚（よ）び給う

◆ふとあおぎみるおすがたは 救いの名（みな）のほとけさま

されば、かさねて聞かしめて われをたのめと喚び覚ます

1st Ver., March 24th, 2015
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事例解説

• ◆ふと仰ぎみるお姿は 救いの名のほとけさま→◆この目で仰ぐことのできるご本尊は五感を

以て感得できるお姿（住立空中尊）である。「ふと」と促されるのは自然（じねん）=本願力の働きに

よる。お木像の本質はお名号である。

• ◆されば、六字と名告（なの）らして 称えてご覧と勧めます→◆お名号は、真実の世界から法

蔵と現れ（従果降因（じゅうかごういん）の菩薩）、本願建立し、成就してお名号となって下さる。

群生海の衆生に自らの存在を知らしめる為には本願招喚の勅命となって喚びかけて下さる。

• ◆されば、わたしに称えさせ 耳に聞こえて喚び給う→◆それには、まず、称えよとのお勧め下

さる（発願回向釈）。称えれば耳に聞こえて下さる次第である（ﾌﾟﾛｾｽｱﾌﾟﾛｰﾁ）、

• 声になって届こうというのは、「名声超十方」（重誓偈）の働きである。（Ref注釈版聖典p24）。

• ◆されば、重ねて聞かしめて われをたのめと喚び覚ます→◆聞こえて下さる南無阿弥陀仏が

初めから如来様のお喚び声だと頂戴できるわけではない。称えつつお育てに与ればやがてお喚

び声に喚び覚まされるときがやってくる。聞思修のお育てによるのである。
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