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りびんぐらいぶず 平成２２（２０１０）年２月第２号 

「及称名号」といふは 

◆ご讃題◆      （Ref『一念多念証文』注釈版聖典 P694） 

「及称名号（ぎゅうしょうみょうごう）（礼讃）」といふは、・・（中略）・・「称」は

御（み）なをとなふるとなり、また称ははかりといふこころなり、はかりといふ

はもののほどを定むることなり。名号を称すること、十声・一声（とこえ・ひとこ

え）きくひと、疑ふこころ一念もなければ、実報土へ生まると申すこころなり。  

一、今生の繋（つな）がりから生死を超えた繋がりの切り替え 

お母さんとは昨年まではお顔を合わせれば笑みを返して戴いたことでありましょう。

また、お声をかければご返事を返してこられたのでありましょう。今生に生きる者同士、

目や耳と言う五感を通してお互いの存在をそれと認めて今生の関係性を保っていたの

でありました。 

けれども、その関係性はお母さんの今生での命が終りを迎えた時を以て終結しました。

これから後はこれまでの今生の経験則を以てしてはお母さんとの語らいは叶わなくな

ったのであります。だからといってお母さんの存在は雲散霧消したのでありましょうか。

いいえ、そうではありません。阿弥陀如来の本願力の働きにお任せすれば、生死を超え

た新たな繋がりが生じているのであります。如来様より賜るご本願の思し召しによって、

生死を超えた世界と感応道交する御手立てに目覚めてお育てに与っていくことが後に

残された者の以後の人生の道行での責務となるのであります。 

二、「中陰（ちゅういん）」は仏縁に遇う得難い機縁であること 

現代人は、近日、大変仏縁にあう機会が乏しくなっております。その訳は、まず戦後

の公教育の中でＧＨＱによって宗教が排除されたことに基づきます。 

一方、日本文化を大切にし仏様のみ教えに遇わせて戴く場は、お寺での報恩講、永代

経、日曜学校、仏教壮年会、佛教婦人会等の例会活動でのお聴聞を於いてはないのに、

お導き下さる村の長老の姿が淋しいという現実があります。経済生活を支える年代は体

よく忙しくて余裕がないことを理由にしてしまっています。高度成長経済の間にいつの

まにか物の豊かさを求め続け、お金さえあればという物質・拝金主義の性が蔓延し身に

しみついてしまいました。 

困ったことにバブルもはじけた今、社会の問題が一気に噴出してしまいました。リス

トラ、年間三万人超の自殺者の十二年間の連続、地域コミュニティの崩壊、核家族化の

進展、ゴミ屋敷の増加、孤独・無縁死、直葬等々、数え上げれば枚挙に暇がありません。 
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年齢と共に老いと病いの苦しみの向こうに待っているのは自らの死ですが、どのよう

に死んでいくのか、死に行く先は何かのイメージさえも描けなくなっているのが現代社

会の日本人の実像であります。 

｛Ref 上田紀行著『がんばれ仏教！』（ＮＨＫブックス）、同『生きる意味』、高橋卓

志著『寺よ、変われ』（いずれも岩波新書)）。 

そんな折「私のお墓の前で、泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんか

いません・・・あの大きな空を吹き渡っています」僅か十二行の詩を謳いあげた「千の

風」が現代日本人の琴線を揺るがしました。死者との別れの悲嘆を和らげるグリーフ・

ケアとしては格好の旋律であります。でも、旋律の心地よさはさておき一年経ち二年が

経つ程にどこか物足りなさは禁じ得ません。そこには一向に遺族（私）が残りの人生を

お育てに与る智慧が用意されていないからでありました。遺族（私）とって本当の意味

で大切なのは阿弥陀如来の智慧の光に導かれて人生を見つめ直すことだったからです。 

奇しくも、ご遺族の皆様にはこの度お母さんのご葬儀を機縁としてご法縁にお遇い戴

きました。通夜・葬儀・還骨勤行に続く中陰は、ご遺族にとり仏様のみ教えに遇わせて

戴く最も大切の機会であると申す事ができようかと存じます。なぜなら、中陰は肉親と

の別れによって生じた悲嘆を和らげると云うグリーフ・ワーク（ケア）という対症療法

は勿論のこと、本質的には、それを機縁に遺族(私)が残された人生を心豊かに穏やかに

生き抜く知恵を頂戴する場だからであります。 

それ故、この機会に、阿弥陀如来のお慈悲のお心をお伝えし、私自身がどのようにし

て人生を見つめ直し、願わくは阿弥陀如来のまことのお心を頂戴して残された人生の道

行を如来様の智慧の光に導かれてお育てに与って戴けるように、住職として精一杯のお

取り次ぎをさせて戴きたいと思うのでございます。 

三、それではまず、ご讃題を頂戴しましょう。 

｛「称名号」といふは、「称」は御名をとなふるとなり、名号を称すること、十声・一

声きくひと、疑ふこころ一念もなければ、実報土へ生まると申すこころなり。｝と 

ご讃題とは、本日頂戴するお法（みの）りを讃えるタイトルという程の意味でありま

す。如来様のお法りを過不足なく讃えることのできるのはただ阿弥陀如来のみでありま

すからして、私達凡夫には全く不可能ではありますが、み教えを尊ぶ御心からこれを拝

読させて戴くのであります。 

ご讃題は、『一念多念文意』の御文であります。嘗て法然門下に起った一念・多念の

諍論に対して、一念や多念に偏執してはならないことを諭されたのが隆寛律師の『一念

多念分別事』であり、その意を受けて成ったのが親鸞聖人の『一念多念文意』でありま
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す。聖人は、法然聖人により開かれた「専修念仏」は、一念・多念のいずれにも偏執せ

ぬ、念仏往生の義であることを明らかにされたのであります。 

 本日は、このご讃題のお心を頂戴して参りましょう。 

四、浄土真宗は名号による救い 

浄土真宗は、阿弥陀如来の御本願叶って衆生に届けられるお名号による救いでありま

す。「お名号」とは、書いて字の通り、夕方の口と書き、号泣の号と書きます。夕方ですか

ら、人の姿も見えなくなったたそがれ時に、「あなたどなたですか（たそがれは、誰ぞ彼は

が転じたもの）」と尋ねなければなりません。そのとき、お名号は「お前の親はここに居る

ぞ」と大声で喚び続けて居て下さる阿弥陀如来直々の御喚び声だったのです。 

 ここで、「喚び続けていらっしゃる」というのは、親鸞聖人がご和讃に「喚ばふ」とおよみ

になる「ふ」という助動詞は、よぶという字の未然形について継続を表わす助動詞である

ことから明らかであります（Ref、「行文類」註釈版 p173、「信文類」註釈版 p224、『正像末和

讃』註釈版 p609）。 

「お名号」として最もポピュラーなのは南無阿弥陀仏であります。これは漢字六文字で

すので御六字とも称します。ただし、南無阿弥陀仏はインドの言葉サンスクリット語の

ナムアミターユス、ナムアミターブハの音訳ですので文字自体に意味があるわけではあ

りません。ナムアミターユスというのは阿弥陀如来のお慈悲のお徳を讃えたものであり、

ナムアミターブハは智恵のお徳を讃えたものであります。 

そこで、お名号の徳義を明らかにするため親鸞聖人は『正信偈』の「帰敬偈」で「帰

命無量寿如来 南無不可思議光(仏又は如来)」と示していて下さいます。文字の数から

申して「帰命無量寿如来」は七字のお名号であり、「南無不可思議光」は「南無不可思

議光仏」又は「南無不可思議如来」として八字又は九字のお名号であると言われており

ます。また、ご本典の「大行釈」でお示し戴く「帰命尽十方無碍光如来」は、十字の名

号と言われているのであります（注釈版聖典 P141、202、1541､1563）。 

五、如来の存在を知らない衆生のために、如来は自らの存在を知らしめるしかけを用意

して下さってあります。 

ところが、私達衆生は自らは苦悩の存在であるにも関わらず、その救い主である阿弥

陀如来のいらっしゃることを全く知りません。そこで、阿弥陀如来は衆生に対して「こ

こにお前に救い主である親がおるぞ」と知らしめようとして優れた御手立てを講じてい

て下さるのです。 

それが、如来様より賜る衆生の行としての「称名」の位置づけであります。ご本典に「発
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願回向というは、如来すでに発願して衆生の行を回施したまふの心なり（Ref[六字釈] 

註釈版 p170)」とあるのはその御心であります。これは、お名号の南無（帰命）には、

発願回向という意味が込められてあって、阿弥陀如来（法蔵菩薩）は苦悩の私がそれと

気づくよりも遥かな昔から既に衆生救済を思い立たれ本願建立の五劫の思惟と本願完

成の兆歳永劫の修業によって完成されたお名号を「称えもの」（衆生の行）として如来

様の方から回向していて下さるのであります。 

その「行」の中身は大行釈「大行とはすなはち無碍光如来の名（みな）を称するなり。」によ

り既に明らかでありますから、お名号は何にもまして称えものであると知られるのでありま

す。梯和上が「称名は、衆生が行ずることのできる殆ど唯一の如来の行である」とおっしゃ

るのはこのことに基づくことでありました（平成二十年十二月九日行信教校 梯 實圓和

上講義） 

かくして、如来様が声になって私を喚び覚まそうとしていて下さる「お名号」をお聞かせ

に与るには、まず、声に出だすという行為がなくては聞きとめることができない道理であ

りました。このことは、人類史上、文字ができるのはずっと後代になってからであることを

思い起こせば、元々文字ができるまでは、まず、お名号は口で誦する、声に出（いだ）すとい

うのが先にあったのだということが容易に首肯できる道理であります。 

顧みれば、阿弥陀如来は、第十八願文において既に「すなわち十念に至るまでせよ」と

促していて下さったことでありました。その「十念」とは口称の念仏、称名念仏のことであ

ると明らかにして下さったのは善導大師様であり法然聖人様でありました。 

この「すなわち十念に至るまでせよ」と思し召した御本願の深い御心は凡夫である私に

は到底分りませんけれども、如来様が願うていて下さる、促していて下さるのですから、私

は、南無阿弥陀仏と称えさせて戴くのです。「称名念仏」は、如来様の御本願に謳われ如来

様から賜った「衆生の行」だから称えさせて戴くのです。それがすべてです。 

だから、如来様の仰せの通りに、私は「南無阿弥陀仏」と称えさせて戴くのです。 

六、では皆さん、ご一緒に両三度お念仏を称えてみましょう。 

では皆さん、ご一緒に両三度お念仏を称えてみましょう。「なんまんだーぶ、なんま

んだーぶ、なんまんだーぶ・・」。はい、ではどなたかにお尋ねしてみましょう。○○

さん今何と聞こえましたか。・・・（沈黙、例えば、「お母さんの声が聞こえました」

とお応えになります）。はい、今、お母さんのお声が聞こえて下さったとお応え戴きま

した。これはその御心まで含めてお応え戴いたことであります。） 

「南無阿弥陀仏」と称えれば「南無阿弥陀仏」と聞こえて下さったのです。何も難しい

ことを伺ったのではありません。南無阿弥陀仏と称えれば、南無阿弥陀仏と聞こえて下
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さる。言葉を恵まれた娑婆世界に生きる者にとって、大変有難いことには言葉で呼べば

言葉で聞こえて下さることでありました。 

このとき「南無阿弥陀仏」と称えて聞こえて下さる「南無阿弥陀仏」は私の声が聞こ

えただけだと思わないで下さい。私の声が聞こえただけだというのは今生わずか何十年

の経験則がそう言わしめている錯覚にすぎません。不思議なことのようですが実はそれ

は如来様のお喚び声なのです。如来様は、苦悩の衆生を放ってはおけないとご覧あそば

し、因位の法蔵菩薩の時代に五劫もの時間をかけて建立された御本願のもとに兆歳永劫

（ちょうさいようごう）の清らかなご修行を全うして御本願を完成され、いまや法蔵菩薩

は阿弥陀如来とお成り遊ばして既に十劫のときを経ているからであります(Ref：讃阿弥

陀仏偈讃「弥陀成仏のこのかたは いまに十劫をへたまへり」註釈版 P557)。既に本願

叶って仏にお成り遊ばしお名号が完成された以上、ただいまも私の胸にお名号が働きか

けていて下さるのです（Ref：信文類「仏願の生起本末」註釈版 P251)。ですから、聞

こえて下さる南無阿弥陀仏は、阿弥陀如来直々のお喚び声に他ならないのです。ですか

ら聞こえて下さるお名号が阿弥陀如来がいらっしゃる何よりもの証拠になります。 

そうすると、名号を称えれば称えた回数だけのお名号が聞こえて下さるのです。親鸞

聖人が「名号を称すること、（称すれば聞こえて下さいますから）十声・一声きくひと」

とお示し下さったのはこの次第であります。これを阿弥陀如来の御名を聞くというので

「聞名（もんみょう）」と申すのであります。 

近頃、御年を召した方がおっしゃいます。「私は近頃、耳が遠うなりましてな、人様

のおっしゃることがよう聞こえませんのや」と。 

けれどもどうでしょう。自ら称えたお念仏は自らの耳を通しては聞こえて下さらなくと

も、自らの体の中から聞こえて下さるのではありませなんだか。「自ら称えたお念仏は

私自身の体の中から聞こえて下さるのです」とは近頃、梯和上様からお聞かせ戴く御言

葉であります。まことに、如来様は私がそれと気づくよりもずっと昔から既に本願力回

向のお名号となって私の胸の中に届いていて下さり、如来様の行そのままにこの私に衆

生の行として称えよと思し召しであったことでありました。お名号は私の体の中から聞

こえて下さるのですもの。 

七、聞こえて下さったものは如来が今生の迷いの夢にまどろんでいる私を呼び覚まそう

と働いていて下さる本願招喚の勅命でありました。 

 聞こえて下さったお名号のお心をお訪ねしてみましょう。お名号のお心は如来様の方

からこの私に向って「この阿弥陀をタノメ、この阿弥陀にマカセヨ、ワレヲタノメ、ワ

レニマカセヨ」と大声で喚びづめに喚び続けて居て下さる御喚び声だったのです。これ
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を本願招喚の勅命（「行巻 六字釈」註釈版 p170、「喚（よ）ばふ、招喚」、「信巻 大信釈」

註釈版 P224、226、「欲生といふは、すなはちこれ如来、諸有の群生を招喚したまふの勅命

なり」「信巻 欲生釈」註釈版 p241）と申します。 

 如来様からご覧になると言うと私という存在は危なっかしくて仕方がありません。三

毒の煩悩の存在はそのままでは生死流転（しょうじるてん）の迷いの境涯を経巡（へめぐ）

るばかりか、生涯を通じて造りと造った悪業煩悩の故にそのままでは地獄必定（じごく

ひつじょう＝地獄行きまちがいなし）であり、三悪道に転生することは必定です。そこで、

如来先手の御手まわしとして、既に発願し給いて万徳込めたお名号を回向していて下さ

るのでした。しかも、お名号はまずお喚び声となって「ワレニマカセヨ、ワレヲタノメ」

と無明の闇にまどろんでいる私を呼び覚まそうとして働いていて下さるのでした。 

 如来様は「苦悩の私を放ってはおけない、あなたが心配でならない」とご覧になり、

「お前の親はここにおるぞ、私はここだよ」と大声で喚び続け、喚び覚まそうとなさり、

「あなたを決して一人にはしない」といって抱き上げて下さることでありました。 

 そのお心を「帰命無量寿如来（正信偈）」の「帰命は阿弥陀如来が御本願の御心をこ

めてこの私を招き喚（よ）び覚まし給う教命（きょうみょう＝ご命令）であると明らかに

され、その仰せを頂戴する衆生（私）の心としては「仰せの通りに従えばよい」旨を明

らかにして戴いたことであります（Ref 尊号真像銘文「帰命と申すは如来の勅命にした

がふこころなり」註釈版 P651)。 

八、信心の構造 

さあ、そのようにお聞かせに与っても、「果してそうかしら、どうかしら」と訝（い

ぶか）ったり、何のことやら一向にピンとこない有様も含めて、如来様の仰せを疑って

いるのだと言われるのであります。これをたとえてみれば、私たちは「蓋付き湯呑」の

ような存在でありますので、如来様の仰せが遥かな昔から届いて下さっているのに、私

の胸の入り口にしっかりと疑いの蓋をしているようなものであります（疑蓋間雑）。蓋

付き湯呑に蓋をしっかりと締めた状態では、いかに如来様のお慈悲の法水が注がれてい

ようとも、全部撥ねつけてしまって入ってきては下さいません。ですから、私達にとっ

て大事なことは、如来様の仰せと私との間に疑いの蓋を雑（交え）ないことが大切だと

言われるのであります。 

そのようにお聞かせに与り、時が熟して思わず知らず疑いの蓋を取り疑いの扉を開く

というとどうでしょう、その瞬間、如来様のお喚び声が、如来様の法水が、如来様の命

の水が一気に私の中に飛び込んで下さいます。本願力回向の如来様のまことのお心は常

に届いて下さっているので、疑いの蓋がなくなりさえすれば、信心は瞬間的に頂戴する
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ということが起こるのであります。 

こうして如来様の命の水が私という湯呑の中に宿って下さると言うとどうでしょう。

私という湯呑の本性は変わりませんので三毒の煩悩そのものがなくなるわけではあり

ませんが、宿って下さった阿弥陀如来の命の水（まことのお心＝その本体はお名号）が

働いて下さり、私を内側からお育てに与るようになるのであります。 

九、実報土へ生まれるともうすこころなり 

かくして、南無阿弥陀仏とお名号を称すれば、称えた数だけの南無阿弥陀仏のお喚び

声が聞こえて下さり、聞こえて下さったお喚び声に対して、疑いの蓋を取り去れば、一

気に如来様の命の水がわが胸底にお宿り下さることでありました。お宿り下さった如来

様の命の水というのはお名号そのものに他ありませんから、お名号に込められたお徳、

本願力が働いて下さり、今生の道行では如来様のお育てにあい、浄土へと続く白道を歩

ませて戴き、今生の命が尽きるや否や如来様の報土に迎え取られる通りでありました。

私達は、これまで娑婆の限りある命の人生には終りがありやがて死ぬとしか考えてきま

せんでしたが、死ぬと考えてきたのは、生死流転の迷いの境涯である娑婆の経験則から

みたものの見方に過ぎないのでした。 

生死を超えて透徹して見通していらっしゃる如来様の知恵の眼からご覧遊ばせば、私達

は死ぬのではなく、如来様の願力に乗じて如来様のご本願が完成しご本願に報いて仕上

って下さったお浄土（これを報土と申します）に誕生させて戴くのでありました。 

十、名号は、南無も入れてお名号 

阿弥陀如来の固有名詞は「阿弥陀」であり「仏」なり「如来」は敬称ですからお名号

は「阿弥陀仏」で十分ではないかとも考えられます。 

しかし、本願力回向のお名号のお謂れの示すところから、親鸞聖人は、「南無阿弥陀

仏」全体がお名号であるとお示し下さったのです（Ref「尊号」と申すは南無阿弥陀仏

なり『唯信鈔文意』 註釈版 p699-700）。 

その訳は「帰命」が本願招喚の勅命であるとお示し下さったお心にあると窺（うかが）

われるのです。如来様は危なっかしい私を放ってはおけないと思し召しになり「ワレニ

マカセヨ」と仰せになって下さっている。だから私が仰せにお任せし、仰せの通りに「南

無阿弥陀仏」と称名し聞こえて下さる御六字を如来様のお喚び声であると頂戴するとき、

南無（帰命）に秘められたお六字の名義の故に、私は如来様に抱きとられ抱きかかえら

れているのではありませなんだか。弥陀経讃(Ref『浄土和讃第八十二首 弥陀経の意』

註釈版聖典 P571)の 
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「十方微塵世界の  

念仏の衆生をみそなはし 

摂取してすてざれば  

阿弥陀となづけたてまつる」 

の摂取のご左訓には「摂はものの逃ぐるを追はへ取るなり。摂はをさめとる。取は迎へ

とる」とお示しであります。思えば、わが親様である如来様がましますとも知らず、わ

が身あり顔の体で歩む今生のわが道行を危なっかしく思い、如来様はずっと後ろから追

いかけどうしに追いかけ追はへ取ろうとしていて下さったことでありました。 

してみると、私は知らなかったのですが、如来の仰せを仰せと気づくまでのわが人生

の足跡は私と如来様の二人連れ、よくよくみれば ,私の覚束ない足取りを追いかけてい

て下さる二重の足取りになっているのではありませなんだか。そしてとうとう如来様の

仰せを仰せの通りに頂戴するとき、私はついに如来様の御手に抱き抱えられている（信

心を頂戴する）のであり、信心を頂戴してからのその後の人生は如来様のみのご苦労の

一筋の足跡が続く道行となることでありました。 

十一、名号を称すること、十声・一声きくひと、疑ふこころ一念もなければ、実報土に

生まると申すこころなり。（Ref『一念多念証文』註釈版聖典 P694） 

まことに、「名号を称すること、十声・一声きくひと、疑ふこころ一念もなければ、

実報土に生まると申すこころなり」であります。 

阿弥陀如来のご本願に誓われた通りに「南無阿弥陀仏」と名号を称するとどうでしょう。

称すれば称えた数だけ「南無阿弥陀仏」と聞こえて下さる道理でありました。聞こえて

下さったお名号は「ワレニマカセヨ」との如来本願招喚の勅命でありましたから、その

勅命に対して「なるほど左様でございましたか、それならばお心のままに御助けになっ

て下さいませ、どうぞよろしゅうお頼もうします」とお任せするとき、終に如来様の命

の水が、まことのお心が、お名号が私の胸にお宿り下さり、お宿り下さったお名号の働

きによって私は如来様のお浄土に迎え取られることでありました。南無阿弥陀仏、南無

阿弥陀仏。 

十二、称ははかりといふこころなり、はかりといふはもののほどを定むることなり。（Ref

『一念多念証文』註釈版聖典 P694） 

 親鸞聖人は、称名の「称」は、またはかりと示しておいでです。これは驚くばかりの

お喩えであります。思うに「はかり」はものを測定する器具として用います。さて、こ

こので測定の対象は何かが問題となります。「もののほどを定むる」の「もの」という
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のは、阿弥陀如来が「為物身（いもっしん）＝ものをお救い下さる本体」であると言われ

るように、お救いの対象となるのは他でもない衆生（私）なのであります（註：称名念

仏がはかりである、その心をお教え下さったのは例会「二水会」での瓜生津隆眞先生で

ありました）。 

 私が、阿弥陀如来のご本願の対象として相応しい状態であるのかどうかを測るはかり

が称名の「称」だとおっしゃるのであります。 

すでにお聞かせに与ってきた通り、「南無」は帰命であり、発願廻向であり、本願招喚

の勅命でありました。ですから秤のその意味は、 

如来様が声となって私を喚び覚まそうとして迫っていて下さる。その如来様の仰せ（本

願招喚の勅命）に私は呼び覚まされているであろうかということが一つ、仰せは「ワレ

ニマカセヨ、ワレヲタノメ」のお喚び声でありましたから、如来様が仰せでありますか

ら、お心のままにお救いになって下さいませとお任せしている（帰命）であろうかとい

うことが一つ、 

如来様がわが国浄土に生まれてきておいでと願っていて下さるのですから、如来様の深

い思し召しと御手立ての全貌は判りませんけれども如来様が願うていて下さるのです

から、私は如来様の仰せの通りに浄土に生まれたいと願わせて戴く（これを衆生の発願

廻向と申します）が今一つであります。そのように如来様の願いの通りに、私がお育て

に与っているかどうかのもののほどをはかるはかりが称名念仏の「称（はかり）」の意

味だとおっしゃるのであります。 

 そのような次第で「南無阿弥陀仏」とお念仏申すことは、私が如来様のお育てに与る

次第だということになるのであります。 

「報恩感謝」の思いはその結果として凡夫（私）の身口意に上って自覚される感動の思

いに他ならないことでありました。合掌 

（後書き） 

一、信心獲得からお育てまでのプロセスアプローチ 

本文は「名号を称すること、十声・一声（とこえ・ひとこえ）きくひと、疑ふこころ一

念もなければ、実報土へ生まると申すこころなり」を「称名」→「聞名」→「本願招喚

の勅命」→「疑蓋間雑あることなし（＝信楽）」→「信心獲得後のお育て」という風に

プロセスアプローチで説き進めたものでありです。この発想の原点は、称名が衆生の行

であるとお示し下さった親鸞聖人の発願回向釈に基づきます。ご讃題の一念多念証文の

御文は、信心獲得の次第を展開してお示し下さったものであるというのが小生の見方で

あります。 



りびんぐらいぶず平成 22 年 2 月第 2 号「「及称名号」といふは」 

平成 22 年 1 月 10 日（日）発行、平成 22 年 2 月 26 日改訂 Ver.5tris p 10 

二、「称することあたわずとも」について 

「名号を称すること、十声・一声きくひと、疑ふこころ一念もなければ」というのを各々

並列的に眺めて、覚如上人の口伝鈔では「称することあたわずとも聞名信心一つで実報

土に生まることのみを取り上げて信心正因である」としていらっしゃいます（Ref：梯 

實圓『一念多念文意講讃』P407)。これは、「信心正因 称名報恩（信因称報と略す）」

のご常教の出拠と目される御文であります。 

しかしながら、折角、宗祖親鸞聖人が『教行信証』においてダイナミックな信心獲得

の流れを明らかにして戴いているというのに、その要素を平面的、羅列的に把握し、あ

れかこれかの択一的な見方をしてしまったのでは、宗祖のご苦労遊ばした「行信不離の

念仏往生のみ教え」の真髄を損なってしまうものとなるのではありますまいか。 

ご常教の課題は、おしなべて信が先であり念仏の行は報恩感謝のみであると位置づけ

られているところにあります。これでは衆生の日常レベルでの称名念仏のプラクティス

を捨て去ってしまう危険性があると言わざるを得ません。ご門主が大変心配されている

点もこの点にあるのではないでしょうか（Ref りびんぐらいぶず平成二十年六月号）。 

梯 實圓和上は「念仏のない信心は観念の遊びにすぎない。気の抜けたビールよりも悪

い」と常日頃厳しくおっしゃっていらっしゃいます。私も全くその通りだと考えるもの

です。 

嘗て、西本宗助先生がおっしゃったように、お念仏は浄土真宗が世界に広がっていく

上で大変大事な位置づけにあります。何よりも親鸞聖人が「念仏は如来より廻施された

衆生の行である」とおっしゃっていることを大切にしなければなりません。南無阿弥陀

仏、南無阿弥陀仏、合掌 

【ご案内 】正覚寺では毎月下記の通り、仏教壮年会、婦人会の例会を開催しております。 

どなた様もお気軽に歩みを運び、賑やかな正覚寺の活動のお仲間に加わって下さいますよう 

ご案内申し上げます。 

◆正覚寺仏壮例会 毎月第一日曜日午後八時より、 

◆正覚寺仏婦例会 毎月十六日午後七時半より 

著作編集兼発行元 りびんぐらいぶず編集室(浄土真宗本願寺派 正覚寺内） 

〒520-0501 大津市北小松四五二番地       電話＆FAX 596-0166 住職 堅田 玄宥 

【URL】http://syohgakuji.web.fc2.com/  【E-Mai l】mhkatata＠pluto.dti.ne.jp  


