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りびんぐらいぶず 平成２２（２０１０）年１月第３号 

信因称報の教説には「本願招喚の勅命」ありや否や 

ご讃題  

◆帰命は本願招喚の勅命なり。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。即是其行といふは、すなはち選択本願これなり。  

     （Ref『行巻』「大行釈」註釈版聖典 P170） 

◆「南無」といふ二字のこころは、もろもろの雑行をすてて、疑なく一心一向に阿弥陀仏を

たのみたてまつるこころなり。さて「阿弥陀仏」といふ四つの字のこころは、一心に弥陀を

帰命する衆生を、やうもなくたすけたまへるいはれが、すなはち阿弥陀仏の四つの字のこ

ころなり。                 （Ref『御文章』五帖第十一通、註 P1197） 

一、 はじめに 

毎年一月九日から七昼夜、御本山でお勤まりになるのがご正忌（報恩講）であり、そのご

正忌に先駆けて末寺・ご門徒のお家で晩秋から年末にかけてお勤まりになるのがお取り越

し（の報恩講）です。 

本願寺中興の祖、蓮如上人は御文章（「お文」とも称します）により一般大衆を精力的に

教化（きょうけ）されました。これには教団が飛躍的に拡大した吉崎時代のものが最も多いと

言われております。その中に年紀は示されていないものの報恩講について記された「ご正

忌章」があります（Ref『御文章』五帖第十一通、註 P1197）。ご正忌章を拝読すれば蓮如上人

が「称名」と「信心」についてどのようにお考えになっていたかを窺うことができます。 

教説の上では、蓮如上人は本願寺第三代覚如上人を受けて、「信心正因 称名報恩」の教

説（略して「信因称報
しんいんしょうほう

」の教説と称することに致します）を確立され、ご常
じょう

教
きょう

として今日に

伝わるものであります（Ref 例えば、高田慈昭「『領解
りょうげ

文
もん

』のこころ」P39）。 

歴史的には、江戸末期の三業
さんごう

惑乱
わくらん

以降、西本願寺では、自力の念仏の出現を押さえるこ

とを主眼に「信因称報」の教説に立つ「ご常教」が大切にされて参りました。今日でも安心

論題のうち、蓮如上人に関わるものはこの立場で論考されています（例、「十念誓意」等）。 

ところが、この「信因称報」の教説については、果たして、親鸞聖人のみ教えであろうか

という少なからぬ批判があります（例えば、真宗十派では高田派）。 

信因称報の教説の最大の難点は、この教説が親鸞聖人の行
ぎょう

信
しん

不離
ふ り

の念仏往生の教説

を包摂しているか疑わしい、或いは、信因称報の教説を窓口としては行信不離の念仏往生

の教説を見通せないのではないかとの疑いにあります。（備考「行信不離」の「行」とは称
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名念仏、「信」とは信心を指し、「不離」とは行と信とは不離であって時間的な前後関係を

置きません。少なくとも『教行信証』や聖人の和語のお聖教は行信不離の念仏往生のみ教

えに立ちます）。 

ところがどうしたことか、勧学寮も龍谷大学もこの問題に真正面から取り組もうとされ

ません。それどころか、真宗学徒を掘り起こすべき宗学院別科での講義は「信因称報」の教

説が維持され、その立場からの論文指導がなされていると窺えます。 

識者に伺えば、初歩的段階ではご常教を押さえる必要があるからだという云い訳を聞

かされるのでありますが、折角の人材育成と教育の機会に自由な着想を促すならばいざ

知らず、このままでは、現代社会に親鸞聖人のみ教えをお伝えするのに有効な着想の展開

の芽吹きを阻害してしまうことになるのではありますまいか。 

二、 御正忌章の構造について 

「ご正忌章」の全文は後掲の通りです。 

さて、「ご正忌章」の一文は、御正忌に親鸞聖人のご真影の尊前に参詣する人の中にお

いて信心獲得した人もあれば不信心の方もあるでしょう。信心獲得はもっての他の大事で

あります。なぜなら、信心決定が第十八願に基づく報土往生の条件だからです。ですから、

不信の人も速やかに信心を決定すべきであります。人間世界は生滅変化する迷いの境界

であるから、常住の極楽を願うべきです。 

これは全く蓮如上人の仰せの通りであります。 

問題は、以上の前提を押さえたうえで取り上げられた次の課題についてお説き下さって

いる内容にあります。 

① 浄土真宗では、信心を先にしているそのゆゑ（信因称報の教説の信前行後の次第）

をよく知らないようではいけません。 

② 何の分別もなく口にただ称名ばかりをとなへるのでは浄土往生はおぼつかないこ

とです。 

③ 信心決定するとは、六字釈に明かされた六字のこころをよく知ることをいうのであ

って、別のことではありません。 

三、 課題の在り処・・・御正忌章にみる信心獲得プロセスの限界 

「ご正忌章」は、蓮如上人による信心獲得プロセスが明確化された貴重な文献であると

同時に、称名についての蓮如上人御自身の赤裸々な表現が示されてもおり、読み返す程に

興味ある発見をすることが可能であります。 
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まず、蓮如上人は信心獲得について、『教行信証』の「信巻」の御文を縷々引いてご説明

にならずに、善導大師の示された玄義分の六字釈を踏まえるのみで信心獲得の姿を端的

に御説明になります。察するところ「一般大衆を精力的に教化するには六字釈に立つより

ない」とお考え遊ばしたに相違なく、これは、おそれ多くも蓮如上人の卓見と窺います。 

ところが、蓮如上人は、折角、「六字釈」を手掛りとしつつも、宗祖親鸞聖人が玄義分を釈

して明らかにして下さった「行巻」の「六字釈」乃至、『銘文』の「六字釈」には全く触れてい

らっしゃいません。 

そこでまず、宗祖の『行巻』「大行釈」の六字釈をお訪ね致しますと 

「南無の言は帰命なり。帰の言は、・・・（中略）・・・。ここをもって帰命は本願招喚の勅命なり。

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。即是其行とい

ふは、すなはち選択本願これなり。（以下、略）（Ref『行巻』「大行釈」註釈版聖典 P170）。」と

示されています。 

しかして、宗祖の「六字釈」にあって、『ご正忌章』にないものとして 

①� 帰命が本願招喚の勅命であること 

②� 発願回向の謂れが示されていないことを挙げることができます。 

 親鸞聖人は、「帰命」については、釈迦・弥陀の二尊の勅命（仰せ）に従いて召しにかなう

ことであると示しておいでになり（Ref『尊号真像銘文』本、註釈版聖典 P651、655、ご和讃

の帰命のご左訓）ますし、「勅命」を、阿弥陀如来が衆生(私)を喚び続けていて下さるお喚

び声だと示して居て下さいます。因みに行文類には「弥陀の弘誓の喚ばひたまふ」と示し

ておいでであります（Ref 註釈版聖典 P173）。 

このことから「ご正忌章」には、聞こえて下さる南無阿弥陀仏そのものが如来様が本願

のお心から衆生（私）を招き喚び続けていて下さるお喚び声である趣旨を捨象していらっし

ゃる事実が窺えます。 

親鸞聖人は「発願回向」についても「如来すでに発願して衆生の行を回施したまふの心

なり（『大行釈』」と示しておいでです。これは如来様の方で、衆生往生の行（称名行）を既に

発願して仕上げて下さって衆生にお与え下さっているというご文であります。 

これを衆生の側から受けては「二尊の召しにしたがうて安楽浄土に生まれんとねがふここ

ろなりとのたまへるなり」と明らかにして下さっています（Ref『銘文』本、註釈版 P６５６）。 

それであれば、如来様の方で仕上げて衆生に称えてわが国に生まれておいでと願って

いて下さり（第十八願文）、その行を如来様の方で仕上げた上でお与え下さっているので

すから、衆生（私）は、如来様の召しに従って浄土に生まれたいと思わせて戴き、仰せの通り
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に「南無阿弥陀仏」と称えさせて戴くのだということになるのであります。 

以上の説明の中で 

①� 称えるというのは「南無阿弥陀仏」と称名する（衆生の行）であり、 

②� 「仰せにしたがう」「召しにかなう」「仰せの通りに」というのが信心に当ります。 

（Ref「疑蓋間雑なきがゆゑに、これを信楽と名づく」註釈版 P230） 

以上の事実に照らして、親鸞聖人が示して居て下さる「称名と信心とは両者が全く不離

（行信不離）の関係に立つ念仏往生のみ教え」が「御正忌章」には明らかにされていない

（捨象されている）ことが判るのであります。 

親鸞聖人の御苦労になった「ダイナミックな信心獲得のプロセスを指し示す行信不離の

念仏往生のみ教え」については、少なくとも「ご正忌章」を見る限り、おそれながら蓮如上

人は示していらっしゃらないことになるのであります。 

尚、上人は、浄土真宗では、信心を先にしているそのゆゑ（信前行後の次第）をよくしら

ずは、いたづらごとなり（Ref 註釈版 P1197）」と仰せでありながら、「ご正忌章」では、なぜ

そうなのかについては何もおっしゃっていらっしゃいません。 

「何の分別もなく口にただ称名ばかりをとなへるのでは浄土往生はおぼつかない」につい

ても、観経下下品の悪人往生のみ教え（但し、蕾の中に往生するのであって報土往生その

ものではない）があることであります。また、「何の分別もなく」としたのでは、他力の念仏

者にあってはわがはからいをさしはさまないことが求められているのに、「ご正忌章」では、

敢えて「分別」を勧めているかの如く見えて不思議な感じが致します。 

四、 まとめ 

「ご正忌章」には、蓮如上人による信心獲得プロセスが善導大師の『玄義分』の「六字釈」

を手掛りに示されています。「六字釈」を元に信心を説き表わそうとされたことは、まこと

におそれ多いことではありますが、蓮如上人の卓見と窺うことができます。 

その一方において、宗祖の「六字釈」や『銘文』の善導の六字釈義には全く触れていらっ

しゃいませんので、 

① 帰命が本願招喚の勅命である趣旨 

② 発願廻向の謂れ、が全く捨象されていると窺うことができます。 

その結果、一般大衆の日常生活を支える念仏のプラクティスに則った「勅命の他に領解

なし」を明らかにする行信不離の念仏往生のみ教えを明らかにして戴いているとは言えま

せん。これでは、念仏を通してダイナミックに信心獲得するプロセスが全く示されていない
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ことになります。尚、上人は、何故、浄土真宗では信前行後でなければならないかの論理も

全く示しておいでではありません。 

そうすると、結論として、覚如上人・蓮如上人の「信因称報の教説」に立つ限り、親鸞聖人

が明らかにして下さった「行信不離の念仏往生」の教説を解き明かすことはできないと云

わねばなりません。 

現代社会に親鸞聖人のみ教えが広がって行かない大きな原因の一つに「信因称報」の

教説に立つご常教の責任が大きいと考えられます。私たち教団人にとってまず第一になす

べきは、ご常教を後生大事に押し戴くことではなく、宗祖の明らかにして下さった行信不離

の念仏往生のみ教えをしっかりと現代社会にお伝えして行くことではないかと窺うところ

であります。合掌 

五、 ご正忌章（Ref『御文章』五帖第十一通、註 P1197）。 

「そもそも、このご正忌のうちに参詣をいたし、こころざしをはこび、報恩謝徳をなさん

とおもひて、聖人のおんまへにまゐらんひとのなかにおいて、信心を獲得せしめらるひと

もあるべし、また不信心のともがらもあるべし。もつてのほかの大事なり。そのゆゑは、信

心を決定
けつじょう

せずは今度の報土の往生は不定
ふじょう

なり。されば不信のひともすみやかに決定のこ

ころをとるべし。人間は不定のさかひなり。極楽は常住の国なり。されば不定の人間にあら

んよりも、常住の極楽をねがふべきものなり。されば当流には信心のかたをもって先とせら

れたるそのゆゑをよくしらずは、いたづらごとなり。いそぎて安心
あんじん

決定
けつじょう

して、浄土の往生を

ねがふべきなり。それ人間に流布してみな人のこころえたるとほりは、なにの分別もなく

口にただ称名ばかりをとなへたらば、極楽に往生すべきやうにおもへり。それはおほきに

おぼつかなき次第なり。他力の信心をとるといふも、別のことにはあらず。南無阿弥陀仏

の六
む

つの字のこころをよくしりたるをもって、信心決定すとはいふなり。そもそも信心の体

といふは、『経』(大経・下)にいはく、「聞其名号信心歓喜」といへり。善導のいはく、「南無と

いふは帰命、またこれ発願回向の義なり。阿弥陀仏といふはすなはちその行」(玄義分)と

いへり。「南無」といふ二字のこころは、もろもろの雑行をすてて、疑なく一心一向に阿弥

陀仏をたのみたてまつるこころなり。さて「阿弥陀仏」といふ四つの字のこころは、一心に

弥陀を帰命する衆生を、やうもなくたすけたまへるいはれが、すなはち阿弥陀仏の四つの

字のこころなり。されば、南無阿弥陀仏の体をかくのごとくこころえわけたるを、信心をと

るとはいふなり。これすなはち他力の信心をよくこころえたる念仏の行者とは申すなり。

あなかしこ、あなかしこ。」 
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