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 りびんぐらいぶず  

御讃題―聞其名号―信罪福心は捨てるべきこと 

「聞其名号」といふは、本願の名号をきくとのたまへるなり。 きく

といふは、本願をききて疑ふこころなきを「聞」といふなり。またき

くといふは、信心をあらはす御のりなり。「信心歓喜乃至一念」と

いふは、「信心」は、如来の御ちかひをききて疑ふこころのなきな

り（一念多念文意：註 p678） 

浄土真宗という名称は、宗派の名称と理解されていますが、もと

もとは、法然上人の浄土宗の真実義を指した呼び名であります。 

愚かな万人がお念仏一つで救われるというみ教えが法然上人

によって明らかにされたのに、芽吹いたばかりの浄土宗は、承元の

法難、嘉禄の法難で、大打撃を受けたのであります。若き日、選択本

願念仏集を書写し、法然上人のご真影を写すお許しを戴き、法然上

人のご真筆を頂戴されるまでに、恩師法然上人の信頼を頂戴され

た親鸞聖人であります。 

法然上人の浄土宗の真実義はこれだとして九十年の生涯をかけ

て明らかにして戴いたのが教行信証であります。 

法然上人は、選択本願は念仏往生の願（第十八願）であって、お

念仏一つで浄土往生が叶うことを明らかにされました。 

親鸞聖人はこれを一歩進めて念仏成仏の願であると仰せになり

ました。選択本願のお念仏の本質は、本願力回向だったからであり

ます。念仏往生の本願を疑いなく聞信するときに、往生成仏すべき

身と定まるというのが信心正因の論理ですから、真実の行（本願の

念仏）には必ず信心が含まれているというので、その信心を行から

別開されて明らかにされたのが浄土真宗の信心であります。 

かくして、信心を頂戴することは、今生における精神的な目覚め

の体験そのものであり、六道輪廻の迷いの境涯を離れてお悟りの

世界（お浄土）に迎え取って戴くことになるのであります。 

浄土は、お釈迦様の弥陀三昧によって明らかになりました。 

かくして、今日の私たちは、法然上人、親鸞聖人によって明らかに

された「如来様の仰せ」に疑いなくオマカセすることによってわが

心の中に如来様が御宿り下さる。それによって私達が各々浄土の

存在を確かに確かに頂戴することができるのでした。 

本日はそのお話をさせて戴きたいと思います。 

 

一、今日の世界や日本の実情 

近年、私たちは亡くなればどこに赴くのか、他方世界の概念が著

しく乱れて参りました。今日保険金給付が心配にはなりましても、こ

の世の生涯が終わればいずれの世界に赴くのかについてはどな

た様も気にかけてはいらっしゃらないのではないでしょうか。 

私たちは、死ねば天国に生まれるのでしょうか。それとも、昨今、

流行の千の風の影響でか、死ねば、千の風になって大空を吹きそよ

いでいるのでしょうか。いずれも、確たる腹のすわりもなく、その場
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限りのムードに押し流されて居はしないでしょうか。 

地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天とあるごとく、天国もまた、迷界

の一つでしかありません。千の風は、なるほど、俺が私がという実

我的な存在への執れから開放するセンスにあふれていて、人の胸

を打つものがありますが、真実という法の鏡に照らされることがな

いならば、やはり、それ自身、一つの執着の世界に閉じ込める虞れ

さえないとはいえません。 

浄土真宗のご門徒ならば、天国や、千の風というその場限りのム

ードに押し流された理解に留まるのではなく、如来様の念仏往生の

御本願を疑いなく聞信するときにたしかに往生成仏すべき身と定

まる確かな腹のすわりに支えられていなくてはなりません。 

 

さて、昨今の世界の出来事、国内の出来事を見ておりますと、末

法の世相もここまできたかと思われるのではないでしょうか。 

ミートホープ、コムスン、ＮＯＶＡ、不二家、大きくは保険金問題等、

枚挙に暇がありません。 

世界全体では、イラク問題、パレスチナ問題、スーダンのダルフー

ル紛争等々、人の命が随分無造作に絶たれます。 

今日、国内でも殺人事件が後を絶ちません。 

この世は一回きりだ。この世の命が終わればすべてが終わりだ。

だからものはやり得だ。儲かりさえすればよいのだ。見えていなけ

れば何をやっていてもよいではないか、きちんとやるのがばからし

いというので商道徳は地に落ちてしまいました。 

幼い子の命が奪われることを含め、今日枚挙の暇がない度重な

る殺人事件をみておりますと「善悪業報の因果の道理」というもの

がないかのように見受けられます。 

「因果の道理なんてそんなものはありません。ご院さん」等と思っ

てはいらっしゃいませんか。 

しかし、人の命を殺める等という、やってはならないことを筆頭

に悪業を犯せば、其の報いは今生で必ず因果の道理が働いて辻褄

があうようにできています。今生で果たしえなければ次の生で必

ず報いとなって現れるという恐ろしい道理であります。 

世界の出来事、アメリカ対アラブという図式で見ますと、まさに

｢恨みが恨みを呼ぶ｣構造が一向に見直される気配がないようで

あります。 

先ごろオーストリアのウイーンで五月末に開催された第二十五回

ＯＢサミットではわがご門主が日本の仏教会を代表し平和へのメッ

セージを送られました「人を恨み、仕返しをしてはいけない」と。紛

争が紛争を招き、テロがテロを呼ぶ現状への深い悲しみを省みて、

仏教の「非暴力平和主義」を訴えて戴き、五月二十三日に発表され

た大会声明に盛り込まれ閉幕した歴史的出来事でありました。まこ

とに有難いことであります。 

 

二、承元の法難八００年機縁の年 

ところで、今年は西暦二００七、承元の法難一ニ０七年から数えて

満八００年の年に当たります。 
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承元の法難（一二０七年ニ月上旬）というのは、法然上人七十五

歳、宗祖三十五歳のとき、専修念仏停止により、上人のお弟子様四

人が死罪に、法然上人、親鸞聖人を含めて七人がご流罪になられ

たという事件であります。 

 

（一）直接の事の発端は別時念仏 

直接の事の発端は、住蓮房と安楽房が催した別時念仏にありまし

た。「別時念仏」とは、通常の法会のほかに行われる念仏会のこと

を申します。この別時念仏は、善導大師の【往生礼讃】に即興の旋律

を付けて歌うというものでありました。それは当時の新しい音楽で

あり、大変人の心を酔わせるものであったといわれます。 

折も折、後鳥羽上皇が熊野詣に出ていた留守中に催された別時

念仏に参加した鈴虫、松虫（実名は不明、）という名の姉妹が感激

の余り出家してしまったのです。伊賀の局、坊門の局が絡んでいた

からと言われます。ただし、両名が鈴虫、松虫であったかは定かで

はありません。 

これを上皇の女官をかどわかしたというスキャンダルにしたてて、

念仏弾圧の格好の口実に利用されました。事件から僅か十日余りの

間に、流罪、死罪の裁定が下りました。 

当時、後鳥羽上皇は、二十六歳、二年前に提起された興福寺奏状

を契機とする南都北嶺の圧力に加えて、自らの女官が関与したこ

ともあり、九条兼実のいさめも功を奏しなかったのでありました。 

ところで、承元の法難の事実関係は、藤原定家の【名月記】に明ら

かであります。それによれば、一二０七年二月九日に関係者の一斉

検挙、二月二十日に判決が下ったものであり、いかに杜撰極まる即

決裁判であったかが知られます。  

 

（二）承元の法難については、 

歎異抄の後序の次「流罪記録」に、二位
に い

の法印
ほ う いん

尊
そ ん

長
ちょう

の沙汰なりと

あります。 

①流罪に行なはるる人々 

源空上人は土佐国（実際は讃岐）、罪名、藤井の元彦、生年七十六

歳（お隠れになる四年前） 

親鸞聖人は越後国部、罪名、藤井善信、生年三十五歳 

浄聞房 備後の国 

澄西禅光房 伯耆の国(鳥取県) 

好覚房   伊豆の国 

行空法本房 佐渡の国 

幸西成覚房、善恵房二人同 

以上で、法然上人以下八名となるが、善恵房證空上人（西山派の

祖師）だけは、身柄預かりになったので、流罪は全七名とされる。 

尚、歎異抄後序の記載では「幸西成覚房善恵房二人は同じく遠流

に定まる。しかるに無動寺の善題大僧正、これを申し預かると

云々。」とあります。 

 

②死罪に行なはるる人々 
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一番 西意善綽房（さいいぜんしゃくぼう）、 

二番 性願房、 

三番 住蓮房、 

四番 安楽房 

安楽房は、京都六条河原で斬首されましたが、民衆から何をされ

るか判らず二位の法印尊長自身が恐ろしくなって、自らの領地にま

で連れ戻って、住蓮房を斬首したそうであります。住蓮房を哀れに

思った土地の人々は、「住蓮房古墳」（近江八幡市）に葬り、江戸時

代に、安楽房も一緒に手厚く葬られることになったのであります。 

 

（三）法然上人、ご開山上人のご対応 

①法然上人のご対応 

流罪直前の御法話で、「朝廷は、流罪のつもりでも、私は、これま

で京を離れる機会がなかったので、地方に念仏流通に出るつもり

である。 

しかし、念仏停止は、大きな罪であるので、この後朝廷がどのよ

うになるのか見ておきなさい」とおっしゃったと言います。←随分怖

いことをおっしゃっていることが判ります。 

恨みに対してはどうするか 

法然上人ご出家の発端は、父、漆間時国の遺言によります。夜襲

に遇い、深手を負った父親が今わの際に「父は死すとも決して仇を

討ってはならない」と遺言を残されたことにより仇討ちを断念され

たのです。 

なぜなら、恨みは、ただ、恨みを捨ててのみ、恨みを超えること

ができるからです。 

かくして、法然上人は九歳で出家して比叡の山に登られました。 

法然上人ご自身は、長年月をかけて恨みを超えられた。そのとき、

新しい精神の領域が開かれたのであります。 

では、承元の法難のケースは、どう受け入れ止めることができる

でしょうか。弟子を殺された恨みそのものは、忘れようとて忘れ得

ないできごとでありますが、後に天の道理によって報復はできたこ

とが知られます（→「承久の乱」の顛末）。 

さて、法然上人が四国ご流罪に際しては、幾つかの逸話が伝え

られています。その一つが播磨の国は室の津の遊女、友君の逸話

であります。法然上人の船が、室の津に船が立ち寄った時、小船一

艘が近づいてきました。遊女友君の船でありました。遊女が申すこ

とには「私のような罪の深い者はどのようにすれば、来世は助か

ることができるでしょうか。」と上人にお尋ねしたというのです。上

人は、「命がけの道心が起こらないならそれもよし、ただそのまま、

専らお念仏をお称えなさいまし。阿弥陀如来は、そうした罪人を第

一に救い取らんとお誓いあそばしたのですから、一筋にご本願に

お任せして、あえて自らを卑下するにはおよびません。本願を信じ

念仏申せば、極楽往生は間違いがないのですから」と懇ろにお導

きになったということです。これを聞いて、遊女は随喜の涙を流し

たというのです。後に上人がおっしゃったことには「遊女の信心は

いかにも堅固そのもの、定めて浄土往生間違い無し」と 
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後に上人が都にお帰りになる途上、室の泊で「あの遊女はどうし

たか」とお尋ねになったところ、土地の人は「彼女は近くの山里で

庵を結び念仏一筋の余生を送ったが、去年（こぞ）の秋お念仏を

喜び喜びやがての旅立ちを致しました」と応えました。 

それを聞いて上人は思わず「しつらん、しつらん（そうしたであろ

う、そうしたであろう。）」とおっしゃったというのです。 

 

① 親鸞聖人のご対応 

親鸞聖人は、私達が本当にすべて念仏を止めてしまったとしたら、

念仏停止した弾圧者の罪を重くするだけだ。弾圧者の罪を軽くす

る為にも、私達は、念仏をやめてはいけないという論理を打ち出さ

れました。 

弾圧者の罪を軽くする為にも、弾圧者は哀れな人達だから、哀れ

みの心を以って、救われよと願いを立てて念仏せよ、とおっしゃっ

たのです。 

念仏停止した弾圧者を恨んではいけない。報復は、天に任せてお

け、「善悪業報の因果の道理」に委ねるのであると仰せになりまし

た。 

【化身土文類（末）】には、次のようにあります。まことに厳しいご

指摘であります。 

「洛都の儒林、行に迷ひて邪正の道路を弁ふることなし。ここを

もって興福寺の学徒、後鳥羽院、土御門院、聖暦、承元（一二０七）

丁卯（ひのとのう）の歳、仲春上旬の候に奏達（＝裁定を下すこと）

す。主上臣下、法に背き義に違し、いかりを成し怨みを結ぶ。これに

よりて、真宗興隆の太祖源空法師並びに門徒数輩、罪科を考えず、

みだりがはしく死罪に坐（つみ）す。あるいは僧儀を改めて姓名を

賜うて遠流に処す。」Ref）【化身土文類（末）】（註釈版 P471)。 

 

◆善悪業報の因果の道理 

善悪には業報があります。そこで、これを「善悪業報の因果」の

道理といい、その道理を信ずることを「信ニ罪福一心（＝善悪業報

の因果を信ずる心）」と申します。善因善果、悪因悪果は、廃ﾚ悪修ﾚ

善 （Ｒｅｆ：大経の三毒五悪段である。）として働きます。 

∵①一つには世俗的な秩序の維持に役立ち、②二つには、出世間

的には、仏道となるからです。 

七仏通戒偈
しちぶつつうかいげ

（釈尊以前の七人の仏様方が皆通じて戒められた心） 

 諸悪莫作（もろもろの悪はなすことなかれ） 

 衆善奉行（すべての善は奉行せよ） 

 自浄其意（みずからその心を清くせよ） 

 是諸仏教（これが諸仏の教えである）              

承元の法難で弟子を失った恨みは自らこれに手を下すことをせ

ず、善因善果悪因悪果の因果の道理は天に任されたのが、法然上

人親鸞聖人のお立場でありました。 

 

（四）承元の法難の因果の道理の結末はどうだったでしょうか。 

それは「承久の乱」で明らかになります。 
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後鳥羽院（1180-1239）（天皇）は、一二二一年に北条氏追悼の院

宣を下しましたが失敗して隠岐に配流されました（承久の乱）。 

承久の乱は一二二一年承久三年三月に始まり（因みに、上皇四十

歳の年）六月に終わりました。 

首謀者の後鳥羽上皇は隠岐島に、順徳上皇は佐渡島に、倒幕計

画に反対した土御門上皇は自ら望んで土佐国に配流されました。承

元の法難より数えて十四年目の出来事でした。 

承元の法難で法然上人のお弟子の斬首を断行した二位の法印

尊長は、このとき、死刑になりました。 

後鳥羽上皇は、爾来、終に生きて京に帰ることはなく、それから

二十年後に隠岐で没し、ただ遺骨の一部が京都に戻って埋葬され

たと伝えられます。 

これが承元の法難を善悪業報の因果の道理という側面から見た

場合の結末であります。 

 

◆無常講式（Ref 季刊せいてんＮｏ二四 白骨の章） 

後鳥羽上皇が隠岐に配流されたとき、当時四十歳、承元の法難を

判決した者として「しまった」と後悔されたのに違いありません。 

しかし、さすがは後鳥羽上皇です。亡くなる直前に【無常講式】を

残していらっしゃいます。 

これは、後に【白骨の御文章】に受け継がれご門徒の通夜勤行、換

骨勤行他で読み継がれる御文章として今日に及んでいることは皆

様もよくご存じであります。 

上皇が残された【無常講式】は、隠岐で仏道に帰依する生活の中

で造られました。 

存覚上人もこれを【存覚法語】に引用されました。その流れを辿る

と 

【和漢朗詠集】→【無常講式】→【存覚法語】→【白骨の御文章】とな

るのであります。 

① 和漢朗詠集 

末の露もとのしづくや世の中の おくれさきだつためしなる覧 

（僧正遍昭） 

朝に紅顔あって世路を誇れども ゆうべに白骨となって郊原に

朽ちぬ                     (義孝少将) 

② 無常講式（原文は漢文） 

【無常講式】の冒頭にこう記されています。 

「次第なく、法則なく、ただ無常を念じ、弥陀の名（みな）を称え

よ。五道六道の苦を嫌いて、願うべきは安養の浄刹（極楽浄土）、タ

ノムべきは弥陀の悲願(本願）なり。)」。 

承元の法難で下した念仏停止のご判断に相反して、弥陀の本願

をタノミとされた上皇の一人の人間としての純朴な姿が見えるの

ではありませんか。 

まことに、善悪業報の道理が働くのみならず、因果応報の道理を

超えて、更に高い次元で、後鳥羽上皇にも、法の真実、弥陀の本願

が働いている姿をはっきりと確認することができます。 
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三、如来様の仰せを聞くときは信罪福心はすてねばなりません。 

阿弥陀如来は、御本願叶い、南無阿弥陀仏のお名号の姿となっ

て、私共夫々の胸に直接お呼び声となって働いていて下さいます。 

では、私たちが如来様のお呼び声（仰せ）を頂戴するときの仕方

はどのようであるべきでしょうか 

この場合に限っては、善悪業報の因果の道理は横へ置いておか

ねばなりません。 

如来の仰せは、信罪福心を超えるのであります。このことを忘れ

てはなりません。 

 

◆「如来の仰せはどのように聞くのか」と申しますと 

本願を信ずるときには、信罪福心の道理は捨てなくてはなりま

せん。本願を信ずるとき、阿弥陀仏の仰せに対しては、信罪福心は

役立たないからです。なぜなら、罪を信ずるとは、自らが行う悪や

罪の力の方が阿弥陀如来の本願力よりも強いと信ずる心であり、 

福を信じるとは、阿弥陀如来の本願力だけでは十分とせず、自ら

の行う善の力を加えなくては、浄土往生できないと信ずる心だか

らです。 

如来の本願に対しては信罪福心は捨てて、名号を聞いたときは、

そのままオマカセするのでなくてはなりません。 

親鸞聖人は、信文類字訓釈で「疑蓋間雑なきがゆゑに、これを信

楽と名づく」といい、法義釈下の信楽釈で「疑蓋間雑あることなし、

ゆゑに信楽と名づくとお示しであります。 

疑いの蓋を交えてはいけないとおっしゃるのであります。 

これをどのように考えるべきでしょうか。 

（一つのたとえ話をご紹介しましょう）。 

私たちの日常はといえば、例えば、四畳半位の大きさの家が世界

の広がりだと思っているようなものであります。 

その家には、扉とガラス窓があります。 

窓は、私たちの吐く息で曇っていて外の景色は見えません。 

扉には風が吹き付けるたびにゴトゴトと音を立てます。 

其の音は、本当は、「早く扉を開けてご覧」という如来様のお呼

び声だったのです。 

けれども部屋の主の私には、イソップ童話の北風が扉を吹き飛ば

そうとしてガタガタ音を立てようとしているとしか映りません。 

却って、扉につっかえ棒をして喚び声に応じようともしません。 

これは、丁度、如来様の仰せを疑っている姿であります。 

けれども、ある朝のことです。 

なにやらふっくらと気分がよいではありませんか。 

如来様のお慈悲はいつのまにやら私の胸底に直接届いて体の芯

から温め続けていて下さったのです。 

長い間の如来様のお育てに与りいよいよ機が熟したのです。 

思わず知らず、こだわりの扉を開けるというとどうでしょう。 

そのときサーっとさわやかな一陣の風が吹き込みます。 

その風は、実は、如来様の息吹だったのです。 

四畳半の世界ばかりが私の世界だと思っていた部屋の中は今で
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は、如来様の息吹で置き換ってしまいました。 

私の心の中に如来様が内在して戴いたのです。 

如来様が心の中に内在して働いて下さるようになったのです。 

私の心に如来様の命が信心となって宿って下さったのです。 

本願力回向の信心を頂戴したのです。 

するとどうでしょう。 

今まで「損だ得だ」としか考えなかった私のものの見方が如来様

のものの見方に変ってきたではありませんか。 

今では、さわやかな風が吹き込んだお蔭で、ずうっと長い間曇っ

たままだった窓ガラスの曇りがなくなって、明るい外の広い世界が

見えるではありませんか。 

お浄土というのは天親菩薩【浄土論】）に 

 究竟せること虚空にして 

 広大にして辺際なしといわれています。 

お浄土というのは際がないというのですから、このとき、実は、

今生の私の部屋もお浄土の中に含まれていることに目覚めるので

あります。 

わが心に頂戴した信心が浄土が存在するなによりの証拠である

と知ることができるのであります。 

 

四、 まとめ 

まことに名号とは、如来の名告りであり、仰せであります。 

本願招喚の勅命はワレニマカセヨ、必ずタスケルとの仰せであり

ます。 

浄土真宗のみ教えは「聞即信」のみ教えであります。 

「聞即信」というのは、本願の仰せを受け入れている状態であり 

①生きることは本願を信じ念仏申すことであり 

②死ぬことは、浄土往生間違いがないという自分自身のあり方、

存在をすっかり受け入れることができることでありました。 

このとき、聞こえて下さる「必ずタスケル」とおっしゃる仰せを如

来様の言葉として聞かせて戴くことが何より大事であります。 

タスケルとおっしゃる仰せをきくときの私は、そのまま必ずタスカ

ルことになるのであります。 

「如来の仰せ」はタノメタスケルという南無阿弥陀仏であり、私が

頂戴した「信心」はタスカルとタノム南無阿弥陀仏であります。 

一つの南無阿弥陀仏を如来様からいえば「タスケル」の南無阿弥

陀仏であり、衆生から言えば「タスカル」の南無阿弥陀仏であると

先哲が教えられた通りであります。 

利井鮮明和上が「左文字オセバ右文字タスクルノ他ニタスカル

信ナカリケリ。」と歌われたのもそのお心でありました。 

（参）梯 實圓和上講義） 

南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏             合掌 
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