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序論

唱 導家 、聖覚 は、天 台僧と して活 躍する かたわ ら、法 然に浄 土教 の教え を受け た。正 式の弟 子とは 呼べな い面

もあるが、漢文の『選択本願念仏集 』
（以下『選択集』という）における専修念仏等の考え方について 、
『唯信鈔』

を世 に出 した 。その 『唯信 鈔』に ついて 、親 鸞は、 主とし て関東 の門弟 たちを 教化す る資料 とし て、自 ら何回 も
書写したうえで、御消息の中で、それを読むように何回も勧めている。

こ のよう に親鸞 が高く 評価し た仮名 法語で ある『 唯信鈔 』に は、ど のよう な魅力 があっ たのか 、その 内容に つ

六六七頁）があるなど、親鸞の聖覚への傾倒がよくうかがえる。

さら に 、
『無量寿経』
（以下『大経』という）、龍樹 、聖徳太子等の銘文と同等に「聖覚法印表白文」の註解（『同』

そ のほ か 、
『尊号真像銘文 』に、
「この本願のやうは、
『唯信鈔』によくよくみえたり」
（『同』六四四頁）とあり、

なくただ一つを信じる「真実の信心」であると解して、その共鳴ぶりを示している。

はちこの真実の信心なり、虚仮はなれたるこころなり」
（『註釈版』六九九頁）とあって、
「唯信」とは、疑うこと

はただこのことひとつといふ、ふたつならぶことをきらふことばなり。
」
「『信』はうたがひなきこころなり、すな

ものを解説するのはきわめて珍しいことだが、この「唯信」の語に敏感に反応したのであろう。それによると 、「『唯』

し 、 註釈 書『唯 信鈔文 意』 を著し ている 。この 冒頭に は、題 名であ る「唯 信鈔 」につ いて解 説があ る。題 名その

親鸞はまた、聖覚（と隆寛）を「よきひとびと」（『浄土真宗聖典』七四三頁、以下『註釈版』という）と讃仰

１

いて 、特 に、 その本 願観 、念仏 観、信 心観に ついて 明らか にした い。あ わせて 、聖 覚がど のよう な目的 で、こ の
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２

聖覚について

『唯信鈔』について

『唯信鈔』を世に出したのかを探ってみたい。

本論
第一章
第 一節

聖覚 （一六 七～一 二三五 ）は、 信西（ 藤原通 憲）の 孫、 藤原澄 憲（一 一二六 ～一二 〇三） の子で ある。 父の澄

憲 は 、天 台唱導 の一派 を創 始した 人であ る。比 叡山で 天台教 学を学 び、竹 林院 の里房 である 安居院 に住ん だ。そ

さら に 、
「耳を驚かす説法」

（一二二一、五五歳）に『唯信鈔』を著わした。法然の門下には、幸西、隆寛、証空、弁長（聖光）
、信空などが
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の ため 、安 居院法 印と呼 ばれた 。唱 導家と して名 をなし 、その 説法は 多くの 人の心 をとら えた という 。叔父 や甥
にも名を成した僧がたくさんいて、僧侶として格式のある家系の生まれである。

聖 覚は 、父 と同じ く比叡 山竹林 院で修 学し、 安居 院に住 して唱 導家と して活 躍した 。父と 同じく 安居 院法印 と

呼ば れ た。そ して 、延暦 寺の探 題に登 りつめ るなど 、学僧 として 第一人 者で あった 。あわ せて、 後鳥羽 院の側 近

であり、寵児であった。聖覚の名は、
『明月記』などにしばしば登場するので、よく知られていたことがわかる。
また、彼の法話等に格別に多くの聴衆が集まったという記事が『沙石集』にある。
をしたことが記されていて、説法名手であったことをうかがわせる。

５

浄 土教 思想 は、天 台宗の 僧とし てその 教学か ら学ん だと 想像さ れるが 、法然 に師事 してさ らに深 め、承 久三年

６

４

３

為 釈尊之 使者 」
（『註釈版』六六八頁）とあって、聖覚にとって

いるが、法然は、聖覚と隆寛への信望が厚かったことが『明義進行集』に記されている。
一方 、
『 尊号 真像銘 文』に は 、
「 然我 大師聖 人

法然は「わが大師聖人とあおぎたのみたまふ」お方である。わが師匠と位置づけている。元久元年（一二〇四）
、

比叡 山か ら法 然とそ の一門 に対す る糾弾 があ り、法 然は『 七箇条 の制誡 』を制 定した 。それ に、 法然以 下百九 十

名（『西方指南抄』では二百余名）の署名がされているが、聖覚の名はない。だから、聖覚は、いわゆる弟子と位

置づけるには少しはみ出るところがあり、法然のよき理解者であって、法弟子ということができる。

親鸞と聖覚との交流は、法然門下時代だけではなく、親鸞が京都を離れた後も何らかの形で続いていた。
『唯信

鈔 』の 自筆 書写の 一本に は、親 鸞が まだ関 東にい た寛喜 二年（ 一二三 〇）五 月二十 五日（ 親鸞 五十八 歳）に 「か

の草本 真筆 」
（『註釈版』一三五六頁）によって書写したと記されている。親鸞は、寛喜二年以来この書を何度も

書写し、東国の門弟に下したが、さらに、建長二年（一二五〇）
『唯信鈔』に引用している漢文にあたる部分をひ

ろって 註釈 した『 唯信鈔 文意』 を著わ してい る。ま た 、
『親鸞 聖人 正明伝 』
『親鸞 聖人 正統伝 』には 親鸞の 吉水入

書誌

本を知ることはできないとされている。
『浄土真宗聖典全書二 』
（以下『浄真全二』
）の解説によれば、親鸞は生涯
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７

本 鈔は 源空 （一一 三三～ 一二一 二）の 滅後九 年、承 久三 年（一 二一一 ）に聖 覚が著 したが 、こん にち彼 の自筆

第二節

室は聖覚の手引きによると伝えている。親鸞の六歳年長である。

８

に少 な くと も八回 は『唯 信鈔』 を書写 してい るとあ る。ま た、 同書の 付録年 表によ れば、 親鸞に よって 書写さ れ

た も のが 少な くとも 六回あ げてあ る。す なわち 専修寺 所蔵の 信証本 と平 仮名本 、大阪 府真宗 寺蔵本 、京都 府常楽
寺蔵本、専修寺蔵顕智書写本、恵空写伝本である。

このう ち、信 証本の 奥書に は「 草本云 」
・「草本曰」とあり、このことから、親鸞は、聖覚自筆の草本から「寛

喜 二歳 仲 夏下旬 第五日 以彼草 本真筆 愚禿親 鸞書写 之」 と、寛 喜二年 （一二 三〇、 五八歳 ）五月 二十五 日に初 めて

書写 し たこ とが知 られる 。六十 歳を過 ぎてか らの帰 洛から 考えれ ば、 まだ東 国に在 住して いた時 の書写 である 。

聖 覚 の自 筆本が 現存し ない ため、 原作が 漢文か 和語か は不明 である が、こ こで は「和 語」で あった という 立場を

と る。 そ れは 、
「親鸞書写之」とあって、格別に漢文から和語に変更したという記述がないこと、また、管見によ
れば、先行論文には、漢文でかかれていたという論がないからである。

こ の卒 論 は 、
『註釈版』によったので、
「信証本」である。
『浄真全二』によって、各異本との違いを点検したと

ころ、以下のような結果であった。対校本は、
「本願寺蔵本」
「平仮名本 」
「岐阜県照蓮寺等本（断簡）
」
「真宗法要
所本」である。

違い は五種 類であ った。 第一は 表記 上の違 いで、 一つは 、
「仏 ーほと け 」
「人 ーひと 」のよ うに漢 字と仮 名の 違

いである。また 、
「むすばむーむすばん 」
「ゆへーゆゑ」のように、仮名同士の違い、
「遍数ー返数」のような漢字

同 士の違 いであ る。こ れらに は意味 の違い はまっ たくな い。 第二は 言葉の 違いで 、
「 さえぎ るーさ いぎる 」
「 ねぶ

るーねむる」の二例で、訛りの違いのようなものであった。また、
「いふともーいえども」
「（因縁の）ゆへにーを
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もて 」とい う例も 意味の 違いは ない。 第 三は欠 落で 、
「又 ーなし 」
「今 生にも ー今生 も 」
「か の業力 がつよくーか

の業つよく」等の例があり、意味はほぼ同じである。第四は文法上の違いで、
「（信心決定）しなばーせば」
「信ぜ

ずは ー信ぜ ぬは」 の二 例であ った 。
「決 定しな ば」と 「決 定せば 」は、 順に「 決定し たなら ば 」
「決 定すれ ば」の

意味になるので、大きな違いはない。
「信ぜずはー信ぜぬは」も、違いはない。第五はそのほかの場合で 、
「（うた

が ひを） なさて ーなさ く」が ある。 これも 、ほ ぼ同じ 意味で ある。 また 、
「（ただ）あさくーふかく」がある。こ

『選択本願念仏集』との関係

よって異なる表現はいくつかあったが、いずれも、解釈上大きな違いがないと言える。

第三節

『 唯信鈔 』は 、
『 選択集 』の二 門章・ 二行章 ・本願 章・三 心章の それ ぞれの 記述に 順じた 構成や 展開を してい

て、聖覚が『選択集』のある部分に光をあて、和語でわかりやすく説明したものであることがわかる。

聖 浄 二門 は 、
『選択集』の二門章・二行章・本願章を受けており、聖道門と浄土門、諸行往生と念仏往生につい
て述べている。

専雑二修は、同じく二行章を受け、専修念仏の勝れていること主張している。また 、
『選択集』には、大乗と小

乗 の違 いを 詳し く述べ 、さら に、浄 土三部 経や『 浄土論 』等の 内容を 紹介 しなが ら、浄 土門へ 導く内 容が展 開さ

れて いる 。一 方『唯 信鈔 』は、 現実の 具体的 な行で ある、 真言、 法華だ けを例 にあ げて、 浄土門 のすぐ れた様 を
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れは全く逆の意味になっているが、文脈からは、明らかに「あさく」とするのが正しい。 以上のように、異本に

９

説いている。

三心は、三心章を受けて、至誠心、深心、回向発願心について解説している。
『選択集』は、善導和尚の提唱し

た五正行から説きはじめて、助行を解説し、さらに五雑行を解説して、ようやく称名の正しさを説いている。
『唯

信鈔 』は 、諸 行往生 と念仏 往生を 対比し 、さ らに、 専修と 雑修を 単純化 して解 説し、 専修念 仏を 勝れた ものと 説
く。十念は、本願章を受けて、明確に十遍の名号をとなえることであるとしている。

漢文 で 書かれ た『選 択集』 を和語 で分か りやす く記 述した ものと いうこ とはで きるが 、複雑 な部分 や七祖 の引

用などは省略して、庶民向けに工夫している様子がうかがえる。したがって、
『選択集』が費やしている厖大な内

容 をそ のま ま書き しるし たので はな く、同 じ内容 の部分 でも省 略して おり、 また、 浄土宗 独立 に関す る内容 をは

じめ 、
「利益 章 」
「特留 章 」
「摂取 章 」
「四修 章」な どは書 かれて いない 。こ れらを 省いた のは、 世の人 々に専修念

仮名法語とは

仮名法語について

仏についてわかりやすく、いわば入門編とでもいうべき内容にして、簡潔にまとめたためだと思われる。

第 二章
第一 節

「仮名法語 」とは 、仏教の教えを漢文ではなく 、和語で分かりやすく説いた高僧などの言葉を指すものである。

「仮名」とはいえ、仮名で書かれたものに漢字が交じっているものも「仮名法語」と呼ぶ。
「法語」とは、仏教の
道理によって説かれたすべての教えをいう。
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１０

日本 に 仏教が 伝来し て以来 、儀式 用にも 学習 や学問 のうえ でも、 漢文の 経典を 用いて きた。 仏教伝 来当 時の日

本 の 有能 な僧 侶たち には、 漢文は ほとん ど抵抗 なく読 んだで あろう が、 庶民に とって は極め て難し いもの だった

に違いない。だから、僧侶は、庶民に分かる言葉を使わねばならない。ここに、法語が生まれる必然性があった 。

法語 は、 庶民 にむか って、 仏教の 教えを 説く 書き言 葉であ る。こ れが仮 名法語 である 。そう いう 意味で は、仏 教

の 布教 活 動にお いて、 大きな 革新で あった という こと ができ る。具 体的な 仮名法 語が『 日本古 典文学 大系』 に載
せられている。

明 治 時代 まで、 正式な 文章は 漢文で あり、 いうま でもな く、平 安・ 鎌倉時 代は、 表記の 上では 「漢文 の時代 」

で ある 。し かし、 一方で 、平安 時代 の女性 による 物語や 日記は 和文で 書かれ た。漢 文とは 無縁 な一般 庶民に とっ

て、 和文 は、 理解で き親し むこと のでき る表現 スタ イルで あった 。した がって 、仏教 が貴族 や武家 を中心 とし た

は 珍重 した にち がいな い。東 北の門 弟たち に盛ん に勧め 、自ら 書写を 何度 もして いる様 子から 結論づ けられ る。

のと 位置 づけ ること ができ る。特 に「専 修念仏 」の意 義を 簡潔に 、しか も平易 に述べ た仮名 の聖教 として 、親鸞

伝 える 役割 を果た した。 そうい う意味 で、 この『 唯信鈔 』は、 漢文の 『選択 集』の 中心思 想を和 文で 解説し たも

法 然 の『選 択集 』は漢 文であ る。こ れは、 南都北 嶺の僧 侶たち に伝え る意 味があ り、仮 名法語 は、広 く庶民 に

ったと言える。

身 分の あ る人々 から、 庶民の 仏教へ と広ま る時代 状況の 中で 、右の ような 仮名法 語が登 場した のは、 必然性 があ

１２

ところ で 、
『唯信 鈔』は 、親 鸞が愛 読し、 書写し たこと もあっ て、御 消息に しばし ば登 場する が 、
『歎異 抄』に
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１１

浄土教の仮名法語

も引用されている。

第二 節

仮名 法語 は、民 衆を仏 教の 世界に 導く一 つの方 法とし て発展 してき た。中 村元氏 は、 仮名法 語の流 れを、 第一

段 階で は 梵語を カナガ キにし 、第二 段階で は接続 詞や 助詞な どをカ ナガキ にして 、第三 段階で 純和文 をもっ て述

作す るとし て、源 信（九 二四～ 一〇一 七）の 『横川 法語 』
、真盛の『奏進法語』などが登場するとした（『日本古

典 文学大 系』 八三巻 「月報 」二頁 ）
。 浄土教 にお ける仮 名法語 という 点に絞 ってみ ると、 たとえ ば 、
『 註釈版 』に

は、
『尊号真像銘文 』
『一念多念証文』
『唯信鈔文意』や和讃など、親鸞の一連の著作があがっている。時代が下が

ると 、
『歎 異 抄 』
『口 伝 鈔 』
『御文章』などがあげられている。この『唯信鈔』の前後あたりから親鸞までの時代に

限ってみると、
『横川法語 』
『一枚起請文』
『後世物語聞書』
『一念多念分別事』
『自力他力事』等があげられている。

ここで は 、
『唯信 鈔』 の同時 代のも のを一 瞥して おいて 、
『唯信 鈔』 の特徴 をさぐ ってみ たい。 源信の 『横川 法

語』
（十世紀末～十一世紀初）は 、自らが漢文で著した『往生要集』の要点を、和文で解説したもの（四〇〇字程）

で ある 。 内容 は 、
「 厭離 穢 土 」
「欣求浄土」のための発菩提心と念仏往生を説いている。これは、ちょうど 、
『選択

集』 の要 点を 『唯信 鈔』と して和 語で著 した関 係に似 てい る。聖 覚はそ れを倣 ったの かもし れない 。法然 の『一

枚 起請 文 』
（十三世紀初）は、人間に生まれた喜びと凡夫たる私たちは念仏によって疑いなく往生する旨（約三五

〇字） を表現 した もので 、入滅 直前に 著した もので ある 。
『一言 放談 』
（十三 世紀終 ～十 四世紀 前半） は法然 、明
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１３

遍、 慈 心な ど三四 人の中 世念仏 行者、 遁世者 を編集 したも ので 、誰か の書き 下ろし ではな い。浄 土門の 信仰が 平

易な言葉で書かれている。聖覚も列を連ねている。
『後世物語』
（主として三心について。約四五〇〇字）
『一念多

念 分別 事 』
（一念か多念かについて。約一七〇〇字 ）
『自力他力事』
（自力、他力を比較して他力を勧める。約一五

〇〇字）については、その成立時期は不明であるが、
『唯信鈔』と同時代のものではないかと思う。隆寛の作とさ
れている。これらの特徴は、ある特定の問題点に絞っているところにある。

このような仮名法語の中にあって 、
『唯信鈔』はひときわ輝いている 。それは、約一万字に及ぶ著作であること、

こ れ だけ で他を 圧倒し てい る。ま た、内 容の点 でも、 専修念 仏を説 いてい るが 、それ は、本 願、念 仏、信 心など

の 視点 から 総合的 に説い ていて 、し かも、 次節で 述べる ように 、庶民 に分か りやす い例を 盛り 込んで 、親し みや

『唯信鈔』の表現の特色

すい工夫がされているのである。

第三 節

表 現 上の特 徴と は、次 のよう なもの が挙げ られる 。大き くは、 まず「 比喩 法」で 、対句 法、反 復法、 反語法 、

倒 置法 など がある 。聖覚 の場合 は、特 に、 比喩法 と対句 法が顕 著に見 られる 。しか し、対 句表現 は、 漢文や 漢詩

の伝 統的 な技 法であ り、き わめて 普通に おこな われて いる ので、 ここで は、比 喩法を 中心に 、その 表現の 特長と
表現効果等について、触れておきたい（傍線は筆者、以下同じ）
。

法蔵比丘が厳しい修行を積む中で、見事な浄土を建設するが、その文脈で、次のような箇所がある。
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二百 一十 億の諸 仏の浄 土の なかよ り、す ぐれた ること をえら びとり て極楽 世界を 建立 したま へり。 たと

へば、柳の枝に桜のはなを咲かせ、二見の浦に清見が関をならべたらんがごとし。 （『註釈版』一三四〇頁）

とあって、
「柳の枝に桜の花 」というたとえは、奇抜な発想であるが 、現実にはあり得ないことをたとえることで、

人間 の思 議の 及ばな い、不 可思議 な浄土 の世 界を表 現した ものと みるこ とがで きる。 また、 有名 な景勝 地をあ げ

て 、極 楽 浄土の 華麗な 姿を目 の前に 浮かぶ ように 描い ている 。これ らは学 生や知 識人の ためで はなく 、一般 民衆

を読者と想定して、わかりやすい例をあげて、ありありとイメージできるような描写方法にしたのである。

つづいて、念仏の専修、雑修を説くなかで、専修をすぐれたものと結論づけた後、以下のように続く。

（『註釈版』一三四三頁）

そ のゆ ゑは、 すでに ひとへ に極楽 をねが ふ、か の土の 教主 （阿弥 陀仏） を念ぜ んほか 、なに のゆゑ か他事 を
まじへん。電光朝露のいのち、芭蕉泡沫の身、わづかに一世の勤修をもちて、

と 、述 べ てあり 、人間 の命を 具体的 なもの にたと えるこ とで 、一瞬 のいの ち、す ぐに壊 れてし まうか 弱い命 を見

事に イ メージ させ ている 。きわ めて文 学的な 表現と いうこ とがで き、唱 導家 として のにお いのす る表現 である 。
このほか、専修とはどういうことかの説明にも、

み やづか へを せんに 、主君 にちか づき、 これを たのみ てひと すぢに 忠節 を尽す べきに 、まさ しき主 君に親 し

（『註釈版』一三四四頁）

みな がら、 かねて また 疎くと ほき人 にここ ろざし を尽し て、こ の人、 主君に あひ てよき さまに いはん ことを
求めんがごとし。
とあり、また、三心を説く場面で、
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わが ため にいか にもは らぐ ろかる まじく 、ふか くたの みたる 人の、 まのあ たりよ くよ くみた らんと ころを を

し へ んに 、
「そのところにはやまあり、かしこにはかはあり」といひたらんをふかくたのみて、そのことばを

信じてんのち、また人ありて、
「それはひがことなり、やまなしかはなし」といふとも、いかにもそらごとす

まじき人のいひてしことなれば、のちに百千人のいはんことをばもちゐず 、もとききしことをふかくたのむ、。

（『註釈版』一三四七頁～一三四八頁）

とあ っ て、 いずれ も身近 な例や エピソ ードを いれて 、誰が 聞いて もす ぐにわ かる、 唱導家 らしい 表現で ある。 ま
た、聖覚の文章力は、この後、きりりと締まった文章で締めくくるところにもある。

比 喩表 現の特 徴は 、きわ めて身 近な、 民衆に とって わかり やすい 例をも って 説いて いるこ とがわ かった 。一歩

間違 える と誤 解され かねな い比喩 もある が、イ メー ジとし てわか りやす く、人 々の胸 に落ち ていく ことを 中心 に

た とえ を 用いた という ことが できる 。同時 に、誤 解をう けな いよう にする ためで あろう か、主 張する ところ はき

本 願観

『唯信鈔』の思想

わめて理路整然と説いていることもうかがえる。

第三 章
第一節

聖 覚は、 法然の 『選択 集』に 順じて 、仏道 を聖道 門、浄 土門 に分け 、浄土 門に諸 行往生 と念仏 往生を 立てて 、

それ ぞれ 自力 の往生 、他 力の往 生と名 づける 。末代 の機に 適う所 の浄土 門を説 く。 そして 、自力 の往生 につい て
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１４

は、
「行業もしおろそかならば、往生とげがたし。かの阿弥陀仏の本願にあらず 。」
（『註釈版』一三三八頁）と述

べて否定し、念仏往生については、
「阿弥陀の名号をとなへて往生をねがふなり。これはかの仏の本願に順ずるが

ゆゑに、正定の業となづく。ひとへに弥陀の願力にひかるるがゆゑに、他力の往生となづく。」
（『同』）と述べて 、

称名念仏によって救われるが 、それは 、阿弥陀仏の本願に信順することであり、往生のまさしき業であるという。

「他力の往生」と明確に説いている。続いて聖覚は、
「そもそも名号をとなふるは、なにのゆゑにかの仏の本願に
かなふとはいふぞ」と自問しながら、本願についての論を展開する。

阿弥陀如来が、まだ法蔵比丘であったときから説き始めて、法蔵菩薩が、なぜ気の遠くなるような長い期間に

わたって修行したのかというと、それは、
「一切の衆生を救済する」という覚悟からきている、と述べている。
「不

孝の も の 」
「文 句 しら ざる も の 」
「慳貪・破戒のともがら」
「瞋恚・懈怠のたぐひ 」
（『同』一三四〇頁）といった凡
夫のために、
「五劫」の間修行したのである。

その結果、四十八願をおこすことになるが 、
「まづ第十七願に諸仏にわが名字を称揚せられんといふ願をおこし
たまへり。」
（『同』一三四一頁）と、第十七願に注目する。そして、この直後に、

名 号をも つて あまね く衆生 をみち びかん とおぼ しめす ゆゑに 、かつ がつ 名号を ほめら れんと 誓ひた まへる な

り。しからずは、仏の御こころに名誉をねがふべからず。諸仏にほめられて何の要かあらん。

（『同』一三四一頁）

と、 続け てい る。全 ての 衆生を 救うた めに、 あえて 、諸仏 からの 讃嘆を もとめ たの であり 、それ 以外の 理由は 微
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塵も な いと いうの である 。つま り、全 ての諸 仏が阿 弥陀仏 を称 讃する ことで 、一切 の衆生 を救う 阿弥陀 仏の存 在

理 由 、そ の必 然性、 真実性 を明ら かにし た願と いうこ とがで きる。 この 第十七 願に注 目すべ きであ ると主 張して

但有称名皆得往

観音勢至自来迎

（『同』一三四一頁）

い るの であ る。こ れは、 明ら かに第 十七願 の諸仏 による 名号讃 嘆が、 衆生の 称名の 導師 として の役割 を果た して
いることを論証するものである。

十方世界普流行

つづいて、こうした理念を、
『五会法事讃』を引用してまとめている。つまり、
如来尊号甚分明

と 、 引用 して補 足・証 明し ている 。如来 の尊号 があら ゆる世 界に流 布して いる 、とい うこと は、諸 仏、大 小の聖

人、凡夫に「南無阿弥陀仏」の尊号が知れ渡り、ただ称名することによって往生できるとするのである。
第十七願をこのように位置づけておいて、次に第十八願について言及する。

さてつぎに第十八願に念仏往生の願をおこして、十念のものをもみちびかんとのたまへり。
・・・名号はわづ

（『同 』
）

かに 三字 なれば 、盤特 がとも がらな りと もたも ちやす く、こ れをと なふる に、行 住坐臥 をえら ばず 、時処 諸

縁 をきら はず、 在家 出家、 若男若 女、老 少、善 悪の人 をもわ かず、 なに人 かこ れにも れん。

とあって、本願の位置をどっしりと定める。
「さてつぎに」というつなぎは、第十七願の前提があってはじめて第

十八願がおこされたというのである。したがって、
「十念のもの」とは、第十八願における「乃至十念せん」と行

ず る者 をさ して いて、 この称 名は第 十七願 によっ て今ま さに真 実の証 を得 ていて 、その 連動の 結果と して読 むこ

とが でき る。 聖覚は 、明 らかに 、第十 七・十 八を別 々のも のでは なく、 第十八 願は 、第十 七願を 根拠と してな り
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たっているとみていたと考えられるのである。

そ し て、 この願 は、あ の「盤 特」で さえ称 えるこ との できる わずか に「阿 弥陀」 の三字 である 、どん なに下 の

下であっても「たやすく」称えられる、しかも、時、所、人を選ばないというのである。
「えらばず」
「きらはず 」

「もれず」と歯切れよく否定文を重ねて、
「なに人かこれにもれん」という反語で締める文脈から、聖覚の感嘆の

声が聞こえてくる。文章としても、巧みな比喩と歯切れのいい文体は見事で、唱導家の技をのぞかせている。

法然 は 、阿弥 陀仏の 四十八 願を「 選択本 願」と 名づ けてい る。選 択に取 捨と摂 取の二 義があ り、法 蔵菩薩 は二

百 一 十億 仏土か ら取捨 選択 して四 十八願 を建立 し、阿 弥陀仏 となっ たとす る。 第一願 から第 四十八 願まで 、捨て

る もの と取 り入れ るもの を選び 完成 したの である 。した がって 、選択 本願と は、如 来の願 心で あるこ とがう かが

われ る。 また 、四十 八願い ずれも 選択本 願であ るが 、その 結論は 、凡夫 の往生 を誓っ た第十 八願こ そ選択 本願 で
あり、本願中の王本願であると説く（『七祖篇』
「選択集」一二二八頁）
。

しかし、法然は第十七願に全く目が向いていなかったかというとそうではない。
『三部経大意 』
『登山状』には、
第十七願について触れている。

そ の名号 を往 生の因 とした まへる ことを 一切衆 生にあ まねく 聞かし めん がため に諸仏 称揚の 願を立 てたま へ

（『法然上人全集』三一頁）

り。第十七の願これなり。第十七願に 、
「十方世界の無量の諸仏、ことごとく咨嗟してわが名を称称せずとい
はば、正覚をとらじ」という願を立てたまへり。
とあって、つづいて、
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次に 十八の 願に「 乃至十 念若不 生者不 取生覚 」と たてた まへる 。
と、十八願について述べる。また、
『登山状』にも触れていて、

（『同 』
）

第十七願の諸仏が阿弥陀仏を称揚する諸仏称名

の 意義 を認 めてお り、そ の方 向の視 点を持 ってい たこと は確か である 。しか し、す でに 述べた ように 、聖覚 にお
ける第十七願と第十八願の関係にまで深くは論じていない。

そ れに して も、こ うした 第十七 願に ついて は、主 著の『 選択集 』には 述べら れてい ないの で、 第十八 願を王 本

願と す る立 場であ ったこ とがあ らため て知ら れるの である 。その 意味 では、 聖覚は 法然よ り、よ り一層 明確に 第

念 仏観

十七願を重視したということができる。

第二節

日常的に「念仏」と言えば、
「ナモアミダブツを称える」ことを指すが、浄土教の流れにおいて、
「仏を念ずる」

とは、仏を憶うので憶念する 、仏の形像を観ずるので観念・観想することも含まれる。
『論註』
（「八番問答」
）で、

第 十 八願 の「乃 至十念 」をど う解 釈する かにつ いて、 曇鸞（ 四七六 ～五四 二？） は、憶 念と 称念の 二意を みてい
１７

という称名念仏の誓願として解釈したのである。

こ の流れ を受け て、法 然は 、
『 選択集 』の冒 頭に 、
「 善導和 尚、正 雑二行 をたて て、雑 行を捨 てて正 行に帰 する

文」
（『七祖篇』四六三頁）と題して 、
『観経 疏』を 引用 してい る。 第十 八願の 誓いは 、善導 におい て称名念仏 と
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１５

る。善導（六一三～六八一）は、
「乃至十念」を称名念仏であると明示した。第十八願の誓いを「我が名を称せよ 」

１６

定めている点を継承しながら、併せて、専修こそがその真の意味であることを説いた。そして、
『選択集』で「二

門章」
「 二行 章 」
「 本願 章」と 展開す る中で 、いよ いよ称 名念仏 一行の 専修を あき らかに してい る。こ れを『 選択

集 』の 結び の「三 選の文 」に おいて 、正行 を説い た。正 行は五 種の正 行であ るが、 助行 を傍ら にして 称名を 正定

業と して 選ぶ のであ る。し かも、 この称 名念 仏は、 仏の本 願に依 るから 必ず往 生を得 ると説 く。 このよ うに、 称

名念仏が往生の行業となる根源は、阿弥陀仏の選択本願にあるとする。法然は、
「南無阿弥陀仏」と御名を称する

こと よ りほ かに往 生の行 業はな いと明 らかに するが 、それ は帰す ると ころ阿 弥陀仏 によっ て選ば れた他 力の称 名
行を説くのである。

聖 覚は 、
『選択集』の二門章を承けて、凡夫たる者は、末法の世にあって時機相応の教えは、浄土門しかないと

するのである。そして、浄土門には「ふたつのすじ 、別れたり 。一つには諸行往生 、二つには念仏往生なり。
」
（『註

と、展開する。念仏往生は本願他力によって救われるのであって、これは万人可能の道であると説いている。

正定の業と名づく。ひとへに弥陀の願力にひかるるがゆゑに、他力の往生と名づく。
（『註釈版』一三三九頁）

二つに念仏往生といふは、阿弥陀の名号をとなへて往生をねがふなり 。これは 、かの本願に順ずるがゆゑに、

に述べたあとで、

の で はな いので ある。 この末 世の 衆生は 凡夫で あるゆ えに、 自力往 生は無 理であ る、と いう のであ る。こ のよう

自力 の 往生で ある から、 行業が おろそ かにな ったら 、往生 できな いこと にな る。あ の阿弥 陀仏の 本願に 救われ る

釈 版』 一 三三八 頁）と して、 まず「 諸行往 生」に ついて 言及 する。 諸行に よって 往生を 遂げな いこと はない が、

１９
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１８

さらに、名号を称えることがどうして仏の本願にかなうかについて論を展開していく。すなわち 、
「そもそも名

号 をと なふる は、な にのゆ ゑに 」
（『同』一三三九頁）と問いをたてて、阿弥陀如来が法蔵菩薩の時の五劫思惟の

果 てに 浄土 を建立 したが 、そ れは、 自力の 行によ って救 うので はなく 、そう した行 ので きない 凡夫た る全て の衆
生を浄土に導くためである。そして、以下のように述べて、念仏の意味を説く。

こ れに よりて 、一切 の善 悪の凡 夫、ひ としく 生れ、 ともに ねがは しめん がた めに、 ただ阿 弥陀の 三字を とな

（『同』一三四〇頁）

へん を、 往生極 楽の別 因とせ んと 、五劫 のあひ だふか くこの ことを 思惟し おはり て、ま ず十 七願に 諸仏に わ
が名を称揚せられんといふ願をおこしたまへり。

と あっ て、 聖覚は 、名号 を三字 （阿 弥陀） とする 。この 三字に こそ、 一切の 善悪の 凡夫を 救済 する因 がある とす

るの であ る。 すでに 法然が 「それ 、三字 の名号 は少 なしと いへど も、如 来の所 有の内 証外用 の功徳 万徳恒 沙の 甚

深の法門をこの名号の中におさめたる」
（『法然上人全集』
「三部経大意」三八頁）と説いている。それを承けてい
る。聖覚は、このわずか三字については、

（『註釈版』一三四一頁）

盤 特 がとも がらな りとも たもち やすく これを となふ るに 、行住 坐臥を えらば ず、時 処諸縁 をきら わず、 在家
・出家、若男若女、老少、善悪の人をもわかず、なに人かこれにもれん。

と、 否定 形 を並 べ て 、
「いつでもどこでも誰でも」称えることのできる普遍的な法であると述べている。これらの

聞名念我総迎来

不簡貧窮将富貴

不簡下死与高才

不簡多聞持浄戒

不簡破戒罪根深

説 明を し たあ と 、
『五会法事讃』を次のように引用して、
「このこころか。これを念仏往生とす。
」と結んでいる。
彼仏因中弘誓
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但使回心多念仏

能令瓦礫変成金

（『註釈版』一三四一頁 ）

と あっ て、法 蔵菩薩 が願を 立てて 、念仏 すれば 一切の 衆生を 救う という 。
「 不簡 」を繰 り返す ことで 、
「 すべ ての

凡 夫」 にあ てはま る普遍 の真 理であ ること を示し ている 。そし て、そ の凡夫 （瓦礫 ）は ついに は仏（ 金）と なる
として、実に本願の不可思議な力を比喩的に表現しているのである。

次に、聖覚は、念仏往生の各論を展開する。念仏往生の門には、専修・雑修の二行があるとして、

専修 とい ふは、 極楽を 根が不 心を おこし 、本願 をたの む信を おこす より、 ただ念 仏の一 行を つとめ てまつ た

く 余 行を ま じへ ざ るな り 。
・・ただ弥陀の名号をとなへ、ひとへに弥陀一仏を念ずる、これを専修と名づく。

（『註釈版』一三四三頁）

・・ 雑修と いふは 、念仏 をむ ねとす といへ ども、 また余 の行を もなら べ、他 の善を もか ねたる なり。この二
つのなかには、専修をすぐれたりとす。
と、述べて、この二つを明確に区別し、専修念仏をすぐれているとする。

法然 や 親鸞も 比叡山 で念仏 修行を してき たよう に、念 仏は 各宗派 におい て、な されて きた行 法であ る。各 宗派

に は 本行 があり ながら 、余行 とし て念仏 をする のであ る。し かし、 聖覚は 、念仏 以外は すべ て余行 として しりぞ

けるのである。もちろん、こうした考えは法然のそれを承けている。法然は、
「一枚起請文」の中に、

（『註釈版』一四二九頁）

念仏 を信ぜ ん人は 、た とひ一 代の法 をよく よく学 すとも 、一文 不知の 愚鈍の 身に なして 、尼入 道の無 智のと
もがらにおなじくして、智者のふるまひをせずして、ただ一向に念仏すべし。

と、述べて、どれほどの学問を積んでも自らの愚かさを自覚して他の行や善には目もくれず 、ひたすら念仏せよ、
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とい う。

本 鈔 は仮 名法語 という 性格上 、民衆 の疑問 に答え 、民 衆を説 得する という 視点が ある。 専修念 仏を勝 れたも の

と説明しても、古くからの信仰形態や行を捨てることのできない人々がいる。そういう人への言葉である。

ある いは 一乗を もたも ち三密 を行ず る人、 おのお のその 行を回 向し て浄土 をねが はんと おもふ 心をあ らため

（『註釈版』一三四三頁 ）

ず 、念 仏にな らべて これ をつと むるに なにの とがか あらん とおも ふなり 。た だちに 本願に 順ぜる 易行の 念仏
をつとめずして、なほ本願にえらばれし諸行をならべんことのよしなきなり。

と 、 述べ て、雑 修の人 は千 人のな かに一 人も往 生でき ず、専 修の人 は百人 なら 百人全 員が往 生する 、と善 導の言
葉を 借り て説得 する 。

最後に、専修念仏について、法然と聖覚では微妙に違うと思われる点について触れておきたい。

『選択集』では、専修念仏はそのまま正行であるとし、雑修は即雑行であるとするのに対して、
『唯信鈔』では、

念仏 往 生をそ のま ま専修 とせず 、念仏 往生の 中に専 修と雑 修の二 つの行 があ るとす る。そ もそも 、往生 の行相 に

ついて、法然は、正行と雑行とに分けるのに対して、聖覚は諸行往生と念仏往生に分けている点から違っている。

つ まり 、すで に上に 引用し たよ うに、 聖覚は 、専修 を「た だ念仏 の一行 をつと めて まつた く余行 をまじ へざる

なり 。」
「ただ弥陀の名号をとなへ、ひとへに弥陀一仏を念ずる、これを専修と名づく。
」のだから、これ以外はす

べ て雑行 とする 。
「 弥陀一 仏を念 ず」で あり 、
「 どんな 余行も まじえ ない」 という のだか ら、法 然のい う、 正行す

なわ ち五 正行 を修す るこ とを専 修とす るのと は違う という ことに なり、 聖覚の 新し い展開 とする ことが できる 。
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第三 節

信 心観

法 然の 信心の 見方は 、善導 の三心 釈の強 い影響 を受け ている 。善 導は 、
「 古今 を楷定 す」と 宣言し て 、
『 観無量

寿経 』
（以下『観経 』という）を釈義して、三心論を展開した。
『観経』における三心の教えは短い部分であるが、

善導 は多 くの 部分を 費やし て三心 を説い た。 宗教生 活ある いは信 仰とい う面か らみる と、こ の三 心、こ ころの 問
題に深く入り込んで説いたことは、浄土教の歴史にとってきわめて重要なものとなった。
法然は、

（『七祖篇』一二九一頁）

善導の『観経の疏』はこれ西方の指南、行者の目足なり。
・・・貧道昔この典を披閲して、ほぼ素意を識る。
立ちどころに余行を舎めて、ここに念仏に帰す。

と、述 べて 、
「偏に 善導一 師に依 る」と 内面を 吐露 した。 つまる ところ 、法然 の三心 論は 、
『観経 疏』を 中心と し

た三心の考えである。
『選択集』
「三心章」では、
「念仏の行者、必ず三心を具足すべきの文」と標文し、善導の『観

経疏 』 と『往 生礼 讃』の 三心釈 をほと んど全 文引い ている 。そし て私釈 で「 引くと ころの 三心は 、これ 行者の 至

要なり、：： 一も少けぬればこれさらに不可なり。これによりて極楽に生まれんと欲はん人は、まつたく三心を

具足 すべし 」
（『同』一二四七頁）と三心必具を強調し、一心が欠けても往生は不可であることを明示している。

「三心 章」に よれば 、法然 の三心 の定義 付けは 、至 誠心は 「真実 心 」
、深心 は「深 信の心 」
、回向 発願心 は「別

の釈をまつべからず」とあって、私釈はない。聖覚は法然の釈を承けて、次のように明快に言う。

ひとつには至誠心、これすなはち真実のこころなり。
・・阿弥陀仏の、むかし菩薩の行をたて、浄土をもう

- 24 -

けた ま ひしも 、ひと へにま ことの こころ をお こした まひき 。これ により て、か のくに に生ま れんと おも はん

（『註釈版』一三四六頁）

も 、 また まこと のここ ろをお こすべ し。そ の真実 心と いふは 、不真 実のこ ころを をすて 、真実 のここ ろをあ
らはすべ し。

と、 述べ て、 三心の 第一、 至誠心 を「真 実の こころ 」であ るとす る。一 切の衆 生を救 済しよ うと 、浄土 を建立 し

た 法蔵 菩 薩の願 行はこ の「真 実のこ ころ」 から発 した もので あった 。だか ら、浄 土を願 生する 者は「 真実の ここ

ろ」を起こすべきであると説く。善導のいう至誠心は、
「至とは真なり、誠とは実なり、一切衆生の身口意業所修

の解行、かならずすべからく真実心のうちになすべきことを明かさんと欲す。」
（『七祖篇 』
「 散善義 」四五五頁 ）
であり、それを承けた法然は、
「三心章」で、至誠心は真実心と定義している。

つい で 、
「外に堅善精進の相を現じて、内に虚仮を懐くことを得ざれ」という文を解釈している。真実のこころ

と は、 こ ころの 中で思 うこと と、そ れをぴ ったり と外見 にわ かるよ うに示 すこと である 。つま り内外 相応す るこ

とで あ る 。
「外に堅善精進」とは、内の愚悪懈怠の心と対応するのであり、外を翻して内に蓄えば出離の要道であ

る こ とを 説 く 。
「内に虚仮を懐く」ということは、外の真実と対応することであり、内を翻して外にほどこさば出

離の要道を満たすと解釈する。内外一致して、虚仮を捨て賢善精進の真実を成ずべきを至誠心と説くのである。

聖覚 もこ の点で は全く 同じ道 を進ん だ。 つまり 、身口 意の全 ての業 を通じ て「真 実のこ ころ」 を持 たねば なら

ないのである。言い換えれば、内外相応するをいう。
「外相には世をいとふよしをもてなし、ほかには善心あり、

とふときよしをあらはして、うちには不善のこころあり、放逸のこころもあるなり。
」
（『註釈版』一三四七頁）と
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（『註釈版』五一七頁）

述べて、これを「虚仮のこころ」と名づけて批判する。親鸞はこの件りについて、
『愚禿鈔』下で、
外に賢善精進の相を現ずることを得ざれ、内に虚仮を懐けばなり。

と読 んだ。 通常は 善導 などが 読んだ ように 、
「・ ・・内 虚仮を 懐く ことを 得ざれ 。
」と 読むと ころで ある 。した が

って、親鸞は 、内に不真実なるものを持っているからこそ、外見にその姿が現れないのであるとし 、
『唯信鈔文意 』

の中では「われらは善人にもあらず、賢人にもあらず」
（『註釈版』七一五頁）と、
「われら」という言葉でわかる
とおり、自らの内面を懺悔して述べている。

三心の第二、深心について、善導は「深心といふは 、すなはちこれ深信なり。」
（『七祖篇』
「散善義」四五七頁）

と 解釈 し た 。
「深く信ずる心」である。宗教の世界においては、いわば窮極の「こころ」である。信ずるこころな

くて 、ど うし て宗教 心が語 れよう か。こ の点を 善導 が明ら かにし たとい うこと ができ る。古 今楷定 の一つ の表 れ

で ある 。 これを 承けた 法然は 「三心 章」で 、深心 は「深 信の 心」で あると 定義し ている 。また 「生死 の家に は疑

を以て 所止 となし 、涅槃 の城に は信を 以て能 入とな す。故 に今二 種の 信心を 建立し て、九 品の往 生をす る 」
（『七

祖 篇 』二 四八頁 ）との 私釈が ある 。深心 とは、 深信で あり、 涅槃へ の因と なるこ とを示 す。 しかも 二種の 信心と
あらわし、二種深信が中心であることが知られる。聖覚も次のように言う。

いま この信 心につ きて 二つあ り。一 つには 、わが 身は罪 悪生死 の凡夫 、曠劫 より このか た、つ ねに沈 みつね

に 流転 して、 出離の 縁ある ことな しと 信ず。 二つに は、決 定して ふかく 、阿弥 陀仏の 四十八 願、 衆生を 摂取

したまふことを疑はざれば、かの願力に乗りて、さだめて往生することを得と信ずるなり。
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（『註釈版』一三四八頁）

と あ って 、信 心につ いて二 種の信 を説く 。聖覚 は、機 に対す る深信 を、 罪悪な る我が 身が永 久に出 離する ことな

く 、流 転し てやま ないも のと してと らえて いて、 法に対 する深 信につ いては 、この よう な罪悪 深重の 身であ って

も、 わが 身を 救って くださ るとい う誓願 を信 ずれば 、必ず 救って くださ るもの である として いる 。つま り、こ の

二 種深 信 につい て、機 の深信 に深く 誡めの 意識を 持つ ことで 、法の 深信が はたら くもの のよう にとら えてい る点
が特徴である。

聖覚は 、
「深心といふは、信心なり。まず信心の相をしるべし。信心といふは、深く人のことばをたのみて、う

たがはざるなり。」
（『同』一三四七頁）と述べて、以下に、唱導家らしくエピソードを挿入して信心とは何かにつ

いて 力説 する 。深く 信頼し た人の 言った 言葉を 、何 千人が 違うと 言って も、信 頼した 人の言 葉を信 じるよ うな も

の であ る として 、釈迦 の教え や阿弥 陀仏の 誓願を 信じる のも 同じこ とであ る、と 結んで いる。 さらに 、信心 につ

いて 、 次のよ うに 具体例 をあげ ながら 言及す る。あ まりに わが身 の愚か さを 深く思 うあま り、こ んな自 分を仏 は

救って下さるのかと疑う人がいるが、
「むなしく身を卑下し、こころを怯弱にして、仏智不思議を疑ふことなかれ。」

と 喝破 し て 、
「仏力を疑ひ、願力をたのまざる人は、菩提の岸にのぼることかたし」と主張する。それは、次の理
由によるとたたみかける。

（『註釈版』一三四九頁）

仏 力無 窮なり 、罪障 深重の 身をお もし とせず 、仏智 無辺な り、散 乱放逸 のもの をもす つるこ とな し。信 心を
要とす 、その ほかをばかへり みざるなり。
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とあって、信心こそ念仏往生の根本であるというのである。まさに「唯信」である。

第 三 の回 向発願 心につ いては 、自己 が過去 から現 代に わたっ て行じ た身口 意三業 の善根 を浄土 にまわ して往 生
を願う心をいうのであるとしている。

以上、この三心はもっぱら『観経』にいう三心であって、
『大経』の三心については全く触れていない。したが

って 、
『観察』の三心と『大経』のそれとの関係は不明である。これら、至誠心、深心、回向発願心のそれぞれの
関係 は、

信 心 決定し ぬれば 、三心 おのづ からそ なはる 。本 願を信 ずるこ とまこ となれ ば、虚 仮のこ ころな し。浄 土ま

つこと疑なければ、回向のおもひあり。このゆゑに三心ことなるに似たれども 、みな信心にそなはれるなり。

（『同』一三四九頁）

というように、三心は信心（深心）に集約されるとする。つまり、すべては「深心（信心）
」に帰する、と結んで

いる 。 信心こ そ全 ての衆 生が救 われる 核心で あると するの である 。だか ら、 この結 論を導 くため に、信 心とは 何
かについて、丁寧に解説していたわけである。

結論

『 唯信 鈔』 の思想 は、本 願観、 念仏観 、信心 観にお いて 、法然 の専修 念仏の 考えを 引き継 いだも のであ った。

それは、法然の死後、
「専修念仏」の継承は、必ずしも順調にはすすまなかった状況の中で、法然の教えを正しく

２１
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２０

伝えようとして、
『選択集』を基本とした「専修念仏」の要点を、和語で明らかにしたのである。和語で明らかに

し た （和 語法 語にし た）の は、明 らかに 、僧や 学問あ る人た ち向け では なく、 民衆向 けに分 かりや すく書 いたも
のである。

親鸞 がな ぜあれ ほどま でに 『唯信 鈔』を 重宝し たので あろう か。あ らため て考え てみ たい。 第一は 、親鸞 が師

と仰ぐ法然の『選択集』の要点をまとめたものだからである。
「よきひとの仰せをかぶりて信ずるほかに別の子細

なき な り」 とまで 信頼し きって いた法 然の主 著を、 かくも 分かり やす く解説 したも のだと 、感心 したに ちがい な

い 。 第二 は 、
「唯信」に徹した内容であるということである。念仏往生の根幹は、ただひたすら阿弥陀仏一仏に信

順 し、 称名 念仏、 他力念 仏に身 をま かせる こと、 この点 に終始 言及し たこと に共鳴 したの であ る。第 三は、 本願

観に つい てで ある。 第十七 願に注 目した 聖覚の 考え 方に、 目を見 張った にちが いない 。法然 もある 程度の 意識 で

第 十七 願 をみて いたが 、第十 八願と のつな がりに 大きな 意味 を見い 出せて いなか った。 そこを 聖覚は きっぱ りと

主張 し たので 、親 鸞にと って学 ぶとこ ろがあ ったの ではな いかと 思う。 第四 は、和 語によ る説法 書とい う点で あ

る 。 和語 によっ て述べ られて いる ことの 共鳴度 は非常 に高い ものが あった のでは ないか と思 う。そ れは、 まず、

親 鸞自 身が 漢文の 読み書 きのな かに集 中し ていて 、仮名 法語を ものす ること がなか ったせ いで、 この 仮名法 語は

実に新 鮮に見 えたの である 。
『横川 法語』 などは あった であろ うが、 本命は 、漢 文の『 往生要 集』で あり 、
『選択

集 』で ある 。同 時に書 きつづ けてい た『教 行信証 』であ った。 そこに 、和 語の『 唯信鈔 』が出 現した 。東国 の門

弟たちのあいだに迷いが生じたときに、その信心を正しく伝えるツールとして、きわめて便利であった 。それは、
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『唯信鈔』に較べて、多少見劣りのする『一念多念分別事』や『自力他力事』
『後世物語聞書』なども、門弟たち

に勧めている親鸞の態度からうかがわれる。そういう意味では、
『唯信鈔』は初期のすぐれた伝道書という位置づ

けもできる。この点について、深川宣暢氏の論がある。また、
『唯信鈔』に引用されている漢文を、親鸞自らが分

（『註釈版』一三五六頁）

かり やす く仮 名法語 （聖教 ）にし て世に 出し ている ことか らも考 えられ る。以 上が、 親鸞が 『唯 信鈔』 に共鳴 し
た 点であ る。
次に、聖覚はどのような執筆意図で『唯信鈔』を書いたのだろうか。結びの部分で、
念仏の要義おほしといえども、略してのぶることかくのごとし。

と 記し てい る。執 筆意図 が明確 に示 されて いる。 つまり 、専修 念仏の 要義を 明らか にしよ うと したの である 。師

の法然の死後、念仏要義がさまざまに解釈されてくる中で、正しい法然の教えを世に出したかったのである。

『 唯信鈔 』にお ける聖 覚の考 えをみ てきた が、そ れが 、親鸞 にどの ように 受け継 がれた のか、 といっ た教理 史

的な 追 究が全 くで きてい ない。 今後の 研究課 題とし たい。 また、 今後の 課題 として 、仮名 法語の 研究が 浮かび 上

が ってき た。仮 名法 語につ いては 、
「 説教文 学 」
「 唱導文 学」と して の学問 が活発 であり 、説教 、伝道 といっ た観
点からはまだまだ研究の余地があるように感じたからである。
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２２

七七 四頁 ）
、③「『唯信鈔 』
・『後世物語 』
・『自力他力』
、この御ふみどもをよくよくつねにみて、そ

信西 は、後 白河法 皇の側 近と して知 られ、 平清盛 と組ん で、平 治の乱 に敗れ て自害 した が、そ の政治 力は大

の方向を間違いなく伝えている聖覚と隆寛を「よきひとびと」と言っているのである。

釈 版』 八三 二頁） という それで ある。 法然か ら教 えられ た専修 念仏、 ひたす ら弥陀 の誓願 におま かせ する信 心

念仏して弥陀にたすけられまゐらすべしと、よきひとの仰せをかぶりて信ずるほかに別の子細なきなり 。
」
（『註

ここでいう「よきひと（びと）
」とは、
『歎異抄』第二章でいう「よきひと」つまり、
「親鸞におきては、ただ

く『唯信鈔』を御覧候ふべし。」
（同八〇六頁）など、その推奨ぶりがうかがえる。

ころ ども、 二河の 譬喩な んど書 きて、 かたが たへ、 ひと びとに くだし て候ふ も 」
（同 七九六 頁 ）
、⑤ 「よく よ

の御こころにたがへずおはしますべし 。」
（ 同七七 五頁 ）
、④「『唯信鈔』
・『後世物語 』
・『自力他力の文』のこ

候ふ 。」
（同

の文 』
・・・これらを御覧じながら」
（『註釈版』七五二頁）
、②「『唯信鈔』
・『後世物語』なんどを御覧あるべく

『 親鸞聖 人御消 息集』 には、 以下の ように 、
『唯信鈔』を勧めている箇所がある。①「『唯信鈔 』
・『自力他力

【註 】
１

２

３
きなものだった。

４ 『明月記 』には、聖覚がさまざまな法要に出仕していることが記されている。法性寺（九条兼実）をはじめ、

美 福門 院、 藤原定 家のき ょうだ いとい った個 人の法 要か ら、朝 廷、仁 和寺で の法要 など、 さまざ まなと ころで

僧侶として活躍していることがわかる 。役割も、導師、講師 、読師、唄師などにあたっている。
『明月記』には 、
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５

６

７

８

聖覚は二十八回登場している日を確認した。

（『日本古典学大系』八五巻「沙石集」二六七頁 ）
。

六角 堂ノ 焼失ノ 時、彼 勧進ノ 為ニ、 日々ニ 説法ア リケリ 。聖覚 ノ説 法セラ レケル 日、殊 ニ聴衆 ヲホカ リケル
中ニ 」

（同二八二頁）
。

高野ニテ御供養アリケルニ、折節聖覚法印、高野ニ参籠ノ便宜ナリケレバ廿余座ノ供養アリケル中ニ 、殊に、
三座耳目ヲ驚カス説法アリケリ。

上 人ツ ネニノ タマヒ ケルハ 、吾ガ 後ニ、 念仏往 生ノ義 スクニ イハ ムスル 人ハ、 聖覚ト 隆寛ト ナリ。

（『明義進行集』巻第三の七）

『親鸞聖人正明伝』には、
「二十九歳、建仁元年辛酉、叡南ノ大乗院ニカクレ、大誓願ヲ発シ、京都六角精舎

如意 輪観 音ニ一 百ノ参 籠アリ 、サ シモケ ハシキ 赤山超 ヲ毎日 ユキカ ヘリ、 イカナ ル風雨 ニモ 怠ナク 、雪霜 ヲモ

イ トハ セタ マハズ 、誠ニ アリガ タキ御 懇情ナ リ、 是精誠 シルシ アリテ 、計ラ ザルニ 安居院 聖覚法 印ニ 逢ヒテ 、

源空上人ノ高徳ヲ聞キ、ワタリニ船ヲ得タルココロシテ、遂に吉水禅坊ニ尋ネ参リタマヒケリ。
」
（『真宗全書』

二 九九頁 ）とあ り 、
『 親鸞聖 人正統 伝』 には 、
「 三月中 旬、四 条橋 ニテ、 計ラザ ルニ安 居院聖 覚法印 ニ行キ 逢ヒ

タ マフ 、法印 詞ヲカ ケテ云 ク、 常ナラ ヌ有様 ニ見エ 侍ベリ 、何処 ヘカ行 カセタ マフ ト、範 宴モト ヨリ教 示ノ親

ミア レバ 必底ヲ 残ラズ カタリ 給フ、 法印 ソレコ ソ、期 サンメ レ、今 東山吉 水ニ、 法然房 源空聖 マシ マス、 実ニ

一 天ノ 明匠 、四海 ノ導師 也、早 ク、彼 ノ許ニ 詣デ、 要津 ヲ問タ マヘ、 我モ此 頃、ソ ノ教化 ヲ受ケ 、今日 モ参ト
申サル、
」と ある 。
（『真宗全書』三四六頁）
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９

「 ・・ ・。臨 終のと きにい たりて 、はじ めて善 知識の すす めによ りて、 わづか に十返 の名号 をとな へて、 す

なはち浄土に生る」といへり。これさらにしづかに観じ 、ふかく念ずるにあらず、ただ口に名号を称するなり。

（『註釈版』一三五〇頁）

「汝若不能念」といへり。これふかくおもはざるむねをあらはすなり 。
「応称無量寿仏」と説けり。ただあさく
（ふかく）仏号をとなふべしとすすむるなり。

『 選 択集 』
：しばらく浄土教について略して二門をあかさば、日取るには聖道門、二つには浄土門なり。はじ

めに聖道門といふは、これについて二あり。一つには大乗、蓋湯には小乗なり。
（中略）聖道・浄土の二門をた

つ る 意は 聖道を 捨てて 浄土門 に入ら しめん がため なり。 これに つい て二の 由あり 。一つ には大 聖を去 ること 遙
遠なるによる。二つには理深く解微なるによる。
（『七祖篇』
（一一八六～ 一一八八頁）

『唯 信 鈔 』
：それ、生死をはなれ仏道をならんとおもはんに、二つの道あるべし。一つには聖道門、二つには浄

土門なり。聖道門といふは、この娑婆世界にありて、行をたて功をつみて 、今生に証をとらんとはげむなり。
（中

略） 二 つに浄 土門と いふは 、今生 の行業 を回向 して、 順次 生に浄 土に生 まれて 、浄土 にして 菩薩の 行を具 足し
て仏に成らんと願ずるなり。この門は末代の機にかなえり。まことにたくみなりとす。

（『註釈版』一三三七～一三三八頁）

「仮名法語集」には、具体的な仮名法語は、浄土教関係では『横川法語 』
『一枚起請文』
『一言放談』
、真言関

係では『覚海法橋法語』
『道範消息』
『真言内証義』、華厳系では『栂尾明恵上人遺訓』、時宗の『一遍上人語録』、
臨済宗の『妻鏡 』
、曹洞宗の『正法眼蔵』などが取り上げてある。
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10
11

当時の女性が漢文ではなく、仮名で書いたことは、
『土佐日記 』
（紀貫之）の冒頭にその様子がうかがわれる。

そ れは 、
「をとこもすなる日記といふものを、おむなもしてみんとてするなり。」
（『日本古典文学大系』第二〇

二 七頁 ）で ある。 男であ る紀貫 之（八 六八こ ろ～九 四五） が、本 来の 漢文で はなく 、平仮 名（漢 字交じ り）で

日記 を書 いたも のだが 、わ ざわざ 「女に なりす ます」 ことに よって 、実現 させた ので ある。 男は漢 文、女 は平
仮名というのが当時の表記基準であったことを裏付ける資料である。

『歎異抄』第十三章に「『唯信鈔』にも、弥陀、いかばかりのちからましますとしりてか、罪業の身なれば、

す くはれ がた しとお もふべ き」と 候ふぞ かし 。
（『註釈版』八四四頁）とある。これは、凡夫である私たちは、

つ いつ い悪業 をし てしま うが、 それは そうな るべき 業縁に よるの であっ て、 どうに もなら ないこ とであ り、た

だひ たす ら本願 をたの むしか 手だ てがな いとい う文脈 の中で 引用さ れてい る。つ まり、 他力 の大切 さを補 強す

る ため の引 用であ る。こ の『歎 異抄』 の中で 、親 鸞以外 に聖覚 の文を わざわ ざ引用 すると ころか ら、 筆者は 、

親鸞の教えを忠実に承けつつ、聖覚の『唯信鈔』にも深く影響を受けていたと考えられる。
次のように文章がつづく。

仏 力を疑 ひ、 願力を たのま ざる人 は、菩 提の岸 にのぼ ること かたし 。た だ信心 の手を のべて 誓願の 綱をと

るべ し。 仏力無 窮なり 、罪障 深重の 身を おもし とせず 。仏智 無辺な り、散 乱放逸 のもの をもす つる ことな し。

信 心を 要と す、そ のほか をばか へりみ ざるな り。信 心決 定しぬ れば、 三心お のづか らそな はる。 本願を 信ずる

こと まこ とな れば、 虚仮の こころ なし。 浄土疑 なけれ ば、回 向の おもひ あり。 このゆ ゑに三 心異な るに似 たれ
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12
13
14

ども、皆信心にそなはれり 。
」

（『註釈版』一三四九頁）

と 、 実に 見事な 展開で ある。 至誠心 、深心 、回向 発願 心とい う三つ の心は 、別々 のよう であり ながら 、結局 は

深 い心 （信 心）に 収斂さ れてい くこと を、短 いセン テンス を重ね て、 たたみ かける ように 理路整 然と述 べてい
く。この表現手法は、現代の私たちにも学ぶべきものがある。
「登山状」に次のように述べられている。

ねが はく はわれ 十方諸 仏に、 こと ごとく この願 を称揚 せられ たてま つらん とちか ひて、 第十 七の願 に「設 我

若不

十方 無量諸 仏

不 取正 覚」と たてた まひて 、つぎ に第十 八願の 「乃至 十念

得仏

不取正 覚」と たてた まへり 。その むね、 無量の 諸仏 の称揚 せられ たてま つりら んとた てたま へり。 願

不 悉咨嗟 称我名 者

生者

（『法然上人全集』四二八頁）

成就 するゆ へに 、六方 におの おの恒 河沙の ほとけ ましま して、 広長舌 相を 出して 、あま ねく三 千大世 界にお
ほひて、みなおなじくこのことをまことなりと証誠したまへり。

とあ っ て、第 十七願 の諸仏 が阿弥 陀仏を 称揚す る諸仏 称名 の意義 を認め ており 、その 方向の 視点を 持って いた

ことは確かである。しかし、すでに述べたように、聖覚の第十七願に対する思いには及ばない。

『 論註』 に「 このな かに念 といふ はこの 時節を 取らず 。ただ 阿弥陀 仏を 憶念す るをい ふ。も しは総 相、も し

は別相 、所観 の縁に 随ひて 、心に 他想な くして 十念 相続す るを名 づけて 十念と なす 。
（『七祖篇』九八頁）とあ
る。

善導 は、 大胆に 本願の 文を取 意して 「十方 の衆生 、我 が国に 生ぜん と願じ て、我 が名字 を称せ んこと 、下 十
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15
16
17

声ま に至る まで 」
（『七祖篇』六三〇頁 ）、
「十 方の衆 生、我 が名号 を称し て、我 が国に 生ま れんと願ぜん 」
（『七

祖篇 』
「 玄義 分 」
） と述 べてい る。善 導は、 第十八 願の誓 いを「 我が名 を称せ よ」 という 称名念 仏の誓 願とし て
解釈したのである。

いわゆ る「三 選之文 」
：「それすみやかに生死を離れんと欲はば、二種の勝法のなかに、しばらく聖道門を閣

き て選 びて 浄土門 に入る べし。 浄土 門に入 らんと 欲はば 、正雑 二行の なかに 、しば らくも ろも ろの雑 行を抛 て

（『選択集』一二八五頁）

て選 び て正行 に帰す べし。 正行を 修せん と欲は ば、 正助二 業のな かに、 なほ助 業を傍 らにし て選び て正定 をも
つぱらにすべし。」
次のように言う。

諸行 往生 といふ は、あ るいは 父母 の孝養 し、あ るいは 師長に 奉事し 、ある いは五 戒・八 戒を たもち 、ある いは

（『註釈版一三三九頁』
）

布 施・ 忍辱 を行じ 、乃至 、三密 ・一乗 の行を めぐ らして 、浄土 に往生 せんと ねがふ なり。 これみ な往 生をと げ
ざるにあらず。

（『註釈版』一三五〇頁）

次のように述べるだけである。
「回向発願心といふは、名のなかにその義きこえたり。くはしくこれをのぶべ

からず。過現三業の善根をめぐらして、極楽に生れんと願ずるなり。

法 然の死 後、そ の弟子 たちの 間に、 多念か 一念か 、臨終 念仏 か否か などの 論争が あり、 色々な 派に別 れた。

深川宣暢氏の論文「唱導家・聖覚と親鸞 」
（『浄土教思想の研究』龍谷大学真宗学会二〇〇四年）に、次のよ
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18
19
20
21
22

うに ある 。
「（松野氏は）何故親鸞が『唯信鈔』を高く評価したのかという理由について、それが法然の精要を

よ く 伝え た平易 な談義 本的略 述書で あって 、しか も法 然の正 統な思 想がた くみに 織り込 まれ、 当時の 異義に 対

処するために適切な書であったという利用価値の面からみるべきであろうとされるのである。いずれにしても、

聖覚 の『 唯信鈔 』を以 上の ように 見るこ とがで きると すれば 、この 『唯信 鈔』お よび 聖覚は 、真宗 におけ る唱

導、説教、伝道の源に位置づけられるものということはできるようである。」
（二三五頁）
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江藤澂英編

親鸞聖人全集刊行会

『明義進行集』
（仏教古典叢書

教育新潮社

『定本親鸞聖人全集 写伝篇』巻六

『唯信鈔文意に聞く』小端静順

二〇〇三年

平成二三年（二〇一一）

二〇〇七年

平成一九年（二〇〇七）

永田文昌堂
大法輪閣

『法然と親鸞』浅井成海編
『唯信鈔講義』安冨信哉

本願寺出版

永田文昌堂

『浄土教入門』浅井成海

『唯信鈔文意講読』安藤光慈

法蔵館

二〇一二年

『唯信鈔文意講義』 田代俊孝
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『選択集講座』藤堂泰峻
平成二五年（二〇一三）

平成二四年（二〇一二）

永田文昌堂

浄土宗出版

『選択本願念仏集』武田正晋

一九七四年）

「聖覚法印と親鸞聖人」浅野教信（『真宗研究』一九六一年）
「聖覚における信の思想」信楽峻麿（『真宗学』五〇号

「聖覚を中心としたる親鸞と法然」松本彦次郎（『親鸞大系』第一巻

平成元年（一九八九）

二〇〇五年）

二〇〇四年）

法蔵館

吉川弘文館

「唱導家・聖覚と親鸞」深川宣暢（『浄土教思想の研究』龍谷大学真宗学会
「聖覚の『唯信鈔』と親鸞」
（『親鸞の生涯と思想』平松令三
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『親 鸞聖人 御消息集 』には 、以下に ように 、
『唯 信鈔』 を勧めている箇所がある 。「『唯信鈔 』・『自力他力の

ここでいう「よきひと（びと）
」とは、
『歎異抄』第二章でいう「よきひと」つまり、
「親鸞におきては、ただ

し。」
（同八〇六頁）など、その推奨ぶりがうかがえる。

な ん ど 書 き て 、 か た が た へ 、 ひ と び と に く だ し て 候 ふ も 」（ 同 七 九 六 頁 ）、「 よ く よ く 『 唯 信 鈔 』 を 御 覧 候 ふ べ

たがへずおはしますべし。」
（同七七五頁）、
「『唯信鈔』
・『後世物語』
・『自力他力の文』のこころども、二河の譬喩

（同七七四頁 ）、
「『唯信鈔 』
・『後世物語 』
・『自力他力 』
、 この御 ふみど もをよ くよく つねにみて、そ の御こころに

文』
・・・これらを御覧じながら 」
（『註釈版』七五二頁 ）
、
「『唯信鈔 』
・『後世物語』なんどを御覧あるべく候ふ。
」

１
２
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念仏して弥陀にたすけられまゐらすべしと、よきひとの仰せをかぶりて信ずるほかに別の子細なきなり。」
（『註釈

版』八三二頁）というそれである。
「ゆゆしき学生たち」ではなく、法然から教えられた専修念仏、ひたすら弥陀

の誓願におまかせする信心の方向を間違いなく伝えている聖覚と隆寛を「よきひとびと」と言っているのである。

（『沙石集』二六七頁

頁））
。

（同二八二

養アリケル中ニ、

『日本古典学大系』八五巻

六 角 堂ノ焼 失ノ時 、彼勧 進ノ為 ニ、日 々ニ説 法ア リケリ 。聖覚 ノ説法 セラレ ケル日 、殊ニ 聴衆ヲ ホカリ ケル

中ニ 」

高 野ニ テ 御供 養アリ ケルニ 、折節 聖覚 法印、 高野ニ 参籠ノ 便宜ナ リケレ バ廿余 座ノ供
殊に、 三座耳目ヲ 驚カス説 法アリケ リ。

頁）
。

（『明義進行集』巻第三の七）

上人 ツネニ ノタマ ヒケ ルハ、 吾ガ後 ニ、念 仏往生 ノ義ス クニイ ハムス ル人（ 直ぐ に［正 しく］ 言うで あろう

人）ハ、聖覚ト隆寛トナリ。
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３
４
５
６
７

二十 九歳 、建仁 元年辛 酉、 叡南ノ 大乗院 ニカク レ、大 誓願ヲ 発シ、 京都六 角精舎 如意 輪観音 ニ一百 ノ参籠 ア

リ 、 サシ モケ ハシキ 赤山超 ヲ毎日 ユキカ ヘリ、 イカナ ル風雨 ニモ怠 ナク 、雪霜 ヲモイ トハセ タマハ ズ、誠 ニアリ

ガ タキ 御懇 情ナリ 、是精 誠シ ルシア リテ、 計ラザ ルニ安 居院聖 覚法印 ニ逢ヒ テ、源 空上 人ノ高 徳ヲ聞 キ、ワ タリ

ニ船ヲ得タルココロシテ、遂に吉水禅坊ニ尋ネ参リタマヒケリ。
（真宗全書『親鸞聖人正明伝下』二九九頁）

三 月中 旬、四 条橋ニ テ、 計ラザ ルニ安 居院聖 覚法印 ニ行キ 逢ヒタ マフ、 法印 詞ヲカ ケテ云 ク、常 ナラヌ 有様

ニ見 エ 侍ベ リ、何 処ヘカ 行カセ タマフ ト、範 宴モト ヨリ教 示ノ親 ミア レバ必 底ヲ残 ラズカ タリ給 フ、法 印ソレ コ

ソ、期サンメレ、今東山吉水ニ、法然房源空聖マシマス、実ニ一天ノ明匠、四海ノ導師也、早ク、彼ノ許ニ詣デ、

要津ヲ問タマヘ、我モ此頃、ソノ教化ヲ受ケ、今日モ参ト申サル、
（真宗全書『親鸞聖人正統伝二』三四六頁）

「・ ・・ 。臨終 のとき にいた りて、 はじ めて善 知識の すすめ により て、わ づかに 十返の 名号を とな へて、 す

な は ち浄土 に生る 」とい へり。 これさ らにし づかに 観じ 、ふか く念ず るにあ らず、 ただ口 に名号 を称す るな

（『註釈版』一三五〇頁）

り。
「汝 若不能 念」と いへり 。これ ふか くおも はざる むねを あらは すなり 。
「応 称無量 寿仏」 と説け り。た だ
あさく（ふかく）仏号をとなふべしとすすむるなり。
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８
９
１０

『選択集』

『唯信鈔』

し ばら く浄土 教につ いて略 して二 門を あか さば、 そ れ、生 死をは なれ 仏道を ならん とおも はんに 、二つの日

取る には聖 道門、 二つ には 浄土 門なり 。はじ め 道ある べし。 一つに は聖道 門、二 つに は浄土 門なり 。聖に 聖道

みて、今生に証をとらんはげむなり。
（中略）

門といふは、 これについて二あり。一つに 道門といふは、この娑婆世界にありて、行をたて功をつ
は大乗、蓋 湯には小乗なり 。
（中略）

聖道・浄土の二問をたつる意は聖道を捨 てて浄土 二つに浄土門といふは、今生の行業を回向して、順次生

門に入らしけんがためなり。こ れについて二の由 に浄土に生まれて、浄土にして菩薩の行を具足して仏に

ことにたくみなりとす。

（『註釈版』一三三七～一三三八頁）
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あり。一つには大聖を 去ると遙遠なるによる。二 成らんと願ずるなり。この門は末代の機にかなえり。ま
つには理深く 解微なるによる。
（『註釈版七祖篇』
（一一八六～ 一一八八頁）

を書 いた もの だが、 わざ わざ「 女にな りすま す」こ とによ って、 実現さ せたの であ る。男 は漢文 、女は 平仮名 と

頁 ）で ある 。男で ある紀 貫之（ 八六八 ころ～ 九四五 ）が 、本来 の漢文 ではな く、平 仮名（ 漢字交 じり） で日記

われる 。それ は 、
「をとこもすなる日記といふものを、おむなもしてみんとてするなり 。」（『岩波古典文学大系』

当時 の女性 が漢文 表記で はなく 、仮 名表記 だった ことは 、
『土 佐日記 』
（紀 貫之） の冒頭 にその 様子が うか が

１２ １１

いうのが当時の表記基準であったことを裏付ける資料である。

仏力 を疑 ひ、願 力をた のまざ る人は 、菩提 の岸に のぼる ことか たし 。ただ 信心の 手をの べて誓 願の綱 をとる

べし。仏力無窮なり、罪障深重の身をおもしとせず。仏智無辺なり、散乱放逸のものをもすつることなし。

信心 を要 とす、 そのほ かをば かへ りみざ るなり 。信心 決定し ぬれば 、三心 おのづ からそ なは る。本 願を信 ず

（『註釈版』一三四九頁）

る こ とまこ となれ ば、虚 仮のこ ころな し。浄 土疑 なけれ ば、回 向のお もひあ り。こ のゆゑ に三心 異なる に似
たれども、皆信心にそなはれり。

と、 実に 見事 な展開 である 。至誠 心、深 心、回 向発 願心と いう三 つの心 は、別 々のよ うであ りなが ら、結 局は 深

い心（信心）に収斂されていくことを、短いセンテンスを重ねて、たたみかけるように理路整然と述べていく。
この手法は、現代の私たちにも学ぶべきものがある。

ね がはく はわ れ十方 諸仏に 、こと ごとく この願 を称揚 せられ たてま つら んとち かひて 、第十 七の願 に「設 我

若不

十方 無量諸 仏

不取正 覚」と たてた まひて 、つぎ に第 十八願 の「乃 至十念

得仏

不取正 覚」と たてた まへり 。そ のむね 、無量 の諸仏 の称揚 せられ たてま つりら んとた てた まへり 。願

不悉咨 嗟称我 名者

生者

成就 する ゆへに 、六方 におの おの恒 河沙の ほとけ まし まして 、広長 舌相を 出して 、あま ねく三 千大世 界に
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１４ １３
１５

おほひて、みなおなじくこのことをまことなりと証誠したまへり。

（『同』四二八頁）

と あ って 、第 十七願 の諸仏 が阿弥 陀仏を 称揚す る諸仏 称名の 意義を 認め ており 、その 方向の 視点を 持って いたこ

とは確かである。しかし、すでに述べたように、聖覚の第十七願に対する思いには及ばない。

こ のな かに念 といふ はこ の時節 を取ら ず。た だ阿弥 陀仏を 憶念す るをい ふ。 もしは 総相、 もしは 別相、 所観

の縁に随ひて、心に他想なくして十念相続するを名づけて十念となす。
（『七祖篇』九八頁）

大 胆に 本願の 文を 取意し て「十 方の衆 生、我 が国に 生ぜん と願じ て、我 が名 字を称 せんこ と、下 十声ま に至る

まで 」（『七祖篇』 六三〇 頁 ）、「十方の 衆生、我が 名号を称して、我が国に生まれんと願ぜ ん 」（『七祖篇 』「玄義

分」
）と述べている。善導は、第十八願の誓いを「我が名を称せよ」という称名念仏の誓願として解釈したのであ
る。
聖道門は閣き、浄土門を選び、浄土門において雑行を抛って正行を選ぶのである。

諸 行と は 、
「父母に孝養」し、
「師長に奉事」し、
「五戒・八戒」を守り、
「布施・忍辱」をし、
「三密・一乗」

を行じることであって、これらによって往生を遂げないことはないが、

回向 発願 心とい ふは、 名のな かのそ の義き こえた り。 くはし くこれ をのぶ べから ず。過 現三業 の善根 をめ ぐ
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１６
１７

１９ １８
２０

（『同』一三五〇頁）
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らして、極楽に生れんと願ずるなり。

２２ ２１

