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Ⅵ．門徒物知らず（もんとものしらず）



１．門徒物知らず（もんとものしらず）とは、

浄土真宗の信者（門徒）が弥陀にばかり頼って他を顧みない様を揶揄する言葉。また
は宗教に凝って他を顧みない態度を批判する言葉

本来は浄土真宗の信者を、他宗の仏教信者が「仏教の作法を知らない」と批判する
際に使われる言葉。元々は「門徒もの知らず、法華骨なし、禅宗銭なし、浄土情なし
という各宗派を揶揄する地口（言葉遊び）の一句からきている。

２．概要

「門徒物知らず」とは、阿弥陀仏一仏に帰依をして、他の神仏を顧みないために、土
地の神仏に関わる儀礼や風習にも関心を持たず、死者儀礼などに関わる習俗にも従
わない真宗門徒の姿を、他宗の立場から「物知らず」と揶揄するものである。しかし、
他宗からは「物知らず」として揶揄される真宗門徒の特徴も、江戸時代の儒学者 太
宰春台は、『聖学問答』で「一向宗の門徒は、弥陀一仏を信ずること専らにして他の
仏神を信ぜず、いかなることありても祈祷などすることなく、病苦ありても呪術・お守り
をもちいず。みなこれ親鸞氏の力なり」と評価している。

他説として、「門徒物知らず」という言葉は、本来は「門徒物忌み知らず」や「門徒物忌
みせず」という言葉であったが、それが誤って伝えられたものであるという説が、真宗
の法話などで語られることがある。しかし、「門徒物知らず」より前に「門徒物忌み知ら
ず」などの言葉が存在していたことはなく、近年になって「物知らず」に対抗する言葉
として生み出されたと考えられる。物忌みをしないことは、真宗門徒の特徴の一つで
はあるが、「門徒物知らず」は、物忌みをしないことだけでなく、様々な真宗門徒独 特
のあり方を表した言葉である。
（物忌みに関しては後述の節を参照）

「門徒物知らず」という言葉が文献に見られる例としては、1786年の『譬喩尽』（ﾋﾕｽﾞｸ
ｼ）と1857年初演の歌舞伎『鼠小紋東君新形』（ﾈｽﾞﾐｺﾓﾝﾊﾙﾉｼﾝｶﾞﾀ）が確認されてい
る。出典、小学館『日本国語大辞典』

３．門徒物知らずの実際の用例

実際の用例では、教義の問題というよりは、葬送儀礼や仏事作法など習俗に関わる
場面で、地域社会との交流のなかで生まれる言葉である。他宗の信者から見て、当
たり前と思える習俗に従わないことを指摘する時などに用いられる。 あえて対立する
よりは他宗の仏事にはその教義に合わせ、自分の家の仏事には浄土真宗の教義通
りに行うと考える門徒も多い。（他宗の信者が浄土真宗の葬儀・法事に参列すると、
違和感を覚える事が多い。）

葬儀の場などで、他宗に属する親類や年長の方などが、真宗の方法とは異なった方
法、習俗や迷信に基づくしきたりなどを指導する場合があるが、教義を持ち出してあ
えて対立するよりは、「門徒物知らずですから」と自ら認めることによって、穏便にそ
の場を納めて指導には従わないことがある。そのように門徒自らが「門徒物知らず」
という言葉を便利に使う場合もある。



４．浄土真宗と他宗との差異

この節では浄土真宗と他宗との差異について述べます。
あくまで浄土真宗の視点であり、他宗の作法・教義に対し批判するものではありませ
ん。

このことについては、後述の「物忌み」の項の蓮如上人のお話を参照してください。

葬式

浄土真宗

「友引」に葬式を営んでも問題ないとします。
ただし都会地では、斎場・火葬場は友引に休業する事があります。
　　　（例えば、和歌山市葬儀場では、毎月第一日曜日が定休日）
他宗で行われる「枕飯」・「守り刀」・「逆さ屏風」・「左前の死装束」・「六文銭の副
葬」・「清め塩」などの習俗は行いません。
「北枕」は、釈尊が入滅された時の「頭北面西」に倣ってのことです。お内佛の位置
関係上無理な場合は、「北枕」に拘わりません。

他宗

一般に、「友引」に葬儀はしません。

「枕飯」は、死亡直後に新しく炊いたご飯を個人愛用の茶碗に高く盛りつけ枕元に
供えます。箸を2本または1本上から立てます。横に2本揃えることあります。枕団子
も枕飯も両方供える地域と、いずれか一方だけを供える地域とがあります。本来は
再生を願っての儀礼ですが、死者が善光寺や霊場に旅する弁当との解釈が行わ
れることがあります。
「守り刀」は、本来武士の葬儀に刀を枕元に置いたのが起源で、悪鬼から守る魔除
けとして故人の胸の上に置かれます。

「逆さ屏風」は、死後の世界が現世とは逆の世界という意味から、死者の枕元に屏
風を逆さにたてます。葬儀場で葬儀がおこなわれるようになってなくなってきました

「六文銭の副葬」は、中国で行われていた副葬が日本に伝わったものです。三途の
川の渡し賃としてお棺に入れらます。

「清め塩」は、「神道」の習慣で、死が穢れであるとの考えからです。
他宗のなかにも死を穢れとしない仏教の主旨から外れるので不必要だとする意見
があります。

ついでながら、「盛り塩」は、お客を引き寄せるために行うもので、清めることとは
関係ありません。中国の晋の時代、司馬炎の後宮での故事によるもの（塩は羊
の好物）

香典

浄土真宗

阿弥陀如来の本願力により、故人は速やかに極楽浄土（阿弥陀如来の仏国土）に
往（ゆ）き仏として生まれるとします（往生即成仏）。よって、四十九日まで成仏せず
霊魂として存在するという概念はありません。香典の表書きを「御霊前」とはせず
に、臨終の時より「御佛前」とします。

ただし、他教・他宗信者及び無宗教者が、浄土真宗の信徒の葬儀に参列する際、
表書きを「御霊前」としても問題ないと考えられます。また、表書きを「御香奠」「御
香料」「御香儀」など宗旨を問わない表現を用いる場合もあります。
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他宗

香典の表書きは、四十九日以前は故人が、まだ成仏していないとします。
従って、通夜、葬儀・告別式、四十九日法要の前に弔問して仏前に供える場合は
「御霊前」とします。
四十九日以降の法要に供える場合の表書きは「御佛前」とします。

布施

浄土真宗

念仏を称えることが信仰の表現（報恩謝徳）であり、葬儀などの際の「布施」は、仏
法を聞く（聞法）道場である寺を維持するための「財施」です。「御布施」と表書きを
します。その際、水引を用いないのが正式です。

葬儀の際の「布施」の金額は、葬儀を出す家庭の財政事情に合わせた金額でよ
い。僧侶に問い合わせた場合でも、葬儀の規模にもよるが数万円～数十万円程度
です。

僧侶が葬儀などの法要で唱える、経・偈文は「法施」であり、建前上は無料です。
「読経料」「法名料」という概念はありませんので、その様な表書きは用いません。

現実問題として、葬儀の「布施」が寺の最大の収入源であり、それが無ければ寺
は維持できません

年間の護持金（冥加金・お仲費）も、所属寺・本山に各数千円程度でしかありませ
ん。

他宗

殊に禅宗各派においては「布施」とは修行を積むことに代わる信仰心の表現である
ため多額の「布施」（「読経料」「戒名料」なども含む）を行うことを要求されます。檀
家内におけるその家の格付けにもよるが、葬儀などの場合数十万から100万円を
超える布施を要求されることも珍しくありません。

焼香

浄土真宗

仏の前に立つ者のマナーとして自分のにおいを清らかなものにするために香をたく
と考えます。

焼香の回数は、浄土真宗本願寺派では1回です。その際、香を額（ひたい）におし
いただかずに香炉にくべます。

他宗の者が、浄土真宗の信徒の葬儀などに参列する際は、それぞれの宗旨の作
法で行ってよいとされています。

他宗
焼香の回数は、宗旨により異なります。
天台宗・真言宗では、香を仏・法・僧の三者に供え、三毒を消し去るという意味をも
つとされます。香盒（こうごう）より香をつまみ額におしいただいてから香炉にくべる
という動作を行います。
日蓮宗、曹洞宗、臨済宗、浄土宗のお焼香は1～2回です。

燃香

浄土真宗
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「線香」は、香炉に収まるように適当な長さに折り、香炉の灰に寝かせて置きます。
本数に決まりはありません。
「線香」二本を二等分して、四本供えても問題ではありません。
　　（「四＝死」という、語呂合わせによる迷信を否定します。）

「線香」を寝かせる理由は、灰を凹型に型押しし、そこに香を押し込み長時間燃や
すようにした、「常香盤」という仏具に由来します。室町時代に中国より「線香」が伝
えられ、江戸時代に普及しました。「常香盤」の作法が、「線香」を用いる様になって
も残ったためです。「線香」を寝かす事により、火災の予防につながるが、そのため
に寝かし始めた訳ではありません。

他宗
「線香」は、香炉の中に一本ないし三本立てます。
「線香」を折ることは、縁起が悪いとする宗旨もあります。

戒名と法名

浄土真宗

「戒」という概念を用いませんので、「戒名」は用いません。
釈尊の弟子（仏弟子）として生きる名告り（なのり）でありますので、「法名」を用いま
す。　（法＝仏法）
そもそも死後に授けられる名ではなく、生前に受けるものでありますが、授与されて
いない場合は、枕経以降にお剃刀を行い住職に授与してもらいます。

「法名料」というものはありません。

他宗
各宗派の教義にある「戒」を守る事を誓い、仏弟子となった者に授けられる名前で
あり、「戒名」を用います。
本来は亡くなってから与えられる名前ではありません。生前に仏弟子となった者に
授けられる名前です。

本来、戒名料という概念はなく、宗派を問わず仏教の「葬式仏教」化の弊害であり、
仏教界全体の問題となっています。

中陰中の法要

浄土真宗

中陰中の法要は、故人を縁に、生死（しょうじ）の意味をより深く考え仏法に触れる
ための法要です。
語呂合わせは迷信ですから、三ヶ月に跨ろうとも、七七日（なななのか）法要（四十
九日）まで行います。
地域により五七日（いつなぬか）で打ち切る場合があります。

最近では、火葬（灰葬・還葬）の後に、初七日法要を繰り上げて勤める事が多くなり
ました。

他宗

中陰中の法要は、故人の成仏を願うための法要です。

中陰（ちゅういん）が三ヶ月に跨る場合は、「四十九（日）が三月＝始終苦が身に付
く」との考えから、三十五日までとする風習に従う場合もある。

中陰が三ヶ月に跨る場合は、月の中旬以降に亡くなった場合に当てはまりますの
で、半分以上があてはまることになります。このため四十九日そのものが意味のな
いものとなります。
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位牌

浄土真宗

漆塗りの「位牌」は用いません。法名を記した「白木の位牌」を、七七日法要（四十
九日法要・満中陰法要）まで使用します。「白木の位牌」は、便宜上用いられている
だけで、法名札としての意味でしかありません。

四十九日法要まで/以降に、「白木の位牌」から「過去帳」に法名を転記し、以後は
「過去帳」を御内仏に荘厳します。

礼拝の対象は、阿弥陀仏のみという教義上、「過去帳」を礼拝の対象としません。
（本願寺派は、法名軸を用いずに、過去帳のみ用いる事が多い。）

地域によっては、、「位牌」や「繰り出し位牌」を用いる場合もありますが、慣習であ
り正式な作法ではありません。

「位牌」に霊魂が宿るという概念はありませんので、霊をうつすという儀式はなく、
「白木の位牌」は寺院に返します。

他宗

「位牌」に「戒名」を記入します。

四十九日法要（または百箇日法要）において「白木の位牌」から「本位牌」へ霊を移
す儀式を行い、その後に「白木の位牌」を焚き上げます。

位牌が増えすぎた場合などに整理して過去帳に戒名を移します。

仏壇

仏壇の荘厳は各宗で異なるため、浄土真宗の荘厳の特徴を中心に述べます。

　　　　　　　

本尊は、本山より授与された掛軸（絵像） とされます。「方便法身之尊形」との裏書
と門主（大谷派は、門首）の署名、落款があります。本山護持の意味合いもありま
す。

他宗においては掛軸より仏像が良いとされますが、浄土真宗では仏像よりも掛軸
（絵像・名号）が良いとされます。

仏壇は、金仏壇を奨励しますが、唐木仏壇・現代型仏壇などを用いても
問題は
ありません。
仏壇を置く場所が無い場合は、「三折本尊」を荘厳しても構いません。
各家庭に「本尊」があることが、重要です。

本山の本堂内陣を模して荘厳されるため、仏壇の形式や仏具に関して、
他宗に比して細部に詳細な規定があります。
一般の仏具店では、知識が無く誤った仏壇・仏具を販売する場合があり
ますので注意をしてください。

「三折本尊」の例 →
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茶湯器に水や茶などを入れて供えることはしません。

水は「華瓶」（けびょう）という仏具に樒の枝葉を挿して、本尊前の「上卓」（うわじょ
く）の上に、浄水（香水）として供えます。
小型の仏壇で、「上卓」が置けない場合や、「三折本尊」を荘厳する場合などは、省
いても構いません。

浄土真宗では、「華瓶華瓶華瓶華瓶」または「花鋲花鋲花鋲花鋲」（いずれも“けびょうけびょうけびょうけびょう”と読む）と称され、基本、一対で使用する小型の仏具となって
いる。その用途は花挿しではなく、水を入れた華瓶に樒（しきみ）を挿し香水として供えるというもので、水を貴重なものと
するインド仏教の作法である。仏教の諸宗派では茶碗や湯のみを用いて水を供えるが、浄土真宗ではインド仏教の作
法に従い茶碗などを使用せず華瓶を用いて水を供えることを伝統としている。なお、浄土真宗では、華瓶には青木のみ
を挿し色花や造花は挿してはならないと教えている。

仏花は、生花のみを立て、造花や常花（蓮をかたどった造花）を用いません。

供物は、平時には朝のお勤め後に「お仏飯」のみを供えます。

「修正会」「彼岸会」「盂蘭盆会」「報恩講」などの年中行事、祥月命日の際は、
「お仏飯」はお勤めの前に供え、供笥に小餅・菓子・供物を盛って供えます。

頂き物や故人の好物などは、仏壇の外に供えます。

霊供（りょうぐ）膳　または　料供（りょうぐ）膳は、用いません。

礼拝の対象

浄土真宗の礼拝の対象は、阿弥陀如来です。

故人の位牌・写真は、仏壇の中には入れません。写真は、仏壇の真上を避け、横
の長押（なげし）などに故人を偲ぶために飾ります。

葬儀式や御通夜で、他宗の御本尊（大日如来・釈迦牟尼如来など）にお参りする場
合は、「南無阿弥陀仏」と称え合掌します。
その理由は、『仏説無量寿経』に阿弥陀如来の願（四十八願）は諸仏に認められて
いると説かれている事に依ります。
他宗の方々に不快な思いをさせないように、回りに聞こえないくらいの小声か、心
の中で称えるにとどめておくのが礼儀とされています。

「華瓶」の例 →
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墓地

墓地は、遺骨を収める納骨所です。

墓参りは、故人を偲ぶ事を縁に、阿弥陀如来を依り処（ﾖﾘﾄﾞｺﾛ）とする人生を確認
するための仏縁の場です。
故人は、仏法の教えに導いた「諸仏」として感謝します。

墓石には六字名号である「南無阿弥陀仏」、もしくは『仏説阿弥陀経』の中にある
「倶会一処」（「倶會一處」）を記すのが望ましいと言えます。
「南無阿弥陀仏」・「倶会一処」と記した墓石に家名を記す場合は、下の段などに刻
むのがよろしいでしょう。

○○家の墓とか先祖代々の墓と刻まれている場合は、三折本尊（仏壇の項を見て
ください）などの礼拝の対象を持参して、合掌礼拝・称名念仏いたします。

墓の形によって人生の幸不幸が決まるという墓相などは迷信として否定しますの
で、吉相墓の建立を禁止しております。
墓石に特別な意味を持たせないので、五輪塔の建立はしません。墓の向きにもこ
だわりません。

追善供養の概念が無いため、卒塔婆を立てる事はしません。

浄土真宗の門徒は、家の墓に納骨するのとは別に、遺骨の一部を親鸞聖人の墓
所である京都の西大谷に分骨して納めます。

祟り

浄土真宗では、「死者の祟り」という概念はありません。
故人は霊魂として現世でさまよう様なことはないと考えます。

追善供養

浄土真宗
年忌法要は、故人を偲ぶ事を縁に、仏法を聴聞し仏恩に感謝するための行事で
す。
故人の冥福を祈るという概念はありません。従って、追善供養という概念はありま
せん。
彼岸会・盂蘭盆会などの年中行事も、故人に対してではなく、自らが仏法を聴聞す
るための行事です。
従って、「盂蘭盆会」の「迎え火」「送り火」「精霊棚」などの風習はありません。

他宗

追善供養（年忌法要・盂蘭盆会の施餓鬼など）を、死者の霊魂に向け行います。

永代供養

「五輪塔」の例 
→

←「卒塔婆」の例
　ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語の
ステューパ（仏塔）
から来た言葉
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数世代にわたる比較的長期の年月をかけて、死者を供養する行為を言います

浄土真宗
上記「追善供養」の項に書いているように、浄土真宗では追善供養を行わないた
め、その長期のものである「永代供養」という言葉も本来は真宗の教義になじみま
せん。
ただし実際には、「永代供養墓」を提供する浄土真宗の寺院が少なからず存在しま
す。

他宗

本来は、子々孫々の代まで先祖を祀り供養する宗教行為を指していましたが、現
代では多くが墓園業者や寺院の営業用語として使われることが多く、墓の建碑に
際しての契約期間のことを言うようになってきています。

永代経

浄土真宗では「永代経」と呼ばれる法要が行われます。「永代」と付くため永代供養
と混同される場合もありますが、その意味合いは全く異なります。そもそも浄土真
宗は「故人は阿弥陀如来の本願力により速やかに極楽浄土へ往生する」という教
義上、遺族が故人を供養するという習慣がありません。「永代に渡り、経典の教え
を伝える」ために、あくまで生きている人間が仏法を聞くための機会として法要を執
り行うのが、永代経の意義です。

「永代経懇志」とは、永代に渡り追善供養してもらうためではなく、永代に渉り聞法
の道場である寺が存続することを願った懇志金です。 一般に表書きは、「永代経
懇志」とし、その右上に「故人の法名」を一回り小さく記し、名前は参詣した本人の
名前を下に書きます。

お守り・お札

浄土真宗
お守りやお札を持ちません。
その理由は、迷信に囚われないで、現実と向き合って生きるという教義のためで
す。
　　→　浄土真宗の教章を参照のこと

般若心経

浄土真宗

『般若心経』は、自力の行によって自らが悟る教えが説かれるため、阿弥陀仏の本
願によって救われる浄土真宗の教えとは相違するので用いません。

他宗

真言宗などは「般若心経は仏教の精養、密蔵の肝心」、「世間の闇を照らす明
灯」、「生死の海を渡す筏」としています。

所拠の経典をもたない禅宗においても重用されます。
真宗と同じ浄土教の流れを汲む浄土宗や時宗でも読誦されます。

日蓮を祖とする宗派（日蓮宗・法華宗など）では、法華経以外の経典に依拠するこ
とは謗法であるという考えから用いません。
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御朱印
浄土真宗

教義上、数多くの寺に詣でる事が大切では無いとの考えのため、真宗寺院に朱印
はありません。ただし、いろいろな真宗寺院（もしくは、旧跡）を詣でる事を禁じてい
る訳ではありません。寺院を詣でる事は、朱印を数多く集めるためでは無く、真宗
の教えに出会う縁を増やすのが大事であると考えからです。
なお、真宗木辺派本山・錦織寺には朱印があります。

他宗

霊場などを詣でた記念に御朱印を朱印帳などに捺印し収集します。

物忌み
「物忌み」とは、神事などのため、ある期間、飲食・言行などを慎み、沐浴をするな
どして、心身のけがれを除くことです。潔斎とか斎戒とか言います。

浄土真宗は、死を穢れととらえることはないので、物忌みをすることはありません。
葬儀に「清め塩」を用いないのも同じ理由からです。

蓮如上人は『御文章』の第一帖の第九通に

つぎに、物忌（ぶっき）ということは、わが流には仏法についてものいまわぬとい
えることなり。

と述べ、浄土真宗が物忌みをしないことを示す。続けて、

他宗にも公方（ｸﾎﾞｳ・幕府）にも対しては、などか物をいまざらんや。他宗他門に
向かいては、もとよりいむべきこと勿論なり。また、よそのひとの物いむといいて
そしることあるべからず。

と、自分が物を忌まなくとも、他宗の人を（物を忌むからといって）馬鹿にしたり非難
したりしてはいけないと誡めています。つまり門徒に、他宗の慣習を否定する事を
禁じています。また、物を忌まわぬ根拠として『涅槃経』や『般舟経』の一文をあげ、
念仏者だけでなく仏教徒は吉日を選んだりしないことが経典を根拠に示されていま
す。

 このように、真宗門徒としては仏教の教えに従っていると考える一方で、他宗の人
にとっては物知らずだということになり、軋轢が生まれることにもなります。

ちなみに「門徒物知らず」という言葉は、元々「門徒物忌み知らず」から変化したも
のだという説もあります。

薄れゆく浄土真宗独自の教義

近年、核家族化や若者の都市部への流出により、浄土真宗の教えについて伝承
できなくなりつつあります。
特に東京を中心とする首都圏では、元々が浄土真宗の土地柄では無く、所属する
寺が浄土真宗系であっても、儀礼・作法を他宗と混同している門徒が多くなってい
ます。

このことにより、多くの門徒の子孫が、他力本願の意味がわからなくなり、また、浄
土真宗独特の儀礼・作法を継承できなくなってきています。

10


