
かいきょう げ

開 経 偈

むじょうじんじんみみょう ほう ひゃくせんまんこう あ がた

無上甚深微妙の法は。百千万劫にも遭いたてまつること難し。
われいまけんもん じゅじ こと え ねが にょらい だいいち ぎ げ

我今見聞し受持する事を得たり。願わくは如来の第一義を解せん。
し ごく だいじょう し ぎ けんもんそく ち みな ぼ だい ちか

至極の大乗。思議すべからず。見聞觸知。皆菩提に近づく。
のうせん ほうしん しょせん ほっしん しきそう もん じ すなわ こ おうじん

能詮は報身。所詮は法身。色相の文字は。即ち是れ応身なり。
むりょう く どく みな こ きょう あつま

無量の功徳。皆是の経に集れり。
こ ゆえ じ ざい みょう くん みつ やく

是の故に自在に。冥に薫じ密に益す。
う ち む ち つみ めっ ぜん しょう もし しんもし ほう とも ぶつどう じょう

有智無智。罪を滅し善を生ず。若は信若は謗。共に仏道を成ぜん。
さん ぜ しょぶつ じんじん みょうでん しょうじょうせせ ち ぐ ちょうだい

三世の諸仏。甚深の妙典なり。生生世世。値遇し頂戴せん。

みょうほうれん げーきょうにょーらいじゅーりょうほんだいじゅうろく

妙 法 蓮 華 経 如 来 寿 量 品 第 十 六

じーがーとくぶつらい しょうきょうしょうこっしゅ むーりょうひゃくせん まんおくさいあーそー ぎ

自我得仏来 所経諸劫数 無量百千万 億載阿僧祇
じょうせっぽうきょうけ むーしゅーおくしゅうじょう りょうにゅうおーぶつどう にーらいむーりょうこう

常説法教化 無数億衆生 令入於仏道 爾来無量劫
いーどーしゅうじょうこ ほうべんげんえーはん にーじつふーめつ ど じょうじゅうしーせっぽう

為度衆生故 方便現涅槃 而実不滅度 常住此説法
がーじょうじゅーおーし いーしょーじんずうりき りょうてんどうしゅーじょう すいごんにーふーけん

我常住於此 以諸神通力 令顛倒衆生 雖近而不見
しゅうけんがめつど こうくーようしゃり げんかいえーれんぼ にーしょうかつごうしん

衆見我滅度 広供養舎利 咸皆懐恋慕 而生渇仰心
しゅーじょうきーしんぷく しちじきいーにゅうなん いっしんよくけんぶつ ふーじーしゃくしんみょう

衆生既信伏 質直意柔軟 一心欲見仏 不自惜身命
じーがーぎゅうしゅーそう くーしゅつりょうじゅーせん がーじーごーしゅーじょう じょうざいしふーめつ

時我及衆僧 倶出霊鷲山 我時語衆生 常在此不滅
いーほうべんりき こ げんうーめつふーめつ よーこくうーしゅーじょう くーぎょうしんぎょうしゃ

以方便力故 現有滅不滅 余国有衆生 恭敬信楽者
がーぶーおーひーちゅう いーせつむーじょうほう にょうとうふーもんし たんにーがーめつど

我復於彼中 為説無上法 汝等不聞此 但謂我滅度



がーけんしょーしゅーじょう もつざいおーくーかい こーふーいーげんしん りょうごーしょうかつごう

我見諸衆生 没在於苦海 故不為現身 令其生渇仰
いんごーしんれんぼ ないしゅついーせっぽう じんづうりきにょーぜ おーあーそーぎーこう

因其心恋慕 乃出為説法 神通力如是 於阿僧祇劫
じょうざいりょうじゅｰせん ぎゅうよｰしょｰじゅうしょ しゅｰじょうけんこうじん だいかｰしょｰしょうじ

常在霊鷲山 及余諸住処 衆生見劫尽 大火所焼時
がーしーどーあんのん てんにんじょうじゅうまん おんりんしょーどうかく しゅーじゅーほうしょうごん

我此土安穏 天人常充満 園林諸堂閣 種種宝荘厳
ほうじゅーたーけーか しゅーじょうしょーゆうらく しょーてんきゃくてんく じょうさーしゅーぎーがく

宝樹多花果 衆生所遊楽 諸天撃天鼓 常作衆伎楽
うーまんだーらーけ さんぶつぎゅうだいしゅ がーじょうどーふーきー にーしゅうけんしょうじん

雨曼陀羅華 散仏及大衆 我浄土不毀 而衆見焼尽
うーふーしょーくーのう にょうぜーしつじゅうまん ぜーしょーざいしゅーじょう いーあくごういんねん

憂怖諸苦悩 如是悉充満 是諸罪衆生 以悪業因縁
かーあーそーぎーこう ふーもんさんぼうみょう しょーうーしゅうくーどく にゅうわーしちじきしゃ

過阿僧祇劫 不聞三宝名 諸有修功徳 柔和質直者
そっかいけんがーしん ざいしーにーせっぽう わくじーいーしーしゅ せつぶつじゅーむーりょう

則皆見我身 在此而説法 或時為此衆 説仏寿無量
くーないけんぶっしゃ いーせつぶつなんち がーちーりきにょーぜ えーこうしょーむーりょう

久乃見仏者 為説仏難値 我智力如是 慧光照無量
じゅーみょうむーしゅうこう くーしゅうごうしょーとく にょーとううーちーしゃ もっとーしーしょうぎ

寿命無数劫 久修業所得 汝等有智者 勿於此生疑
とうだんりょうようじん ぶつごーじっぷーこう にょういーぜんほうべん いーじーおうしー こ

当断令永尽 仏語実不虚 如医善方便 為治狂子故
じつざいにーごん し むーのうせっこうもう がーやくいーせーぶー くーしょーくーげんしゃ

実在而言死 無能説虚妄 我亦為世父 救諸苦患者
いーぼんぶーてんどう じつざいにーごんめつ いーじょうけんがーこ にーしょうきょうしーしん

為凡夫顛倒 実在而言滅 以常見我故 而 憍生 恣心
ほういつじゃくごーよく だーおーあくどうちゅう がーじょうちーしゅーじょう ぎょうどうふーぎょうどう

放逸著五欲 墮於悪道中 我常知衆生 行道不行道
ずいおーしょーかーど いーせつしゅーじゅーほう まいじーさーぜーねん いーがーりょうしゅーじょう

随応所可度 為説種種法 毎自作是念 以何令衆生
とくにゅむーじょうどう そくじょうじゅーぶっしん

得入無上道 速成就仏身




