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「浄土宗日常勤行式について」 

柴田泰山 

＜１：浄土宗日常勤行式の展開＞ 

１－１：善導大師以前の中国浄土教 

１－１－１：善導大師以前の出家修行者の場合 

     ：石窟寺院における観察行あるいは各種仏名経典読誦の実践など 

     ：石窟における実践＝雨露をしのぎ比較的に安定した気温という条件下で、薄暗い空間で、

自らの声が反響する中、仏名を称えつつ、意識を眼前の仏画や仏像に集中する。 

１－１－２：善導大師以前の在家修行者 

     ：阿弥陀仏の仏名を称える（迦才『浄土論』所収の往生人伝など） 

１－２：善導大師所説の実践行 

１－２－１：五種正行 

     ：一心專讀誦此觀經彌陀經無量壽經等。／読誦 

一心專注思想觀察憶念彼國二報莊嚴。／観察 

若禮即一心專禮彼佛。／礼拝 

若口稱即一心專稱彼佛。／称名 

若讚歎供養即一心專讚歎供養。／讃歎供養 

是名爲正。 

又就此正中。復有二種。 

一者一心專念彌陀名號。行住坐臥不問時節久近念念不捨者。是名正定之業。順彼佛願故。  

若依禮誦等。即名爲助業。 

１－２－２：専称弥陀仏名＋『阿弥陀経』読誦（『法事讃』） 

１－２－３：礼讃＋懺悔（『往生礼讃』・『法事讃』） 

１－２－４：専称弥陀仏名（『往生礼讃』） 

１－３：法照所説の実践行 

１－３－１：『広本』 

：『阿弥陀経』読誦＋礼讃＋発願＋五会念仏 

１－３－２：『略本』 

・云何梵 

云何得長壽  金剛不壞身  復以何因縁  得大堅固力 

云何於此經  究竟到彼岸  願佛開微密  廣爲衆生説 

・讚請文(依各一請一別禮) 

南無一心奉請本師釋迦牟尼佛 

南無一心奉請十方三世諸佛 

南無一心奉請阿彌陀佛 

南無一心奉請觀世音菩薩 

南無一心奉請大勢至菩薩 

南無一心奉請十方諸大菩薩摩訶薩 

南無一心奉請十方聲聞縁覺一切賢聖僧 

・莊厳文 
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     ・五会念仏 

     ・礼讃 

１－４：法然上人以前の日本浄土教 

１－４－１：天台宗・常行三昧 

１－４－２：天台宗・例時作法 

１―４－３：天台宗・臨終行儀 

１－４－４：南都・永観や珍海の念仏実践 

１－４－５：真言宗：覚鑁の一密加持口称念仏 

１－５：法然上人の念仏実践 

１－５－１：『阿弥陀経』読誦 

     ：法然上人のゝ給わく、源空も念仏のほかに、毎日に阿弥陀経を三巻よみ候き。一巻は唐、

一巻は呉、一巻は訓なり。しかるを、この経に註すところ、たゞ念仏申せとこそとかれて

候へば、いまは一巻もよみ候はず。（隆寛律師伝説の詞、其の一） 

１－５－２：称名念仏の実践 

：称名念仏のつとめ長日六万遍なり、死後やうやう、ちかづくによりて又一万遍をくはへて、

長日七万遍の行者なりとぞ、おほせられける。(法然上人行状絵図・六巻) 

     ：毎日七万遍の念仏を唱へておなじく門弟のなかにもをしへはじめ給ける。 (四巻伝・一巻) 

：毎日七万遍の念仏をとなへて、あまねく道俗貴賤をすすめ給へり。(琳阿本三巻) 

：百万遍の事、仏の願にては候はねども、小阿弥陀経若一日、若二日、乃至七日念仏申人、

極楽に生ずるとはかゝれて候へば、七日念仏申べきにて候。その七日の程のかずは、百万

遍にあたり候よし、人師釈して候時に、百万遍は七日申べきにて候へども、たへ候はざら

ん人は、八日九日なんどにも申され候へかし。さればとて百万遍申さゞらん人のむまるま

じきにては候はず、一念十念にてもむまれ候ほどの念仏とおもひ候うれしさに、百万遍の

功徳をかさぬるにて候なり。(往生浄土要心) 

１－６：聖光上人の実践行 

   ：このひじり（聖光房弁長）浄土門にいりしよりのちは、毎日に六巻の阿弥陀経、六時の礼讃と

きをたがへず、又六万片の称名をこたることなし、初夜のつとめをはりて、一時ばかりぞまど

ろまれける、そのゝちはおきゐつゝ、あくるまで高声念仏たゆむことなかりけり。（法然上人行

状絵図・四十六巻） 

１－７：証空上人の実践行 

   ：このひじり（善恵房証空）はこと恭敬修を専らにして、不浄のときは四十八度なんど手をぞ説

ける、毎月十五日には、かならず廿五三昧を行じて、見聞の亡者をとぶらひ、有縁無縁をいは

ず、早世の人あればこれをわすれず、忌日にはかならず阿弥陀経をよみ念仏して、ねむごろに

回向し、談義のおはりにも、同音の阿弥陀経、念仏さだまれる式なり、毎日に浄土の三部経を

読誦し、名号六万反をとなへて、半夜に及まで睡眠せず、暁さらには法門を読誦して、仏号を

となへ給時、おこたりなかりき。（法然上人行状絵図・二十五巻） 

１－８：法然上人時代の勤行 

   ：①專修念仏 

    ②『阿弥陀経』読誦＋念仏 

    ③礼讃＋念仏 
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    ④礼讃＋『阿弥陀経』読誦＋念仏 

   ：礼讃⇒住蓮や安楽の存在 

      ⇒京都八坂の青龍寺（念仏石） 

１－９：忍澂の『浄業課誦』（天和元年・一六八一年） 

   ：一、焼香讃 

 一、三宝礼 

 一、四奉請 

 一、開経偈 

 一、誦弥陀経等 

 一、念仏一会 

 一、別回向 

 一、四弘誓 (三拜退殿) 

１－１０：観随『蓮門六時勤行式』（安政四年・一八五七年） 

    ：一、香偈    

一、三敬礼 

一、奉請  

一、歎佛⇒観察正行（助業） 

一、開経偈⇒読誦正行(助業) 

一、誦経（阿弥陀経）⇒読誦正行(助業) 

一、礼讃⇒礼拝、讃歎正行(助業) 

一、光明遍照の文⇒称名正行(正定業) 

一、念仏（一千遍）⇒称名正行(正定業) 

一、別回向 

一、総回向 

一、四弘誓願 

一、三帰礼 

 

＜２：浄土宗日常勤行式の現代語訳＞ 

【香偈】 

私はこの体が、香炉のように浄らかであることを願います。 

私はこの心が、あらゆる煩悩を焼き尽くす仏の智慧の火のようであることを願います。 

私の一瞬一瞬の想いの中で、仏弟子としてまもるべき戒と求めるべき心の静寂という香を、（私の体と

いう香炉の中で静かに）焚き上げ（実践し）、あらゆる世界の、あらゆるみ仏に供養を捧げます。 

【三宝礼】 

私は今、真心を込め敬って、あらゆる世界に永遠にましますみ仏に帰依いたします。 

私は今、真心を込め敬って、あらゆる世界に永遠にましますみ仏の教えに帰依いたします。 

私は今、真心を込め敬って、あらゆる世界に永遠にましますみ仏の教えのままに修行する方々に帰依い

たします。 

【三奉請】 

どうぞ、極楽世界より来迎いただく阿弥陀如来よ。この道場にお出ましください。 
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どうぞ、娑婆世界でお導きいただく釈迦如来よ。この道場にお出ましください。 

どうぞ、あらゆる世界にましますすべての如来方よ。この道場にお出ましください。 

【歎仏偈】 

み仏の妙なるお姿は、 

この世で何一つとして似たようなものはございません。 

くらべるべきものなど何もなく、もはや思いもよりません。 

私は今こそ、敬い礼拝します。 

み仏のお姿は変わりいくことがありません。 

お覚りいただいた智慧も変わることがありません。 

み仏がお示しいただいた真理は永遠です。 

私は今こそ、み仏に帰依いたします。 

【懺悔偈】 

私がはかりしれないほどの過去世から（今日まで）犯してきた様々な悪行は、 

すべて、今日まで輪廻を繰り返してきた私自らの貪り・怒り・愚かさという三つの煩悩に起因するもの

です。 

これらは、自らの身の行ない・ことば・意（こころ）を通じて起こってきてしまったものです。 

私は今、今日まで犯してきたあらゆる悪行を懺悔いたします。 

【十念】 

【開経偈】 

この上なく、きわまりなく、完全なるみ仏の教えは、 

はかり知れないほど永い時間を経ても、めぐり逢うことは困難であります。 

まさに今、私はみ仏の教えに出逢い、そしていただくことができました。 

どうか私も、み仏方がお覚りになられました真理を、この身に体得できますように。 

【誦経…四誓偈】 

私〔法蔵〕はこれまでこの世にはなかったような 

すぐれた誓願を建てた 

必ずやこの上ない覚りの境地へと到達したい 

これらの誓願がすべて満たされない限りは 

完全なる覚りの境地には決して入るまい 

私は〔たとえ〕無量劫を経ようとも 

恵みを施す大いなる主★あるじ★となり 

貧困にもがき苦しむあらゆる人々を 

すべてみな救わない限りは 

完全なる覚りの境地には決して入るまい 

私が覚りの境地へ到達した時 

〔仏としての我が〕名があらゆる世界を超えて〔響きわたり 

その響きが〕その果てに聞こえなくなるようなことがある限りは 

完全なる覚りの境地には決して入るまい 

欲望から離れ深遠な正しい思念を保ち 

清らかな智慧を具え〔尊い〕梵行を修め 
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この上ない覚りの境地を得ようと志して 

あらゆる天人や人々を導く師に〔私は〕なりたい１ 

〔世自在王仏よ、あなた様のように仏たる者は〕 

人知を超えた強大な力を用いて大いなる光を放ち 

無限の彼方の世界までことごとく照らし出して 

〔貪り・瞋★いか★り・愚かさという〕 

三種の煩悩の闇を取り除き 

あらゆる世界のいかなる苦難〔に喘ぐ人〕にも救いの手を差し伸べる 

〔迷い深き者に〕智慧の眼を開かせたり 

視界を遮る暗黒〔の煩悩〕を除いたりする 

〔地獄・餓鬼・畜生の〕三悪道〔に堕ちていく道〕を閉ざして 

善行によって赴く〔人々や天人の〕世界へ通じる門をくぐらせる 

〔仏として具えるべき〕功徳をすべて具え 

〔その身体から〕発せられる光はあらゆる世界で輝き 

太陽の光も月の光も〔その輝きに〕飲み込まれ 

神々の光も打ち消されて輝きを失う〔ほど〕である 

人々のために仏法の蔵を開け放ち 

〔仏の〕功徳という宝玉を分け隔てなく施し 

常に人々の中にあって 

獅子が吼えるように〔雄壮に〕法を説く２ 

あらゆる〔世界の〕仏を供養し 

様々な行を修めて功徳を積み 

誓願も智慧もことごとく完成させ 

迷いの世界の人々を導く師となる３ 

仏が具えている智慧〔の光〕というものは 

何ものにも妨げられず 

〔あらゆる世界に〕行きわたり 

照らし残すということはない 

願わくは私〔が仏となるからには〕 

功徳と智慧のはたらきは 

このような最もすぐれた尊者（最勝尊）と等しくありたい 

こうした誓願が成就するならば 

あらゆる世界が揺れ動くように 

空に舞う諸々の天人が妙なる花を雨降らすように 

【本誓偈】 

阿弥陀如来がすべての人々をお救いになるために建てられた誓いは、極楽往生への無二なる法門です。 

私は心を集中して行う修行や、平常の心のままに行う修行などの功徳を、 

すべて極楽往生のために振り向け、極楽浄土に往生した後、速やかに覚りを開く身となりますように。 

【摂益文】 

阿弥陀如来の光明は、あらゆる世界を照らして、阿弥陀如来のみ名を称えるすべての人々を、 
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極楽へと救済し、一人として漏らすようなことはありません。 

【念仏一会】 

【総回向偈】 

願わくは、私はこれまで修めてきたあらゆる功徳を、 

広くすべての人々に振り向け、 

共々に往生を欣（ねが）い、そして覚りを求める心を発（おこ）して、 

阿弥陀如来のまします極楽浄土に往生できますように。 

【総願偈】 

迷いの世界に生きる人々は無数ではありますが、私は誓って一人残らず救済しようと願います。 

迷いや苦しみをもたらす煩悩は数々ありますが、私は誓って煩悩をすべて断ち切ることを願います。 

み仏の教えは無数にありますが、私は誓ってすべて学び尽くすことを願います。 

み仏が覚ったこの上ない真理を、私も誓って体得したいと願います。 

私も他の人も、またあらゆる世界の人々も、同じようにみ仏のお導きを賜り、 

皆、共々に極楽世界に往生して、覚りへの道を成就することを願います。 

【三唱礼】 

【送仏偈】 

この道場にお出ましいただいたみ仏方よ。どうかそれぞれ救済すべき人々が待つご自分の世界へとお帰

りください。 

今このすべての香を捧げて、花をまき、真心を込めてみ仏方をお送りいたします。 

どうかみ仏方よ。慈しみの心をもって、遠く本国からこの世界にいる私をお護りください。 

またすでに往生された方々も、共々に勧めあって、この世界にいる私をお護りください。 

（or 共々に相勧めあって、極楽世界に往生しようと願いましょう。） 

 

＜御法語の取り扱い＞ 

「一枚起請文」 

（試訳） 

〔私、法然が生涯に渡って説き続けてきた、阿弥陀様の本願を根拠としたお念仏について、今生の最期

にあたり、この〕一枚〔の紙に、阿弥陀様とお釈迦様に対して、〕自らの誓いを申し述べる文 

 

唐土我朝に、もろもろの智者達の、沙汰し申さるる観念の念にもあらず。 

また学問をして、念のこころを悟りて申す念仏にもあらず。 

（試訳） 

〔阿弥陀様が未来世一切の衆生を救済するために、本願を建立するに際して、阿弥陀様自らの意志にお

いてあらゆる仏国土の中から選択した、他の一切の諸行に対して、最高にして最勝たる実践行であると

ころのお念仏というものは、〕中国や我が国において、様々な智慧深き僧侶らが議論を重ねてきたよう

な「心を静め、阿弥陀様一点に想いを集中させ、目の前の阿弥陀様の仏像の細部に渡るまでを脳裏に刻

み込み、それを再び想い起し、最終的には我が身と阿弥陀様を一体化させる」といった類の念仏などで

はない。 

また〔阿弥陀様が選択したお念仏というものは、菩薩たちのように〕、「学問〔の研鑽〕を積み、〔十念の

中の一念一念について、慈悲をはじめとする、その〕念の〔意味するところと〕内容を〔深く〕覚った
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上で称える念仏などでもないのだ。 

 

ただ往生極楽のためには、南無阿弥陀仏と申して、うたがいなく往生するぞと思い取りて申す外には別

の仔細候わず。 

（試訳） 

〔永遠の過去から今日まで輪廻を繰り返し、いまだ無窮の罪を犯し続けている、この我が身が〕とにも

かくにも〔次の生で必ずや阿弥陀様の〕極楽〔世界〕に往生〔する〕ためには、〔今、この身において〕

「ナムアミダブツ」と称えて、〔自らの次の世の行き先について〕何らの疑いをも抱くことなどなく、

「〔たとえ、いかに罪深いこの身であろうとも、阿弥陀様の本願のもと、必ず必ず次の世では、阿弥陀様

の極楽世界に〕往生すのだ」と〔胸の内にて我が身の往生の〕決意を固めて、〔一声、また一声と、阿弥

陀様の聖なるお名前を〕称えるよりほかに、〔極楽世界に往生するために、なすべきこととして、何ひと

つとして〕細かい事柄などあるはずもないのだ。 

 

ただし三心四修と申すことの候うは、皆、決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり候

うなり。 

（試訳） 

ただ〔お念仏を称えるに際しての信仰心について解説した〕三心や、〔念仏生活のありかたを解説した〕

四修ということに関しても、〔これらは〕すべて「〔この私が阿弥陀様の本願のもとで〕必ず必ず『ナム

アミダブツ』と称えることで、〔次の世は〕極楽世界へと往生することができるのだ」と強く信じる中に

〔おいて、すでに〕包み込まれているのだ。 

 

この外に奥ふかき事を存ぜば、二尊のあわれみにはずれ、本願にもれ候うべし。 

（試訳） 

〔もしも、私、法然が生涯に渡って説き続けてきた「阿弥陀様の本願において選択されたお念仏」のほ

かに、極楽世界に往生するための方法に関して、何か〕これ以外の奥深い〔、特別な秘伝のような修行

や教えなどがあるとするので〕あれば、〔私、法然は生涯に渡って、阿弥陀様とお釈迦様の〕大いなる慈

悲の御心に対して背を向けたこととなり、〔さらには阿弥陀様の〕本願〔による救済〕から漏れ落ちてし

まうこととなるであろう。〔私、法然は一生涯に渡って、決して、そのようなことはしていない。私は、

ただただお釈迦様のお導きのもと、阿弥陀様の本願を信じ、阿弥陀様の聖なるお名前を称え続けてきた

だけなのだ。〕 

 

念仏を信ぜん人は、たとい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

のともがらに同じうして、智者のふるまいをせずしてただ一向に念仏すべし。 

（試訳） 

〔だからこそ、今、この身このままで、自らの極楽世界への往生を願いつつ、阿弥陀様の存在と阿弥陀

様の本願と〕お念仏を〔心から〕信じようと〔する〕人々は、もし〔お釈迦様が〕生涯に渡って〔説示

したところの様々な〕教えを広く深く学ぼうとも、〔実のところの我が身とは、お釈迦様の尊い御教え

が〕一文字として理解し得ない〔本当に〕愚かな上に罪深き身であって、〔戦乱で愛しい夫や我が子を失

い、その菩提を弔うために、世を捨て、髪をおろした〕尼入道が高邁な覚りの論理を追求することなく

〔ただただひたすらにお念仏を称え続けながらその日その日を生きていることと〕同じように、〔決し
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て、仏教の深い教えを覚った〕智慧ある人々の〔ような〕挙動をとることなどなく、ただひたすらに〔「ナ

ムアミダブツ」と〕念仏を称えるべきなのだ。 

 

証のために両手印をもってす。 

（試訳） 

〔以上のことについて、決して嘘偽りであることがないように、ここで〕その証明として、両方の手に

おいて〔この紙に〕印を押しておく。〔だからこそ、この紙を見た後世の者たちよ。ここに書かれたこと

は決して虚言ではなく真実なのだから、そなたたちも一生涯に渡って、ただひたすらにお念仏を称え続

けるのだ。〕 

 

浄土宗の安心起行この一紙に至極せり。 

（試訳） 

浄土宗における〔信仰に関する議論である〕安心や〔実践である〕起行については、〔すでに〕この一枚

の紙に書かれた内容に極まっているのだ。 

 

源空が所存、この外に全く別義を存ぜず。 

（試訳） 

〔私、〕源空が心に思っていることは、ここ〔に書きとどめたこと〕以外には、〔もはや〕何ひとつとし

て特別なものなどない。 

 

滅後の邪義をふせがんがために所存をしるし畢んぬ。 

（試訳） 

〔よいか、わが弟子たちよ。そしてわが教えを聞く後の世のすべての者たちよ。私、法然が〕この世か

ら去った後に、〔そなたたちの中から、自らが愚鈍の身であることを忘れ、己を智者と思い込み、さらに

は阿弥陀様の救済の教えに対する〕誤った見解〔などが出てくることを恐れ、そのような者たちが阿弥

陀様を疑うという大きな罪を犯すことがないように、またそのことを今ここで予め〕制止するために、

〔今生の最期にあたり、私、法然の〕考えるところを〔この一枚の紙に〕書きとどめておくのである。

〔だからこそ、この一枚の起請文を読む者は、決して阿弥陀様を疑うことなく、わが身は愚鈍なる者と

自覚し、ただ阿弥陀様のみを信じ、そして阿弥陀様の聖なるお名前を呼び続けるのだ。これが私の最期

の言葉である。〕 

 

建暦二年正月二十三日  大師在御判 

（試訳） 

建暦二年正月二十三日  

〔確かに証明として〕法然上人の御手印が〔この一枚の起請文の上に〕押されている。 

 

＜３：小結＞ 

３－１：浄土宗日常勤行式 

   ：構成も内容も非常によく整った内容であり、他宗にはない、浄土宗独自の法式。 

３－２：大乗仏教の特色である奉請や懺悔も織り込まれている 
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３－３：専修念仏実践を中心に構成された勤行方法 

３－４：浄土宗日常勤行式とは罪悪生死の凡夫であり願往生者でもある私たち衆生一人一人が、阿弥陀

仏を心から思い慕い、阿弥陀仏の名号を様々な思いを込めて称えるために、多くの浄土教者が

苦慮しながら編纂してきた実践方法の集大成である。 

３－５：浄土宗日常勤行式の実践 

   ：ただひたすらに阿弥陀様を想い慕い、阿弥陀様をお呼びすること 

  ：法然上人がご自身の全生涯を以って帰結し、そして私共にお示しいただいた教えを実践 

   ：法然上人の信仰世界を追体験 

   ：浄土宗日常勤行式というひとつの＜型＞を通じて、私たち一人一人が自ら法然上人の信仰世界

の中で生きていくということ 

３－６：浄土宗日常勤行式実践の意義 

   ：私達はどこまでも自らの現生中において受苦的存在に他ならず、あくまでも一凡夫として自ら

が終焉するその瞬間まで生存していく時間しか有し得ない。だからこそ阿弥陀仏の救済を信じ、

阿弥陀仏を称念することで、自らの生命の中で阿弥陀仏と間主体的関係を構築し、自らの人生

を生きていくことができる。 

   ：「往生之業、念仏為先」を日常生活の中で実際に執り行う方法 

 
１ 原文は「為諸天人師」。この「為」も含め、「離欲深正念」以降の主語については法蔵に限定し

ないとする解釈が可能であり、聖光は成仏した時の法蔵の仏徳と捉え、了慧は法蔵に限定しな

い。聖典訓読では「為らん」とあり、主語は法蔵と考えられる。義山は世自在王とするが、白辨

の『無量寿経集解』（続浄一・二三四・上）にはどちらの解釈も読み手の裁量にゆだねてよいとす

る。ここでは「為らん」の読みに従った。 
２ 原文は「説法師子吼」。聖典訓読では「説法師子吼したまう」と敬語体で送りを付し、動作主を

世自在王仏として読み取れるが、「離欲深正念」以下の主語については聖光や了慧等その解釈が一

致せず、一宗における定まった解釈を見出しがたい。主語として法蔵自身・世自在王仏・仏一般

などが考えられるがここでは苦渋の選択として法蔵が求める「仏（ブッダ）像」のこととして読

み込み、あえて尊敬語の送りによらなかった。 
３ 聖典訓読では「なることを得たまえり」。前注参照。 


