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ABSTRACT 

This paper is the eighth article of my “Cave and Manyoshu” sries. The stage is Tateyama Mountain Range 

(3,015m), center of Northern Alps in Toyama Prefecture. 20 thousand years ago on the west side of this summit, 

the volcanic activates resulted in forming the wide lava plateau(2,500～2,000m). It’s geographical appearance of 

explosion crater, often likened to Hell, it is considered as a part of historical backgrounds for developing fait 

known as ”Tateyam Shinkou”. After Heian period, it became famous for a sacred mountain. 

The most oldest record about Tateyama is the literature “Tateyama no hu” (Poem of Tateyama), written 

by Otomono-Yakamochi, one of the representative poets of Manyoshu. He described Tateyama as godliness 

holy mountain. 

The Cave studied this time is “Tamadonono Iwaya”, generated at the end of the third volcanic activities 

of Tateyama. It is located in the corner of Murodou Daira. Although the size of the Cave is quite small, its 

shape form clearly remains as a volcanic cave. It also believed to be the holy place of Tateyama, and many 

believing climbers use as worship location.   

In this document, Author would like to consider about the life of people in relation to Tateyama at the 

time of Manyoshu with inspection of the holy cave, Tamdonono Iwaya.    
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１.はじめに 

 「万葉集と洞窟」シリーズも今回で第 8 集となる。舞台は富山県の北アルプス・立山連峰。3000m 級の高山が連

なる日本の屋根と呼ばれる中部国立公園の一角で、「立山」という名の単独峰は存在しないが、雄山・大汝山・富

士ノ折立の三つのピークを指して立山と総称する。北には岩峰鋭い剣岳が聳える。250万年前から始まったという

隆起によって、日本を代表する高山としての佇まいを整えた。さらに、約 20万年前、立山西斜面で火山活動が始

まり、室堂平、弥陀ヶ原、美女平（標高 2500 ~2000ｍ）へと溶岩流が広がって広大な台地を形成。さらに水蒸気爆

発を繰り返し、爆裂火口の異様な光景が地獄に喩えられ、立山信仰が生まれる背景となっていった。平安時代以

降、霊山信仰の場として有名になっていくが、それ以前の立山の姿を歌ったのは万葉集の代表歌人、大伴家持

の「立山
たちやま

の賦
ふ

」であり、文字の記録としては最も古いものである。 

 「立山
たちやま

に降り置ける雪を常夏
と こ なつ

に見れども飽かず神
かむ

からなら

し」（巻 17・4001） 

〈立山に降り降り積もった雪

を夏中見ていても飽きることは

ない。神の山の名に背かない

品格のせいだろう〉―と、立山

を神々しい霊山と見たててい

る。当時、立山は「たちやま」

と呼ばれ、具体的にどの山を

指すのか明らかではない。一

連の歌に出てくる他の地名な

どから剣岳だとする説も有力

であるが、本稿では、剣岳を

含む立山連峰全体を対象と

する。 

関連する洞窟は、立山火

山活動の第 3 期（9－4 万年

前）の最末期に形成された

「玉殿窟」（たまどののいわや）。室堂平の一角にあり、入口の幅 2、高さ 1 .4m、奥行き 3.6m と規模は大きくはな

いが、鮮明に火山洞窟としての形状を留めている。また、立山開山の聖地と伝えられ、古くから信仰登山者の遥

拝所や宿営場所としても利用されてきた。小さな洞窟の検分を通して、万葉時代から、神の山とされた立山の自

然と人の営みを追ってみたい。 

 さらに、平安時代前後のものと見られる銅製錫杖頭が見つかっている剣岳山頂付近の岩窟や立山連峰の一角

にある大日岳の岩屋についても、地元研究機関の発掘調査資料に基づいて考察、立山に遺された最古の登山

者の足跡にも触れてみたい。 

 

写真 2-1.剣・立山周辺の地図（国土地理院）。剣岳から南へ立山連峰（真砂

岳、大汝山…）。西へ大日岳、早乙女岳…。立山の西斜面に室堂、地獄谷、

弥陀ヶ原が広がる。 
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２.立山連峰 

 「立山」という地域について、通産省工業技術院調査地質所（現産業技術総合研究所地質総合センタ－）の

「立山地域の地質」（2000 年）では、黒部川を挟んで対峙する南北走向の右岸稜線（鹿島槍ケ岳－針の木岳－

船窪岳）と左岸稜線（池ノ平山－剣岳－雄山－鷲岳－越中沢岳）に、早月川水系・称名川の分水界をなす東西

方向の稜線（奥大日岳－大日岳－早乙女岳）を加えた富山、長野両県にまたがる広い範囲を規定している。中

部山岳公園の一角で、いわゆる北アルプスの飛騨山脈に当たる。 

本稿では、このうち黒部川左岸稜線（西側）のいわゆる「剣・立山連峰」を対象とする。 

つ ま り 北 か ら 池 の 平 山

（2561m）－ボ剣岳（2998m）－

真砂岳（2861m）－富士ノ折立

（2999m）－大汝山（3015m）－

雄山（3003m）－鷲岳（2872m）

－越中沢岳（2591m）に至る稜

線で、行政所在地は富山県中

新川郡上市町、同立山町、富

山市に及ぶ。このうちほぼ

3000m の 3 つのピークが並ぶ

富士ノ折立、大汝山、雄山を総

称して「立山」と呼んでいる（写

真 2-1）。 

  2014 年に日本ジオパークに

認定された「立山黒部ジオパ

ーク」の一角でもあり、同パーク

のテーマは「38 億年×高低差

4000ｍ!ダイナミックな時空の物

語」。3000m の山頂から一気に

水深 1000m の富山湾に落ち込む急峻な地形を強調したキャッチフレーズ。また、エリア内・宇奈月地域の花崗岩

から発見された世界最古の鉱物とされるジルコンの年代測定から 38 億年前、日本列島が大陸と地続きだった時

代の痕跡を留めた地域であることを示しているのだという。大陸が分裂・接合を繰り返し、恐竜が闊歩し、日本海

が形成されて日本列島が今の形になる悠久の時間を感得できるジオパークであることを PR している。  

その中で立山は、何時頃どうして現在の山容が形成されていったのか。上記「立山地域の地質」によると、北アル

プス全体は新生代に起きた著しい隆起によるもので、飛騨山脈は、地質学的構造からみて、鮮新世紀末から更

新世紀初頭にかけて最初の隆起が生じたとしている。さらに 2 回目の隆起が更新世紀後半に起きたという説もあ

る。400 万年前から隆起が始まり、200 万年前頃から急激に進行した、とするのが一般的な見方だ。富士山のよう

 

写真 2-2.立山連峰。左から真砂岳、富士ノ折立、雄山。ピークはほぼ 3000m

の同じ高さで、頂上付近に平坦部が多く、平坦な土地が隆起したことを示し

ている。 
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な火山性爆発による独立峰でなく、2キロほどの間にほぼ同じ高さ（3000m）のピークが並んでおり、頂上付近に平

坦部が多い、という立山の外観からも、平坦な地形が隆起して山脈を形作っていることは推察できる（写真 2-2）。

この地域でぶつかり合っているユーラシアプレートと北アメリカプレートの作用が影響している。北アメリカプレート

が沈み込んでユーラシアプレートを押し上げ、その分立山が隆起したことになる。だが、実際にはプレートの上部

が割れてずれるなど様々な力が働いて、現在の山容を形成している、と考えられている。今も隆起が続いており、

1年に 5 ミリ隆起しているという国土地理院の観測（2008年）も公表されている。 

３.立山火山 

立山連峰（剣岳を含む）は、火山性爆発とは直接関係のない花崗岩体の隆起と浸食・崩壊によって形成された

山体であることは前章で見て来た通りだが、一

般に観光ルートとして知られる「立山」一帯に

は、火山爆発の痕跡が随所に残されている。

未だに噴気を確認できる“活火山”であるの

だ。本章では、火山としての立山の顔「立山火

山」について成立過程や現状を見て行きた

い。立山連峰の西側斜面で最初に火山性噴火が起きたのは今から約 22 万年前と推定されている。以後現在に

至るまでの火山活動期は、前記「立山地域の地質」によると、表 3-1の通り 4～5期に分けられる。 

約 22 万年前

から活動が始ま

った立山火山

は、第 3 期にあ

たる約 4 万年前

まで、活動区域

を移動させたり、

重複させたりしな

がらマグマ噴火

による火山活動

を繰り返し、標高

2800m ～ 3000m

の成層火山を形

成していった。４

万年以降は水蒸気爆発にその性格が変わり、現在に至っている。 

現在の立山火山の中心は、室堂平（2670m）から西へ天狗平―弥陀ヶ原―美女平へと広がる東西 13km に及

ぶ高低差約 720m の緩やかな高原斜面の溶岩台地。バスなど公共交通機関を利用して室堂まで上り、手軽に散

策を楽しむこともできる。もう一つは鷲岳・鳶山から東に広がる五色ケ原一帯で、立山カルデラによって分断され

た形だ。 

表 3-1.立山火山 

 

  

図 3-1.放射年代（K-Ar）に基づく立山火山の

区分＝「立山地域の地質」 

図 3-2.立山火山の活動時期。太実線→は

立山カルデラ＝同 
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上記の（図 3-1.）は放射年代測定に基づく立山火山の区分を示し、(図 3-2.)は 4 期に分けた活動区分を表し

たもので、区分の指標の違いから全体の印象に細かい違いはあるものの、立山火山の成立の大きな流れを知るう

えでて的確なデータ表示である。 

室堂周辺には、水蒸気爆発の火口に水が貯まってできたミクリガ池、ミドリガ池、リンドウ池などが点在。さらに、

未だに大小様々な噴気孔から亜硫酸ガスなどを噴き出す地獄谷と呼ばれる一帯があり、江戸時代以降現在に至

るまで何度となく水蒸気噴火や溶融硫黄の流出、群発地震を繰り返している（★本文末尾の気象庁統計参照）。 

現在も地獄谷周辺は立ち入りが禁止されており、一帯は 1 万年以上前の立山の姿を今に留めている、と言え

る。こうした神秘的とも言える光景が重なって、立山信仰を生む大きな要素となり、駿河の富士山、加賀の白山と

並ぶ日本三霊山と呼ばれるようになる。中世以降のことである。その一時代前、富山平野の一角から、夏なお山

頂に雪を戴く立山のたたずまいを歌に残したのが万葉の代表歌人、大伴家持である。「立山」が文字の形で歴史

上に登場する初のケースである。それはまた、やがて訪れる立山信仰の広がりを予言するかのように、神々しい

姿を畏怖の念をもって慨嘆している。 

4.万葉歌 

   立山
たちやま

の賦
ふ

一首幷
あは

せて短歌 この立山は新川郡
にひかはのこほり

にあり（巻 17 4000） 

    ＜立山の長歌 1首と短歌 この立山は新川郡（越中）にある 

天離
あまざか

る 鄙
ひな

に名懸
か

かす    ＜遠く離れた 地方でも名を響かせている 

 越
こ し

の中
なか

 国内
く ぬ ち

ことごと    ＜越中の国のいたるところに 

山はしも 繁
し じ

にあれども   ＜山は数々あり 

川はしも 多
さは

に行
ゆ

けども   ＜川もたくさん流れているが 

皇
すめ

神
かみ

の 領
うしは

きいます     ＜国の神が鎮座・支配されている 

新川の その立山
たちやま

に     ＜新川郡の名高き立山には 

常夏
と こ なつ

に 雪降りしきて    ＜夏だというのに雪が降り積もって 

帯
お

ばせる 片貝
かたかひ

川
がは

の     ＜帯のように山裾を流れる片貝川の 

清き瀬に 朝夕
よひ

ごとに    ＜清らかな瀬には朝夕ごとに 

立つ霧の 思ひ過ぎめや   ＜立つ霧のように、どうして忘れることがあろうか 

あり通
がよ

ひ いや年のはに   ＜通い続けて毎年まいとし 

 外
よそ

のみも 振り放
さ

け見つつ  ＜遠くからでも仰ぎ見て 

万代
よろづよ

の 語
かた

らひ草
ぐ さ

と     ＜何時いつまでも語りぐさとして 

いまだ見ぬ 人にも告げむ  ＜まだ見たことのない人に語り継ごう 

音のみも 名のみも聞きて  ＜噂だけでも、名前だけでも聞いて 

 羨
と も

しぶるがね        ＜うらやましく思わせるように 

 

立山
たちやま

に降り置
お

ける雪を常夏に見れども飽
あ

かず神
かむ

からならし（巻 17 4001） 

 ＜立山に降り積もった雪は夏中見ていても飽きることはない。神山の名にふさわしい品格だ＞ 

片貝
かたがひ

の川の瀬清く行く水の絶ゆることなくあり通
がよ

ひ見ゆ（同 4002） 

 ＜片貝川の清らかな瀬の流れが絶えないように、ずっと通い続けてこの山を見よう＞ 
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 四月二十七日に大伴宿禰家持作れり ＜４月 27日に大伴家持が作った＞ 

 

 歌の作者であり、万葉集の代表的歌人にして選者でもあるとされる大伴家持（718～785）。国守（くにのかみ）と

して越中に赴き、5 年間を過ごして 223 首もの歌を残すなど、万葉歌人としての新境地を開いたことは「環境洞窟

NET学会紀要 第 5巻」（2014年）で詳述した通りである（注 1）。この歌もその時の一つである。 

 左注にある「四月二十七日」は、天平 19 年（747）のことで、家持が越中に赴任（天平 18 年 7 月末ごろ）した翌

年、都にはない壮大な景観に感動して詠んだ歌であろう。神が鎮座する神々しい山と称え、その素晴らしさを（都

の人にも）伝えてやりたいものだと、誇らしげに詠いあげている。当時、家持が暮らした国庁は現在の富山県高岡

市伏木、勝興寺にあった。「二上山
ふたかみやま

」「布
ふ

施
せ

の水
みず

海
う み

」という周辺の景勝地を詠った「越中三賦」のうちの 1 首で、国

庁から見て少しずつ視界を広げて行って、遥かにそびえる遠景としての立山をとらえている。 

 立山は当時「たちやま」と呼ばれていたが（万葉仮名では多知夜麻）、家持の歌が具体的にどの山を指すのか

定かでない。越中平野から見た立山連峰は頂上部分がなだらかな凹凸を見せて並んでいるだけで富士山のよう

な鋭い独立峰ではない。その点から「日本百名山」で知られる深田久弥（注 2）は、立山でなく剣岳だとする説をと

る。「太刀（たち：剣）を立ちつらねたようなさまだったから『たちやま』と名付けられた」とし、その根拠として、家持

の歌に続いて搭載されている大伴
おおともの

池
いけ

主
ぬし

（注 3）の「立山の賦に敬
つつし

みて和
こ た

へたる一首」＜つつしんで「立山の賦」に

唱和する歌 1首＞を挙げている（巻 17 4003 短歌 2首略）。 

 

  朝日さし 背
そ

向
かひ

に見ゆる    ＜朝日を受けて山影を見せる 

  神
かむ

ながら 御名
み な

に帯
お

ばせる   ＜神々しくも神の名をお持ちの 

  白雲の 千重
ち へ

を押し別け    ＜白雲の幾重もの重なりを押し分けて 

  天
あま

そそり 高き立山
たちやま

      ＜空にそそり立つ高い立山は 

  冬夏と 分
わ

くこともなく    ＜冬夏と区別することなく 

  白栲
しろたへ

に 雪は降り置きて    ＜真っ白に雪が降り積もって 

  古
いにしへ

ゆ あり来
き

にければ    ＜古来の年月を経てきたので 

  こごしかも 巖
いは

の神
かむ

さび    ＜けわしく聳え立つ岩は神々しく 

  たまきはる 幾代
い く よ

経
へ

にけむ   ＜（霊魂のきわみ）幾代を過ごしてきたのだろう 

  立ちて居
い

て 見れどもあやし  ＜立って見ても座ってみても不思議の山だ 

  峰高
だか

み 谷を深みと      ＜峰が高く谷が深いので 

  落ち激
たぎ

つ 清き河内
か ふ ち

に     ＜激しく流れ落ちる谷あいのほとりに 

  夕されば 雲居
く も い

たなびき    ＜夕方になると雲がたなびいて 

  雲居なす 心もしのに     ＜その雲のように胸がいっぱいになって 

  立つ霧の 思ひ過ぐさず    ＜その霧のように忘れ去ることなく 

  行く水の 音も清
さや

けく     ＜激流の瀬音のようにすがすがしく 

  万代
よろづよ

に 言ひ継
つ

ぎ行かむ    ＜末長く語り継いでゆこう 

  川し絶えずは         ＜この川の流れが絶えない限り 
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 歌の台詞（前書き）に「和たる」とある通り、家持の歌に合わせて立山の神々しさを詠ったものだが、全体のトーン

として家持の歌より、立山を峻険な山としてとらえた印象が強い。特に深田は、「こごしかも巖」の表現をあげ、

神々しいばかりに（峨々とした険しい岩）を思わせる岩崚は、剣岳しか考えられないと言う（日本百名山 剣岳）。

「峰高み 谷深み」「落ち激つ」との表現も深い浸食、急峻な渓谷を連想させる。 

 さらに、立山が剣岳を指す可能性が高いとみられる家持の立山を詠ったもう一つの歌が万葉集にある。 

  立山の雪し消
く

らしも延槻
はやつき

の川の渡瀬
わたりせ

鐙
あぶみ

浸
つ

かすも（巻 17 4024） 

＜立山の雪が溶け始めたらしい。早月川の水かさが増えて鐙までぬらしてしまった＞ 

「延槻の川」は、現在の「早月川」で、剣岳の山裾から富山湾に注ぐ急流。いわゆる立山から流れ落ちる称名川、

常願寺川とは水源が異なる。「新川郡の延槻川を渡りし時に作れる歌一首」と題詞にある通り、家持が実際に延

槻川の下流域に馬で出かけた時に作った歌だとすれば、そこからは剣岳か大日岳しか見えず、「立山」が剣岳を

指すのだという指摘につながる。 

 もっとも、深田自身が「昔は立山も剣も一様に立山と総称されていたのに違いない」（前掲書 立山）と言ってい

る通り、家持の「立山」は、剣岳や立山連峰全体を含む、万年雪を頂いた「神々しい山」、「都人に見せてやりたい

山」だったというのが自然な解釈ということだろう。 

 なお、3000メートル級以上の高山が万葉集に登場するのは、立山以外では不尽山（富士山）＝「環境洞窟 NET

学会紀要第 9号参照＝だけである。 

 

５.玉殿窟（たまどののいわや） 

5-1.「立山開山」の聖地 

家持ら万葉人が神々しい山と称えた立山はまた、第 3章で概観した通り、20万年以上前から連続して発生した

火山性の爆発によって、神秘的とも、異様とも言える独特の山容を形作っていた。人々はそこに畏怖の念を抱き、

それが信仰心につながって行く。立山で山岳信仰が広く普及するのは、家持（万葉）の時代からやや下って、平

安時代以降である。江戸時代になって、時代を遡る形で「立山開山」伝説が生まれ、流布されていく。 

最も一般的なものが、越中国守・佐伯有
あ り

若
わか

の嫡男、佐伯有頼
あ り よ り

を主人公とする伝説。有頼が 16歳の時の大宝元

年（701）、父有若が可愛がっていた白鷹を逃がしてしまった。鷹を追って立山の山深くに入って行って熊に襲わ

れたが、矢を放って退散させた。点々と続く血の後を追って行くと熊は洞窟の中に逃げ込んだ。しかし、洞窟の中

には熊の姿はなく、胸に矢の刺さった阿弥陀如来が立っており、有頼に「あるいは鷹となり、あるいは熊となって汝

をここに導いたのはこの霊山を開かせるためだったのだ」と告げた。有頼はそのお告げに従い、下山して出家。慈

恵と名乗って立山を整備、開山した、とされる。この洞窟こそ、本稿の主体とする「玉殿窟」（たまどののいわや）で

ある。 

上記の伝説は、地元に伝えられてきた「立山開山縁起」や立山の宗教的世界を描いた「立山曼荼羅」を紹介す

る語り（絵解き）の冒頭に出てくるものだが、大宝元年という時代設定は家持が「立山の賦」を詠うより半世紀前の

ことになる。父親に当たる有若の名は京都・髄心院に伝わる延喜 5年（905）7月 11日付の「佐伯院附属状」に「越

中守従五位下佐伯宿禰有若」という署名で残っている。また、家持より 150 年以上後の平安中期の越中守として

「佐伯有若」の名があり、実在の人物とみられる（注 4）。また、明治時代に剣岳山頂や大日岳で見つかった銅製
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錫杖頭が平安時代の物である公算が強い（第 6 章で詳述）こと等を合わせて考慮すれば、実際の立山開山は 9

世紀末から 10世紀にかけてと見るのが妥当だろう。 

 いずれにしても家持が神の山と崇めたころの立山は開山時期よりかなり前で、人が踏み込むことのない、まさに

神秘の世界であり、玉殿窟はその象徴の一つであった、ということになる。それをなぜ上記の開山伝説が、時代設

定を 1 世紀以上古い家持の万葉時代にしたのか。語り継がれるうち、少しずつ変形していったものであろうが、立

山の開山がずっと古い時代であったことを強調したい、立山の歴史を誇りたい気持ちが反映したものではないか、

と見るのが自然かもしれない。実在の人物の息子（若者）を主人公に仕立てたのは、江戸時代、「男は立山に登

って一人前」とする若者組の立山登山が一般化したことと無縁ではなさそうだ。 

 

5-2.伝説の鷹と万葉歌 

 開山伝説に出てくる白鷹は古来、人を神に導く鳥として尊ばれ、神仏習合の立山信仰では、熊の阿弥陀如来

に対して鷹は不動明王に見立てられるなど重要な役割を担っている。家持は、前章で触れた「立山の賦」の後、

万葉集に「鷹」の歌を長短７首残している。すべて越中国守時代のもので、立山開山伝説との関係や影響は不明

だが、興味深い一致なので少し触れてみたい。 

 「立山の賦」の５カ月後の 9月 26日に詠ったのが「放逸
ほういつ

せる鷹を思
しの

ひて夢
いめ

に見、感悦
よ ろ こ

びて作れる歌一首併せて

短歌」（巻 17 4011～4015）。「大君の 遠
と ほ

の朝廷
み か ど

そ み雪降る 越
こ し

と名に負
お

へる 天離
あまざか

る鄙
ひな

にしあれば…」で始ま

る長編。歌の内容は、日ごろ鷹狩を楽しみ、容姿も立派で能力も高い「大黒
おおぐろ

」という鷹を大切にしていた。その自

慢の鷹を老人の鷹匠が逃がしてしまった。手を尽くして取り戻そうとするがかなわず、鷹への愛惜はつのるばかり

であった。そんな時、夢の中で会った少女が

「鷹は葦辺の鴨が鳴く古江にいましたよ。きっと

帰って来ますよ」と告げる。歌はここで終わり、

鷹を失った無念さを繰り返す４首の短歌を添え

ている。 

 もう一つは、3年後の天平勝宝 2年（750）3月

8 日の日付で、「白き大鷹を詠める歌一首併せ

て短歌」として載せている（巻 19―4154）。斑点

混じりの白い鷹で、妻屋（寝室）の中に止まり木

を作って飼っている。短歌は「矢形
や か た

尾
を

の真白
ま し ろ

の鷹を屋
や

戸
ど

に据
す

ゑかき撫
な

で見つつ飼
か

はくし好
よ

しも」（同 4155） 〈矢

羽の形をした尾を持つ白い鷹を家に置いて撫でながら飼うのはいい気持ちだ〉 

 この家持の歌以外に、万葉集には鷹狩りを意味する「とがり」の例は 3 首（巻 7―1289、巻 11－2638、巻 14－

3438）あり、鷹狩が古くから行われていたことが分かる。奈良時代には仏教の影響でしばしば禁止されたこともあ

ったというが、桓武天皇（在位 783～806）は鷹狩を愛好したことで知られる。家持も地方（越中）にあって、伸び伸

びと鷹狩を楽しんでいた様子がうかがえる。 

 

5-3.玉殿窟の位置 

玉殿窟（岩屋）は室堂平の東端に位置する。ケーブル、バスを利用して行くことができる室堂ターミナルから徒

  
写真 5-1．「立山室堂」の南棟。

内部は一般に公開されている。 

写真 5-2.重要文化財の

説明書き 
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歩で 10分ほどの「立山室堂」へ向かって進む。我が国最古の山小屋で、重要文化財に指定されている。（写真

5-1,5-2）一般には「室堂小屋」とも呼ばれる。所在地は富山県中新川郡立山町芦峅寺室堂。数理位置は北緯

36度 34分 41秒、東経 137度 36分 4秒。標高 2455m。北棟、南棟 2棟があり、立山に登拝する宗教登山者の

信仰・宗教施設だった。その後、改築を重ねて一般登山や観光の基地としても利用されてきた。 

解体修理に伴い、立山町教育委員会が平成 4 年（1992）から 5 年にかけて延べ 20 日間にわたって、発掘調

査を行った。その結果は「芦峅寺室堂遺跡―立山信仰の考古学的研究」（平成 6年発行）として公表されている。

出土遺物は 10 世紀初め▽12 世紀中ごろから 14 世紀にかけて▽15 世紀末ないし 16 世紀初頭▽17 世紀前半

▽18 世紀―にまたがっている。つまり、平安時代から宗教活動が始まり、室町時代から建物が建てられていたこ

とが分かった。解体前の北棟は江戸時代中期、享保 11 年（1726），南棟は明和 8 年（1771）の建造で、立山スギ

など建造当時の部材がそのまま残

っており、いずれも平成 7 年

（1995）、国の重要文化財に指定さ

れた。 

現在、内部には発掘調査で見つ

かった遺物や石造仏 5 体などが展

示されており、登山シーズン中は

一般に公開されている。宿泊はで

きない。隣接する宿泊施設「立山

室堂山荘」が管理に当たっている。

この立山室堂から東へ約 100mのと

ころに玉殿窟はある（写真 5-3，5-

4）。道は整備されているが、一般登山者の姿はあまり見かけない。検分当日は土砂降りの雨で、小さな小川のよ

うになった緩い下りを数

分行くと、左手は下部を

緑の低木に覆われた灰

色がかった絶壁。断崖

の底部には洞窟の入口

らしい岩の切れ目が見

えてくる（写真 5-5,5-

6,5-7）。 

比高差約 15m の断崖

の基底部には北側へ開

口した二つの洞窟が並

んでいる。手前東側が

「虚空蔵窟」（こくうぞうのいわや）、奥西側が「玉殿窟」と呼ばれているが、かつては両者の区別は無く、玉殿窟と

総称されていた。 

 

 

写真 5-3. 室堂平の一角。右下の崖の部

分が玉殿窟。中央の建物は立山室堂山

荘と「立山室堂」（左の平屋建て）＝「立

山・黒部山岳遺跡調査報告書」から 

写真 5-4.玉殿窟（岩屋）、立

山室堂山荘、ミクリガ池等の

位置を示す地図（国土地理

院） 

 
 

 

写真 5-5.室堂から玉殿窟へ向

かう細い道。説明版があり、道

も整備されている。  

写真 5-6.草に覆われ

た崖が見えてくる。 

写真 5-7.灰色がかった

絶壁の下に洞窟の入

口が見える。 
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この洞窟が形成されたのは、第３章で述べた「立山火山」の火山活動期では、９万年前―４万年前の第３期（表

3-１）の最末期にあたる。マグマが急激に冷やされてできるデイサイト溶岩からなる。特に周辺の岩窟を指して、玉

殿溶岩とも呼ばれている。 

玉殿・虚空蔵両窟について、富山県教委が昭和 37年（1962）に、立山町教委が平成 4年から 5年（1992～93）

にかけて発掘調査を行っているほか、富山県埋蔵文化センターが平成 23 年（2011）9 月、大がかりな調査を行い、

他地域の調査や文献資料の分析と合わせて 28年（2016）11月「立山・黒部岳遺跡調査報告書」としてまとめてい

る。それぞれの調査方法、時間の経過などによってデータに違いがあるが、以下、最新の調査である県埋蔵文化

センター報告書のデータを参考にしながら検分結果を論述する。 

  

５-4.玉殿窟の現状 

玉殿窟の入り口（写

真 5-8 ） の 標 高 は

2420.5m。入口の幅は

2m、高さ 1.4m、奥行き

3.6m。奥へ向かってド

ーム状に膨らんだよう

に大きくなっており、内

部の幅 3m、高さ 2m。

外部は灰色を帯びたゴ

ツゴツした大きな岩の

重なりのようになってい

るが、内部は黒々とし

た岩肌で所々地下水が浸み出している（写真 5-9）。入口の前面に東西（幅）3m、南北（高さ）4.2m のテラス状の

「前庭」があり、この部分は雨が直接かからない岩陰になっている。洞窟上部の断崖には、デイサイト特有のほぼ

水平の細かい板状節理が発達している（写真 5-10）。 

奥には祭壇状に石を積み上げ、その上に石製

の祠と石仏 5体（中世の地蔵・阿弥陀）が安置され

ている。祠は高さ約 40cm、幅約 25cm。近年の訪

問者が置いたとみられ、連飾りが施されていた。石

仏にも「家内安全」「交通安全」などと書かれた布

飾りが掛けてあった（写真 5-11）。3 体ははっきり

分かるが、他の２体は横倒しになったりしていたせ

いか確認できなかった。石仏の手前には板状節

理の岩石の破片と思われるものが敷き詰められ、

鉄製の賽銭箱、ローソク立て、護摩木などが供え

られていた。石像の布きれ同様、近年の訪問者（参拝者）によって敷設されたものであろう。 

  

 

写真 5-8.玉殿窟の入口。手前

の土の部分が「前庭」。 

写真 5-9.内部は黒々とした

岩で、地下水が浸み出して

いる。 

写真 5-10.壁の上

部は板状節理が発

達 

 

 

写真 5-11.内部の.祭壇の上

に石像や祠が（左）。 

写真 5-12.洞窟の平面図

＝「芦峅時室堂遺跡」から 
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富山県立山博物館（中新川郡立山町芦峅寺）が平成 6年から 7年（1994－95）にかけて行った調査結果をまと

めた「立山山上石造物・関連遺跡調査報告書（一）室堂・玉殿窟」には 5 体の石仏それぞれの正面と裏側及び横

からの写真とデッサンが掲載されている。それによると、阿弥陀如来像は高さ 27.4cm、幅 26cm、奥行き 17.5cm

で、首から上が欠け、代わりに自然石を頭部に乗せている。富山県氷見市付近に見られる淡黄色の微粒砂岩で

出来ている。地蔵菩薩 3体は高さ 45－25cm、幅 25－8.4cm（他の 1体は損傷が激しいせいか大きさは不詳）で、

錫杖や宝珠を持っている。いずれも 15 世紀前半の製作とみられる、としている。室堂にあったものを移したので

はないか、という。 

担当の学芸員に照会したところ、石像に掛けられた布飾りや護摩木、ろうそく立てなどはごく最近の物らしいが、

具体的に何時置かれたものかは不明。ただ、石仏そのものは中世のもので、外的な要因で変形しているような跡

は見られない、という。 

 

５-5.虚空蔵窟の現状 

一方、虚空蔵窟の入口の幅 6m、高さ 2.4m、奥行き 5m。こちらは逆に奥へ行くほど小さくなっており、内部の幅

3m、高さ 1.3m。ここにも、石仏が多数安置されている（写真 5-13,5-14）。富山県埋蔵文化センタ 

ーの報告書（平成 28 年）では「内部は、落石の大岩の上に羅漢 11 体と、近年設置されたとみられる木造祠内

の仏像 4 体、石造賽銭箱がある」と記載されている。一方、富山県立山博物館の調査報告書（平成 9 年）では、

羅漢石像 11 体の詳しい解説だけで、「近年設置された」という木造祠や賽銭箱の記載はない。これらは、立山博

物館の調査が行われた平成 7年 7月以降に一般参拝者が置いたと、見ることが出来そうだ。 

立山博物館の報告書によると、羅漢石像 11 体は、いずれも室堂にあったものを神仏分離時に移動させたもの

らしく、越前石と呼ばれる凝灰岩製。台座に座って足を前に垂らしたような倚像（いぞう）が 9 体、座った坐像が 2

体。サイズの記載はないが、重さは 13 キログラムから 19 キログラムで、玉殿窟の地蔵菩薩像より一回り小さい感

じ。これらにも、玉殿窟同様の

布切れが掛けられていた。一

方、埋蔵文化センターの調査

時に確認されていた木像祠は

高さ約 80cm、幅約 50cm で内

部に木像 2 体と石像 2 体が安

置されていた。羅漢像同様、新

しい布きれを纏っている。 

 

５-６.埋蔵遺物 

立山博物館、埋蔵文化セン

ターとも石像の調査の他、発掘調査も行っている。埋蔵文化センターが、玉殿窟前庭から入口にかけてトレンチ

を掘って行った発掘調査の結果、203 点の遺物が出土している。人骨と見られる焼骨 74 点▽懸仏の一部とみら

れる青銅製品 13 点▽珠洲 12 点▽土師器皿 11 点▽開元通寶などの中国銭 10 点―などで、人骨は炭素年代

測定の結果鎌倉時代のものと判明。珠洲壺、土師器、中国銭はそれぞれ 14 世紀代の物と見られ、中世前半の

  

 

写真 5-13.虚空蔵

窟入口 

写真 5-14.内部の石像。右

側に木製祠 

写真 5-15.平面図＝同

写真 5-12 
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遺物が目立った。焼骨は、ここで焼却処分を行ったものではなく、下界から持ち込んで納骨されたものと考えられ

る、としている。また、立山博物館が行った虚空蔵窟前の発掘調査では、10 世紀代とみられる土師器椀▽15 世

紀代の灯明皿▽室町時代以降の鐘型の鉄製鋳造品…などが見つかっている。 

以上の発掘遺物から見ても、玉殿窟、虚空蔵窟には平安時代以降、特に鎌倉時代からは多くの登拝者が訪れ、

立山信仰の聖地・霊場として利用していたことが分かる。虚空蔵窟が仏像の安置場所、玉殿窟が宿泊場所として

使用されていたとも言われる。また別の伝承では、玉殿窟は越中国人だけの、虚空蔵窟は他国の人の宿泊場所

であったとする説もある。その後、登拝者の拠点が玉殿窟から立山室堂へ移って行った、というのが立山信仰の

大きな流れだろう。 

 

6.剣岳山頂、大日岳の銅製錫杖頭 

 万葉歌の「立山」は剣岳だろうとする説があることは

第 4章でも触れたが、剣岳頂上部に竪穴の「岩屋」

がある。洞窟と言えるほどの形状ではないが、剣岳

に初めて登山者の

足跡が示された証

拠とも言うべき「銅

製錫杖頭」が発見さ

れている。 

以下、前記「立山

黒部山岳遺跡調

査」の記述等に基

いて論述する。岳登

頂の記録として有

名なのは明治 40年

（1907）、陸軍測量

部の技師だった柴崎芳太郎が地元の山案内人・長次郎とともに登ったもの。そ

れまで誰も登ったことがない、と思われていたが、柴崎は山頂で修験者が残した

と見られる銅製の錫杖頭と鉄剣を発見。1000 年以上前に登ったものがいたこと

が分かった。これらは現在富山県立山物館に収蔵されている。錫杖頭は長さ 13.4cm、輪径 10.9cm、輪が内側に

巻き込むワラビ型をしている。鉄剣は長さ 22.6cm。奈良時代末から平安時代初期に製作されたものと見られるが、

発見時までにどのくらいの年代が経過していたかは不明。錫杖の柄が細く、実際に修験者が使ったものというより、

奉納用だろうとされている。（写真 6-2.） 

 錫杖発見を最初に報じた地元紙「富山日報」によると、「山頂の西南 2.3 間（3.6～5.4m）下に奥行 6 尺（1.8m）、

幅 4尺（1.2m）の岩窟があり、その中に木炭の破片が発見された」と伝えている。これについて上記「立山・黒部山

岳遺跡調査報告書」は「山頂西寄りには東西が垂直の岸壁になっているところがある。大きさは東西 2.5m、南北

 

写真 6-1.剣沢から見た剣丘  

写真 6-2.山頂付近で見つ

かった鉄剣と銅製錫杖頭＝

富山県立山博物館 

 

http://www.erratum.jp/OGAC/OGAC_album/110716-18tsurugi/onev/IMGP0320.JPG.html
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3.6m、深さ 3.5mで、南北は開口しているが、竪穴と見えないこともない」としている。 

また、新田次郎の小説「剣岳―点の記」（注 5）では、「絶頂のすぐ近くに竪穴があった。空を向いた岩屋と言う

ものであった。縦、横二メートルに三メートル、深さ二メートルほどの長方形の穴だった」と書いている。大きさは少

し違うが、これが「剣岳の岩窟」と言われるもので、200万年以上前の隆起で形成された剣岳の創生期にその原型

を求めることができるのだろう。 

 一方、立山連峰から剣岳への分岐点（剣御前）から西に延びる大日岳

（2501m）の最も東側に位置する奥大日岳（2605m）の「行者窟」から、明治 26

年（1893）7 月、剣岳と同じような銅錫杖頭が見つかっている。温泉探索のため

大日岳に登っていた河合磯太郎という人が発見したもので長さ 17cm、輪径

11.2cm で、輪の中央部に双竜の飾りがついている（写真 6-3）。剣岳の物より

やや新しい平安時代後期のものと見られ、同じく重要文化財に指定されてい

る。個人蔵で現在、東京国立博物館に寄託されている。 

 「行者窟」の所在地等は不明だが、大日岳の稜線上には「七福園岩屋」と呼

ばれる花崗岩の露出した岩窟が点在する。稜線は室堂―弥陀ヶ原の北側に

連なり、稜線超えの北東方向には剣岳が望まれる。ずっと北側の谷筋には、前

出の家持の万葉歌にも出てくる早月川（延月の川）が流れ下っている。 

上記「立山・黒部山岳遺跡調査報告書」によると、岩屋は大日岳山頂から東

へ 950m の尾根上に東西 110m、南北 80 m の範囲に広がっている。そのうち

の一つ「七福神岩屋」と呼ばれる岩屋は、七福園の北東部に位置し、南側に登山道と接する。内部は幅 2.5m、奥

行き 3m、高さ 1.2m。西側に開口した自然の岩である。昭和９年（1934）に鎧と山刀が、36年（1961）には平安時代

の須恵器が採集されている。鎧と山刀は現在、立山博物館に展示されている。付近にはこの他、形態がはっきり

したものだけでも 3 つの岩屋があり、「行者窟」という名称と考え併せても一帯が立山連峰同様、信仰の対象地だ

ったことがうかがわれる。何よりも「大日」という名称こそ「大日如来」に通じる信仰の山としての存在を雄弁に物語

っている。 

 

７.立山曼荼羅 

立山が万葉の時代から「神々しい山」として崇められ、山岳信仰に繋がっていくことは繰り返し述べてきたが、立

山信仰として全国的に知られるようになったのは平安時代に成立した「本朝法華験記」や説話集「今昔物語」が一

般に知られるようになってからである。 

 「彼の山に地獄の原ありて、遥に広き山谷の中に百千の出湯あり。深き穴の中より湧き出づ。（略）その原の奥の

方に、大なる火の柱有り、常に焼けて燃ゆ。（略）昔より伝へいわく、日本国の人、罪を造れば、多く堕ちて立山の

地獄にあり」という法華験記の書き出し（今昔物語集巻14第7話に再録）は、帝釈岳（別山）や「勝妙滝」（称名滝）

などの地名も出てきて、実際に室堂付近の地獄谷を歩いた人の見聞録だろうと思わせる記述である。両説話集に

は修業僧が、亡くなった女性の霊と交信してその意思を現世の人に伝えたり、母を亡くした子どもたちが地獄谷を

見て回り、母の肉声を聴いて供養をするなどという話も出てくる。 

 

写真 6-3.大日岳で見つかっ

た銅製錫杖頭＝東京国立博

物館 

 



14 

 

14 

 

 立山が万葉の時代から「神々しい山」として崇められ、山岳信仰に繋がっていくことは繰り返し述べてきたが、立

山信仰として全国的に知られるようになったのは平安時代に成立した「本朝法華験記」や説話集「今昔物語」が一

般に知られるようになってからである。 

 「彼の山に地獄の原あり

て、遥に広き山谷の中に百

千の出湯あり。深き穴の中

より湧き出づ。（略）その原

の奥の方に、大なる火の柱

有り、常に焼けて燃ゆ。

（略）昔より伝へいわく、日

本国の人、罪を造れば、多

く堕ちて立山の地獄にあり」

という法華験記の書き出し

（今昔物語集巻 14 第 7 話に再録）は、帝釈岳（別山）や「勝妙滝」（称名滝）などの地名も出てきて、実際に室堂

付近の地獄谷を歩いた人の見聞録だろうと思わせる記述である。両説話集には修業僧が、亡くなった女性の霊と

交信してその意思を現世の人に伝えたり、母を亡くした子どもたちが地獄谷を見て回り、母の肉声を聴いて供養

をするなどという話も出てくる。 

 第３章「立山火山」で述べた通り、立山

連峰西側斜面の室堂一帯は 4 万年も前

から繰り返し起きた水蒸気爆発などによ

って爆裂火口の凄惨な光景が広がり、

現在でも亜硫酸ガスが噴き出している。

まさに地獄を彷彿とさせる景観が末法思

想と繋がって立山が地獄思想の中心と

なっていく（写真 7-1）。時代が進むと地

獄と共に浄土の世界が取り入れられて

行く。室堂周辺や弥陀ヶ原、浄土山一帯

に咲き乱れる高山植物に象徴される浄

土・極楽を体験できるという世界である

（写真 7-2）。 

その象徴として残されているのが「立

山曼荼羅」である。現在 40 数点確認されているというが、立山芦峅寺
あ し く ら じ

系と岩峅寺
い わ く ら じ

系のものがよく知られている。立

山登拝（禅定）の拠点として栄えた両寺の衆徒たちが立山信仰を全国に広げるため持ち歩いたもので、「絵解き」

と言う独特の話法で聴衆に訴えた。 

曼荼羅は①開山伝説②地獄③浄土④布橋灌頂会（女人禁制で入山できない女性が立山を遥拝、救いを求め

る儀式）⑤禅定（登拝）案内―の五つの部分で構成されている。①では第 5 章（5－1）で述べた立山開山の聖地

 
 

写真 7-1.今も火山性ガスが噴き出し

ている地獄谷 

写真 7-2.夏には高山植物が咲き乱れ

“極楽・浄土”を思わせる室堂平 

  

写真 7-3．立山開山の

聖地「玉殿窟」（部分）=

立山博物館総合案内か

ら 

写真 7-4.恐ろしい地獄の様子（部分）＝

同左 
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としての玉殿窟にまつわる伝説が描かれ、語られる。胸に矢の刺さった阿弥陀如来と、立山開山のお告げを受け

る武将の姿が見える（写真 7-3）。 

②がクライマックスとも言うべきは地獄の場面。画

面左上に 4分の 1のスペースが割かれ、いつも空腹

に苦しむ餓鬼
が き

道
ど う

の世界、畜生にされてしまう畜生
ちくしょう

道
ど う

、鬼に突き臼で粉々にされる衆合
しゅうごう

地獄、燃える火

車で体を焼かれながら引き回される鉄車
てっ し ゃ

地獄…恐ろ

しい場面が強調されている（写真 7-4）。③は画面上

部に浄土山、雄山、別山の立山三山が描かれ、その

頂に阿弥陀如来の来迎や天女が舞う姿を配してい

る（写真 7-5）。 

 富山県立山博物館では、平成７（1995）年、五感を

働かせて、立山曼荼羅の世界を体感してもらおうと

いうユニークな施設「まんだら遊苑」を新設、好評を

得ているが、その総合解説書では、「立山信仰に底流する概念として『他界』と『籠り』」を挙げている。他界は、日

常生活と異なる「あの世」であり、死者の赴くところ、神の降り立つところとしての山（立山）を指す。その象徴の一

つが地獄谷に当たる。地獄に落ちた死者の罪を救済し、地獄から極楽へと再生させるのに必要なのが籠りである。

立山開山伝説で熊が阿弥陀如来に変身再生する籠りの場が玉殿窟だ、としている。 

 大伴家持が詠った当時の立山は、そうした信仰の場として人々が足を踏み入れる前の神だけが宿る清純無垢

な場であった。玉殿窟も存在それ自体は、家持が描いた神の座の一角を占めていた。それが立山信仰の広がり

とともに、信仰の場としての重要な役割を担わされ、変身していった、と言えるのかもしれない。 

 

８.おわりに 

 日本列島球創生時の痕跡を留める立山黒部ジオパークの一角を占め、日本アルプスを代表する立山連峰。そ

の中腹に火山性溶岩台地が広がる一帯では今も噴気を続け、独特の山容を見せている。万葉歌人・大伴家持は

「神からならし」（神の名に背かない品格の山）と称えた立山が、やがて山岳信仰のメッカとなり、全国に名を知ら

れるようになっていった。その悠久の流れの中に、「立山開山」の聖地として崇められて来た玉殿窟。4、5 万年前

に洞窟としての姿を整えた、その佇まいは、まさに万葉歌の威厳と格式を備えていた。 

しかし、今はその内部には石像仏をはじめ様々な信仰に関連した物がほぼ無秩序に置かれている。富山県立

山博物館、同県埋蔵文化センターの調査の結果、石像仏類はほぼ同時期のもので、「15 世紀」あるいは「中世」

という表現で製作時代を特定している。当初、室堂にあったものを運び込んだとされる石像仏には布きれが掛け

られ、石製や木製の祠、ろうそく立て、護摩木まであった。中世以降、立山信仰が盛んになるとともに多くの登拝

者が自由に出入り、それぞれの信仰心に基いて様々なものを持ち込んでいったものらしい。 

石像が破壊されたり、持ち去られるなど明らかな悪意によると見られる荒廃ぶりこそ見られないが、「聖地」にし

てはあまりに雑然とした状況である。最近では、心ない登山者が食べ残しの食物を放置。それを狙ってタヌキやキ

 

 

写真 7-5．阿弥陀如来、天女が舞う浄土（部分）＝同上 
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ツネが出没、天然記念物の雷鳥の生態系に影響を及ぼす恐れさえあるという。 

 どうしてこうした状況になったのか。玉殿窟の所在地は国有地（林野庁）だが、特にどこが管理するということも

なく放置されてきた結果であるようだ。富山県の研究機関などによってたびたび調査が行われ、歴史的な価値は

立証されてきたが、保存・管理までには手が及んでいない。民間信仰の場として、自由に出入りできる状況を否

定するものではないが、あまりに雑然としすぎているように思える。誕生時の立山の佇まいを残し、万葉人が神の

品格と崇めた姿を貴重な歴史の証言者として後世に伝えていくのにふさわしい環境であるとは、とても言える状態

ではない。 

検分時はあいにくの雨で視界がきかなかったが、晴れた日は目の前に一の越から浄土山、西北へ立山連峰の

主峰・雄山が迫り、立山開山時へタイムスリップすることができるはずだ。その“迎賓館”が玉殿窟である。やはり品

格が必要であろう。関係者の叡智と努力に期待したい。 

謝 辞 

 玉殿窟の発掘調査結果については、富山立山博物館、富山県埋蔵文化センター、立山町教委の各担当学

芸員の皆様にお世話になりました。また、立山での現地取材に当たっては、斎藤清雄氏、写真では永井智

氏、船井総一氏、論文作成に当たっては由良玉藻氏にそれぞれ協力を得ました。感謝申し上げます。 

 

 

注 1.大伴家持は、万葉集の撰者と伝えられ、代表的歌人でもある。大宰府国守などを務め歌人としても有名な

大伴旅人（665-731）の嫡男として、養老 2 年（718）に生まれ、天平 18 年（746）から 5 年間、国守として越中に滞

在した。その間、国内を何度となく巡視、立ち寄った先々で多くの歌を作った。万葉集に残した 473 首の半分近

い 223 首が越中時代の作だ。自然を愛で、風土を愛し、人々との交わり大切にした歌が多く、歌人としての新境

地を開いたと言われている。国府があった高岡市には「高岡市万葉歴史館」があり、文化遺産としての万葉の世

界が大切に保存されている。毎年、10 月には「高岡万葉まつり」が開かれ、一般市民が 4516 首の万葉歌全歌を

詠う朗唱の会が開かれ、多くの人出でにぎわう。「洞窟環境 NET学会」紀要第 5号（2014年）では、「富山県高岡

市と氷見市、万葉集と洞窟そのⅢ―越中万葉と大境洞窟」として、越中時代の家持の歌を辿り、縄文から古代、

近世に渡る複合遺跡「大境洞窟」の検分記録をまとめている。 

 

注 2.深田久弥。随筆家、登山家。明治 36年（1903）、石川県大聖寺町（現加賀市）生まれ。東大中退。昭和 34

年（1959）、山岳雑誌「山と高原」に毎月 2つの山を取り上げた連載を 50回行い、38年「日本百名山」として出版、

読売文学賞受賞。46年（1971）3月 21日、登山中の茅岳で脳卒中のため死去、68歳。百名山はテレビで紹介さ

れるなどしてブームとなる。 

 

注 3.大伴池主。大友家持と同族。部下でもあり、歌友。天平 18 年（746）、越中掾
じょう

（国司の第 3 等官）、20 年越

前掾として赴任。家持主催の宴に列席し、多くの歌を披露。万葉集には 29 首搭載されている。同じく家持の部下

である内蔵
く ら の

縄
なわ

麻呂
ま ろ

や都からの使者・久米
く め

広
ひろ

縄
なわ

らを含めて家持を中心とした越中歌壇を形成。天平勝宝 9年（757）、

橘奈良麻呂の変で獄死したと推定されている。 
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注 4. 精密な考証で知られる歴史作家、司馬遼太郎（1923－1996）は「街道をゆく 4 郡上・白川街道と越中諸

道」の中で家持の歌にも触れながら、「僧名を慈興と名乗る佐伯有若」が初めて立山に登った―と断定的に書い

ている。この人物が立山御師の祖であるとも。 

  

注 5.新田次郎「剣岳―点の記」 新田次郎（1912－1980）は気象庁勤務の後小説家。リアルな描写に基く山岳

小説で有名。実在の陸軍測量部技師を主人公にした「剣岳―」（1977 年）では、玉殿窟に立ち寄る場面も描かれ

ている。同名の映画（東映、2009 年公開）では、積雪期の立山、剣岳での実写が評判になり、アカデミー賞最優

秀監督賞などを受賞した。 

★気象庁のまとめによる弥陀ヶ原一帯の有史以降の火山活動（同庁 HPから） 
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