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播隆上人の槍ヶ岳開山と飛州新道（穂苅康治）

播隆上人の槍ヶ岳開山と飛州新道
―信州の鷹匠屋・中田又重と共に―
穂苅康治
槍ヶ岳山荘グループ代表
江戸時代後期の念仏行者

播隆がその修行の道

播隆の活動範囲は、尾張、三河、美濃、飛騨、

中、日本山岳史上に遺した功績は輝かしいものが

信濃、山城、摂津、和泉、越前、江戸と広範であっ

ある。文政年間（1818 ～ 1830 年）に於ける伊吹

た。

山禅定、文政 11 年（1828 年）の槍ヶ岳開山、そ
して開山のその足で行った穂高岳参拝。それらの
偉業は播隆ひとりの力で行われたのではない。播
隆を支えたのは当時の民衆の願い、祈りであった。

播隆の生家中村家は川内道場と称し、代々一向
宗の道場（どうじゃ）であった。
川内道場は貞享の頃（1684-87）の大洪水で破壊、
廃止されたが、宝永年間に佐兵衛という人物がこ

播隆の生家中村家は川内道場と称し、代々一向宗の道場（どうじゃ）であった。
れを修復する。その後も長年にわたって道場は廃

止されていたが、天保 2 年（1831）に播隆のはた
播隆の生涯川内道場は貞享の頃(1684-87)の大洪水で破壊、廃止されたが、宝永年間に佐兵衛とい
播隆は江戸時代後期、天明 6 年（1786 年）に

らきによって再興が許された。その再興にあたっ

越中国河内村（富山県富山市河内）で生まれた。

て播隆は生家である川内道場へ阿弥陀仏一体、親

男であった。兄の「隆観」は家業の農業と道場を
しょう）を奉納している。

納している。

る。その後も長年にわたって道場は廃止されていたが、天保 2 年(1831)に播隆のはたら

れた。その再興にあたって播隆は生家である川内道場へ阿弥陀仏一体、親鸞・蓮如の六
父は中村佐右衛門（順信）
、播隆は二男一女の次
鸞・蓮如の六字名号軸、喚鐘（かんしょう）を奉
継ぎ、姉の「さき」は富山の竹内屋治兵衛に嫁い
だ。
播隆は少年時代から学問が好きで、村の古老の
話では、山に炭焼きの手伝いに行けば灰の中に、
河原に行けば砂の上に、絶えず手習いをしたと伝
えられる。農家の次男として少年の頃から青年時
代までは、ありふれた平凡な生活をしていたもの
と思われるが、その記録は残っていない。
播隆は、10 代のある時期に故郷を出ると、そ
の後の生涯で一度も故郷に戻ることはなかった。
家は浄土真宗であったが、上方（京都、大阪）、
尾張（名古屋）の各宗寺院を遍歴した後、浄土宗

播隆奉納
の僧侶となった。播隆の純粋な求道心は当時の宗
教界に馴染まず、修行の場を山岳（修験道）に求

喚鐘播隆奉納
天保 3喚鐘
年(1832)頃
岡本太右衛門作 個人蔵
天保 3 年（1832）頃
岡本太右衛門作

個人蔵

め、各地の深山幽谷で念仏行を実践した。山にお

刻まれた銘は以下の通り。
ける播隆の足跡は伊吹山禅定、笠ヶ岳再興、槍ヶ

刻まれた銘は以下の通り。

岳開山、穂高岳登拝と山岳史の上に輝かしい功績
（漢文で記された原文を書き下して平仮名を付し
（漢文で記された原文を書き下して平仮名を付した）
を残した。

た）

銘に曰く

播隆は自らの修行だけに生きた念仏行者ではな

願くば諸の賢聖、同じく道場に入りたまえ
く、里にあっては念仏の普及に努め、分かり易く
銘に曰く
教えを説き、民衆と共に生きた聖（民間宗教者）

願くば諸の悪趣、倶時に苦を離れよ 願くば諸の賢聖、同じく道場に入りたまえ

の一人であった。登拝信仰を確立して槍ヶ岳開山

願くば諸の悪趣、倶時に苦を離れよ

夫れ此の道場は、蓮如上人己来興立する所なり。
貞享の頃、渓水土馳せ、道埋れ破却する
を成し、念仏講の人々を山上へと導いた。
夫れ此の道場は、蓮如上人己来興立する所な

然ルニ宝永歳中二至つて、佐兵衛と申す人有り、作屋を造営す。道場の地名、己に我カ

の再興は、春日明神作立像阿弥陀仏一躰、親鸞・蓮如両祖の真筆六字宝号等を以て、檀
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より、ここに安置し奉る。並びに鏧一つと喚鐘を以て、道場を再興致し置く者也。之に
代児孫に至るマテ、退転無く修建せしむべき者也。
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り。貞享の頃、渓水土馳せ、道埋れ破却する

している。同氏の祖先、太右衛門定次が熱心な播

も、助カスル者ナシ。然ルニ宝永歳中二至つ

隆の信者で、師に帰依し、天保元年に正道院を建

て、佐兵衛と申す人有り、作屋を造営す。道

てて播隆を迎えたと伝えられている。川内道場喚

場の地名、己に我カ祖父マデ三代也。予今の

鐘の鋳造者である。正道院にも播隆の墓がある。

再興は、春日明神作立像阿弥陀仏一躰、親鸞・

また当寺の第三代には、播隆の弟子の隆芝沙弥が

蓮如両祖の真筆六字宝号等を以て、檀寺に達

なり、嘉永五年二月十八日没し、ここに墓碑があ

す。ここに命により、ここに安置し奉る。並

る。なお、平成六年十二月三十一日の出火で本堂、

びに鏧一つと喚鐘を以て、道場を再興致し置

庫裏を全焼したが、その後再建された。

く者也。之に依つて、自今己後、永代児孫に
至るマテ、退転無く修建せしむべき者也。
天保三辰歳七月

槍ヶ岳、笠ヶ岳以前の修行場所

播隆敬い謹んで之を書す

願くはこの功徳を以て平等一切に施し

美濃一宮南宮山奥院（文政 3 年、文政 6 年、文政

同じく菩提心を発して安楽国に住生せん

7 年）現在、場所不明

美濃岐阜

御鋳物師

岡本太右エ門藤原定継

伊吹山池谷の峰、播隆屋敷（文政 4 年、文政 8 年）
飛騨岩井戸村「杓子の岩窟」（文政 4 年）
伊吹山

播隆上人開祖のお寺
岐阜県揖斐郡揖斐川町『城台山

字「八つ頭」（文政 13 年）

一心寺』

徳川家直参旗本岡田伊勢守善功の家老
衛より

字「みたらし」（文政 9 年）

伊吹山頂
芝山長兵

天保元年

文政 3 年、和泉国阿辺ケ峯に登って、師の見仏
上人に久し振りで拝眉、それより美濃路に向い、
先年参籠した南宮山の奥院に、人目を避けて 17

播隆が美濃国揖斐の城台山の庵で別時念仏を勤

日無言の別時を修める。

めていたとき、徳川家直参旗本岡田伊勢守善功の

これより山また山を尋ね、3 年間、修行に日を

家老、芝山長兵衛がその高徳を慕い、ここに堂を

過したが、再度一夏九十日を期して三度奥院に参

建てて播隆を開祖にし、阿弥陀堂と称した。当時

籠した。南宮山に一夏九十日の結願中、或る夜の

の本堂は、四間四面の二重楼堂、内部は五彩の荘

夢に「大悲観世菩薩」のお告げがあった。それは

巌に二十五菩薩がはめこまれていた。阿弥陀堂は

「伊吹山の嶺で、千日の別時念仏を行うように。」

その後、二代目隆盤によって阿弥陀寺と改められ、

との事であった。播隆は言われるままに、江州第

さらに明治十二年五世末弟子の坂口隆説によって

一の高山である伊吹山に登り、大谷峰「伊吹山八

一心寺と改められた。

合目のところにある通称岩穴という岩屋」で参籠

明治二十四年濃尾大震災によって堂宇が倒れた

し、千日の業を行った。ここは、晴れた日に一心

が、本尊その他二十五菩薩には少しの損傷もなく、

に念仏を唱えると、たびたび御来迎の奇瑞が現れ

現在に伝えられている。明治二十八年山の中腹に

るので仏恩の有難さに感激したことと思われる。

下って再建されたのが、現在の城台山播隆院一心

その際、笹又では伊吹山で鉦鼓をたたく音が聞こ

寺である。城台山は揖斐城址で、濃尾平野を一望

えるので、不思議に思い、地元の人が登ってみる

にでき、特にここからの揖斐川の町の夜景はすば

と、播隆が一心不乱に念仏を唱えていたという。

らしいものである。揖斐の人びとは、一心寺を「播

麓の春日村古屋の古老の話では、地元の人は播隆

隆さん」と呼び、今もって播隆の高徳を慕ってい

に帰依し、毎日ソバ粉・水を運び、そして池谷峰

る。

に三間に八間の庵を建ててくれた。播隆はここに
移り、念仏三昧に明け暮れたといわれる。古屋・

岐阜市柳沢町 9『正道院』
岐阜市金屋町の岡本太右衛門

笹又の人はこれを播隆屋敷と呼んでいた。伊吹山
天保元年

での千日の間、木食一飯、単衣、一向専称の別時
を行っていると、やがて、江州、越前、美濃、尾

岐阜市金屋町の岡本太右衛門氏が管理して現存

張の四ケ国から、人々がその徳を慕って集まって
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きて、その様子はあたかも市場でも開かれている

笠ヶ岳へ登った先人
播隆が笠ヶ岳に登山する以前、すでに数人の

かのようであったと伝えられている。
文政 4 年に上宝村に入るのであるが、丹生川村

人々が登山していたが、時期についてははっきり

から駒鼻峠を越えた播隆は、先ず本覚寺を訪れ、

としない。記録から推定すると、本覚寺は常に笠ヶ

椿宗和尚に修験者としての念仏修行の場を尋ねた

岳 登 山 の 根 拠 地 で あ っ た。 大 永 年 間（1521 ～

のである。椿宗和尚は快く協力し、岩井戸村の杓

1528）に道泉和尚が初登山をしたというが、「上

子の岩屋を教えてやった。杓子の岩屋は、播隆が

宝村誌」によると、本覚寺は文永年間（1264 ～

参籠する以前から、地元では知られた存在であり、

1275）に廃れていた天台宗の荘厳寺を、臨済宗の

杓子状の入口の岩壁に南無阿弥陀佛の六文字が書

本覚寺として道泉和尚が再興したと伝えられるの

かれており、昭和の初期まで、微かに判読出来た

で、大永は文永の誤りであろう。
大ヶ嶽之記によると円空聖人が元禄（1688 ～

と地元の古老は語っている。
この後、播隆が杓子の岩屋に籠って念仏修行を

1704）の頃に登り、自ら彫刻した大日如来像を安

続け、更には迦多賀嶽再興を果たすのであるが、

置している。円空の登山後、およそ 100 年を経て

この間本覚寺椿宗和尚は多大の協力と支援を惜し

天明 2 年（1782）に宗猷寺住職の南裔と北州、本

まなかった。播隆は檀家に守られた寺院に於ける

覚寺住職の嶺州が笠ヶ岳登山を行った。このとき

僧侶の安逸や榮達を求める生活に、満足せず、師

の案内人は今見

の許しを受けて、自ら巡錫の旅に出たのである。

岳登山のときにも協力している）で、高山の地役

先覚の円空が、奥飛騨の山村に巡錫したのと同様

人なども仏像を安置するために同行している。

に播隆もまた円空の跡を追って、上宝の地に入っ

右衛門公明（のちに播隆の笠ヶ

円空から 120 年、南裔から 40 年もの間名山の
笠ヶ岳に登山道がなかった。播隆はこれを残念に

たのではないかとも思われる。

ず、師の許しを受けて、自ら巡錫の旅に出たのである。先覚の円空が、奥飛騨の山村に巡錫

思い、人々のために登山道を整えることを決意し

隆もまた円空の跡を追って、上宝の地に入ったのではないかとも思われる。
た。
笠ヶ岳参詣登山の発願

発願

杓子の岩屋にて、難行苦行の念仏修行を重ねる
播隆は、日夜目前に目にする、峻険な山岳に対し

笠ヶ岳再興

笠谷よりの登山

て崇敬・信仰の念を抱き、次第に笠ヶ岳山頂への

播隆は笠ヶ岳にまず偵察登山を試みた。この第

参詣の気持ちが募って行ったのである。「迦多賀

一回の登山については、「迦多賀獄再興記」およ

嶽再興記」に於いて次のように記している。「・・・

び「大ヶ岳之記」に記録されているが、くわしい

此に於いて一夕案じけるは、此の岩窟に続ける高

模様は知ることができない。内容を検討してみる

、難行苦行の念仏修行を重ねる播隆は、日夜目前に目にする、峻険な山岳に対して崇敬・信

第に笠ヶ岳山頂への参詣の気持ちが募って行ったのである。
と、文政 6 年（1832 年）6 月頃と思われる。
峰に上り、清心を澄、念仏修行せばやと存じて、 「迦多賀嶽再興記」に於いて次

下山後、本覚寺の椿宗和尚と再興計画を協議し、
其れより深山に分け入り分け上り、尾越え峰越え、
る。「・・・此に於いて一夕案じけるは、此の岩窟に続ける高峰に上り、清心を澄、念仏修
谷を越え、岩々峨々として険峻なる事、言わん方

山麓の名主、今見右衛門公明の協力を得てただち

、其れより深山に分け入り分け上り、
尾越え峰越え、谷を越え、
岩々峨々として険峻なる事、
に工事にかかり、7 月 29 日に笠ヶ岳登山道が完
なし・・・」また同じ再興記のなかで杓子の岩屋

成した。播隆はこのときも再度登山した。
を「発心の地」とも記していることからも頷ける。
・」また同じ再興記のなかで杓子の岩屋を「発心の地」とも記していることからも頷ける。

人

8 月 5 日、御礼報謝のため再度登山。この登山
で御来迎の奇瑞が出現し、人々が感涙にむせこん
だことが「再興記」に詳しく述べられている。御
来迎とは、高山の日の出・日没の頃、前面に霧が
たちこめているときに、太陽の光を背にして立つ
と、自分の影が霧に投影され、その巨像の頭辺に
鮮彩な紅環が現われる現象で、今日ではブロッケ
ンの妖怪などと言われている。現在その謎がわ
かっていても、何人もその崇高な姿には、手をあ
わせて拝みたいほどであるから、昔の人々が、阿
播隆上人筆「迦多賀獄再興記」表紙
「迦多賀獄再興記」表紙
播隆上人筆

弥陀が光背を背に負って雲の中から来迎している
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として、涙を流して拝したことは当然のことと思

回槍ヶ岳登山に向かう。この度は山の様子もすっ

われる。

かりわかっているので、容易に坊主の岩小屋に着

また同行 18 人の氏名を記した記録も残ってい

き、先年岩壁に書き残した名号を拝して、そこに

る。文政 7 年（1824 年）8 月、笹島より第 4 回登

泊まった。翌日は天気晴朗、いよいよ多年の宿題

山。村人 66 人と登山路の道標とする石仏（登山

を果たすべく、槍の尖峰を目指して出発した。岩
文政 11 年（1828 年）播隆、3 体の仏像と
3 人の弟子とともに小倉村より、又重の案内に

路碑）及び頂上に奉納する仏像を安置すべく登山、

壁に手がかりを求め、苦心の末、ついに 7 月 20 日、

山に向かう。この度は山の様子もすっかりわかっているので、容易に坊主の岩小屋に着き、
御来迎を拝す。
「再興勧請施主名簿」には飛騨 18
初登山に成功した。山頂に岩を集めて祠を作り、

代群代芝源正盛も名を連ねている。地元村民の協
3 体の仏像を安置し、槍ヶ岳開山を成した。
した名号を拝して、そこに泊まった。翌日は天気晴朗、いよいよ多年の宿題を果たすべく、
力奉仕はもとより、各地からこの事業に協力寄進

天保 4 年（1833 年）8 月、播隆、弟子 5 人とと

て出発した。岩壁に手がかりを求め、苦心の末、ついに
7 月 20 日、初登山に成功した。山
した人々は百名にもおよび、いかに播隆の活動範
もに又重の案内で、第 3 回槍ヶ岳登山。8 月も末
を作り、３体の仏像を安置し、槍ヶ岳開山を成した。
囲が広かったかを物語っている。
ともなると、高山の朝夕はすでに氷が張るほどの
播隆は、笠ヶ岳参詣道を整備し、再興を果たし

寒さになる。播隆は弟子達のことを心配して全員

たが、山頂で拝した御来迎に大きな影響を受けた。

下山させ、一人岩小屋で勧行。里では、寒くなっ

天保 4 年（1833 年）8 月、播隆、弟子
5 人とともに又重の案内で、第 3 回槍ヶ岳登山。8
そして、目前にある日本アルプスの王座と謳われ
たのにまだ播隆が下山しないので、弟子達は心配

月

ている槍ヶ岳の尖峰を目にして、近い将来槍ヶ岳
して又重に相談した。彼も今更のごとく驚いて、
高山の朝夕はすでに氷が張るほどの寒さになる。
播隆は弟子達のことを心配して全員下山
登山の決意を、胸中深く秘めたことは想像に難し
くない。

さっそく登山したところ、衰弱著しい播隆を発見

勧行。里では、寒くなったのにまだ播隆が下山しないので、弟子達は心配して又重に相談し
し、又重に背負われて下山した。

天保 5 年（1834 年）6 月、播隆、又重の案内で、
とく驚いて、さっそく登山したところ、衰弱著しい播隆を発見し、又重に背負われて下山

播隆上人の槍ヶ岳開山

第 4 回槍ヶ岳登山。山頂を平らにし、新たに木造

文政 9 年（1826 年）播隆、又重とともに第 1

の祠を設置し、先年納めた 3 体の仏像に 1 本加え

天保 5 年（1834 年）6 月、播隆、又重の案内で、第
4 回槍ヶ岳登山。山頂を平らにし、新
回槍ヶ岳登山、小倉村馬口の大日堂を出立して、
安置。それら四尊をもって槍ヶ岳寿命神（やりが
大滝山までは飛州新道を通る。
置し、先年納めた

たけじゅみょうじん）とした。現在、同様の軸が
3 体の仏像に 1 本加え安置。
それら四尊をもって槍ヶ岳寿命神（やりがたけ

大滝山から蝶ヶ岳へ向かい、蝶ヶ岳から常念岳

ほかに 4 幅確認され、いずれも長野県内にある。

とした。現在、同様の軸がほかに 4軸の字体は旧体で、
幅確認され、いずれも長野県内にある。軸の字体は旧体
へ向かう尾根を辿り、途中熊倉沢（現槍見沢）を
「个」は「カ」あるいは「コ」

下り梓川へ出て、槍沢への道をとった。
と読み、現在では「ヶ」という表記が当て字とし
あるいは「コ」と読み、現在では「ヶ」という表記が当て字として用いられる。上方中央に
槍沢をつめた台上に天然の岩屋があり、ここを

て用いられる。上方中央に槍ヶ岳寿命神、下方右

登頂ルート探索の基地とした。（後年、坊主の岩

から南無文殊師利菩薩、南無釈迦牟尼如来、南無

方右から南無文殊師利菩薩、南無釈迦牟尼如来、南無阿弥陀如来、南無観世音菩薩の四尊を

となった播隆独自の軸である。
小屋と呼ばれる。
）播隆の第一回槍ヶ岳登山は、
記録や伝承によると、又重と二人だけのように伝

阿弥陀如来、南無観世音菩薩の四尊を配し、神仏
が一体となった播隆独自の軸である。

えられているが、実際には槍ヶ岳付近に精通して
いる猟師を同行させたのではないかと思われる。
大岳（大滝山）までは飛騨新道がほとんど開かれ
ていたため容易であるが、それから先は地形が複
雑で、谷川の渡渉があり、また赤沢の岩小屋、と
くに坊主の岩小屋を槍ヶ岳登山の泊まり場とした
ことは、又重の他に猟師などの計画のもとになさ
れたものであろう。一行はこの岩屋に泊まって、
晴れた日には槍の肩付近まで登った。そして、第
一回の登山には、峻嶮な岩峰に直ちに登る試みを
おさえ、細心の偵察だけにとどめた。播隆は頂上
を極めることは他日を期することとして、無事小
倉村に下山した。
文政 11 年（1828 年）播隆、3 体の仏像と
3人
「鎗ヶ嶽壽命神」
個人蔵
「鎗ヶ嶽壽命神」
軸装 個人蔵軸装松本市アルプス山岳館展示

の弟子とともに小倉村より、又重の案内にて第 2

松本市アルプス山岳館展示

播隆はさらに槍の岩壁に一般参詣者が楽に登れるように藁の綱をつけようと考えた。この
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供養のとき、仏像の手などにかけて引く網。仏にすがる意味も持つ「善の網」と名付ける。

は架けられ、全体の長さは 70 間（約 130ｍ）となった。7 月 6 日、西鎌屋根より笠ヶ岳へ縦

播隆上人の槍ヶ岳開山と飛州新道（穂苅康治）

播隆はさらに槍の岩壁に一般参詣者が楽に登れ

去ル末ノ夏、飛州迦多賀嶽ヨリ遥ニ見エケレ

るように藁の綱をつけようと考えた。この網を本

ハ、一度参詣イタサハヤト思ヒ居タル鎗ヶ嶽

尊の開帳や供養のとき、仏像の手などにかけて引

モ、宿縁ノ花開ケタル

く網。仏にすがる意味も持つ「善の網」と名付け

穂先ヨリ深谷ヲ遥ニ隔チ、雲ニ聳ヒテ高々タ

る。槍の穂十か所に綱は架けられ、全体の長さは

ル迦多賀嶽ヲ詠ムレハ、先年勧請ノ御仏モ在

70 間（約 130m）となった。7 月 6 日、西鎌屋根

スニ、当山ヨリ直渡ニ再参イタサント思ヒ立

より笠ヶ岳へ縦走、阿弥陀様に出会う（ブロッケ

テ向ヒケルニ、野口蒲田ノ谷ノ峰ノ取合、亦

ン現象）
。8 月 12 日、53 日間の参籠を終え、下山。

金木戸谷ノ水ホシ、鎗ニ続キシ峰十六ヲ越エ、

善の綱には大量の藁が必要であった。藁を庄屋宅

草ヲ踏フセ、ハイ松ノシケキヲ分テ、迦多ノ

に貰いにいったが、前年は凶作で藁の出来が悪

尾ニツトフテ登り、漸々七夕ノ前日申ノ半刻

かったので、2 年前のものをもらったのである。

ニ至リテ、頂上仏前ニ拝礼ヲ遂、日没、西海

天保の飢饉は、享保・天明と共に三大飢饉といわ

ノ落日ヲ拝テ、四方ノ景色ヲ詠ムルニ、南方

れ、天保 3 年より 8 年まで長期にわたったので、

ノ空、眼上ニ光明耀キタマヒテ、阿弥陀仏御

農民の生活は惨状をきわめた。播隆は藁をもらっ

出現マシマセハ、未曾有ノ心、難有拝礼ヲ遂

たお礼と無事に下山した報告をかねて、26 日に

奉テ、ツクツク御尊容ヲ拝シ奉ルニ、其丈

提供者、野沢村の庄屋

八九尺斗リ也、亦大円光ノ内輪ハ、白光色、

務台景那を訪れ、また出

開闢イタシ、亦鎗ノ

家した庄屋の弟のいる真元僧庵へも立ち寄った。

中輪ハ一面紫光色ナリ、雲上ヲ照リ耀キタマ

松本市内の玄向寺には播隆が槍ヶ岳から縦走

フ金体ヲ拝シ奉リ、亦如来ノ後ノ方ハ、谷深

し、笠ヶ岳で体験した御来迎（ブロッケン現象）

クシテ中尾村アリ、其此村ノ空上ニ、山顚ナ

の様子を詳しく記した『三昧発得記（さんまいほっ

リノ形ナル雲山アリ、其色ハ青黒キ色ナリ、

とくき）
』が残されている。登拝信仰を確立した

其霊山高根ノ前ニアリテ立タマフ全体ノ、御

念仏講を組織していた。
播隆は富士講、御岳講のような槍ヶ岳念仏講を組

足ノフシヨリ下モ雲ニ添トイヘトモ、千輻輪

織していた。

マテ明カニ拝シ奉テ、歓喜ニスキヌレハ、岩
上ニ暫ク打伏シ、頭ヲアケテ見レハ、元ノ虚
空トナリニケリ、
天保五午年八月

念仏行者

播隆書之

天保 6 年（1835 年）6 月 22 日、真元僧庵に招
かれて説法会をおこなう。
6 月 24 日、播隆、又重の案内で弟子 4 人とと
もに第 5 回槍ヶ岳登山。播隆、弟子 1 人を伴い飛
騨沢を下り蒲田に向かう。飛州新道の開設にあ
たって播隆は椿宗和尚を通じて飛騨代官所への許
可について仲介を依頼していたと言われ、今回の

播隆上人筆「三昧発得記」
軸装 天保 5 年(1834) 玄向寺蔵
播隆上人筆「三昧発得記」 軸装
天保 5 年（1834） 玄向寺蔵

新道開通にあたって、椿宗和尚へのお礼を兼ねて
の本覚寺訪問の飛騨入りであったと推定される。

播隆は播隆窟に
53 日間にわたって山籠（さん
10 月 3 日、播隆、野沢村庄屋 務台景邦の弟
に 53 日間にわたって山籠
（さんろう）
し、天候の良いときにしばしば槍ヶ岳山頂へ参拝した。

ろう）し、天候の良いときにしばしば槍ヶ岳山頂
景満、又重倅亀吉ら 8 人、牛首（冷沢）にて冬ご
槍ヶ岳の西鎌尾根から樅沢岳・双六池・大ノマ乗越・抜戸岳を経て笠ヶ岳まで縦走し、先年に
へ参拝した。その間、播隆は槍ヶ岳の西鎌尾根か

もりの小屋がけに出立。悪天候のため翌日下山す

ら樅沢岳・双六池・大ノマ乗越・抜戸岳を経て笠ヶ

るも、猛吹雪と厳しい寒さのため、播隆は凍傷に

再見した。そこで幸運にも御来迎（ブロッケン現象）を目にし、その体験を綴ったものが播隆

」として、以下のように記している。
岳まで縦走し、先年に安置した仏像を再見した。
そこで幸運にも御来迎（ブロッケン現象）を目に

かかり、足の指を 2 本失う。野沢村庄屋宅で 20
日ほど療養、その後 9 か月間、上長尾阿弥陀堂に

し、その体験を綴ったものが播隆の「三昧発得記」

て療養。
州迦多賀嶽ヨリ遥ニ見エケレハ、一度参詣イタサハヤト思ヒ居タル鎗ヶ嶽モ、宿縁ノ花開ケタ
として、以下のように記している。

天保 7 年（1836 年）3 月、上長尾村

、亦鎗ノ穂先ヨリ深谷ヲ遥ニ隔チ、雲ニ聳ヒテ高々タル迦多賀嶽ヲ詠ムレハ、先年勧請ノ御仏

播隆の六

字名号碑を平福寺に建立。7 月 23 日、流言のた

ヨリ直渡ニ再参イタサント思ヒ立テ向ヒケルニ、野口蒲田ノ谷ノ峰ノ取合、亦金木戸谷ノ水ホ

峰十六ヲ越エ、草ヲ踏フセ、ハイ松ノシケキヲ分テ、迦多ノ尾ニツトフテ登り、漸々七夕ノ前
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リテ、頂上仏前ニ拝礼ヲ遂、日没、西海ノ落日ヲ拝テ、四方ノ景色ヲ詠ムルニ、南方ノ空、眼

マヒテ、阿弥陀仏御出現マシマセハ、未曾有ノ心、難有拝礼ヲ遂奉テ、ツクツク御尊容ヲ拝シ
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め上長尾村阿弥陀堂を去り美濃に向かう。

の釈迦文仏を安置す。初め其尊像、奉持荷担

播隆はかねてから中田又重らの勧めによって、

して、百間の鎗岩を登りつる時、尊像の相好

槍ヶ岳登拝者の安全を図るために、鉄鎖をかける

より、御汗を流したまふを拝し奉るもの、み

ことを計画していた。鉄鎖の資金を得るため、播

な奇異の思ひをなせり。かかる霊験を顕した

隆の槍ヶ岳開山について版木を刷って配り、世間

まふなれば、いよいよ末世利物の前表ならむ

の人に知ってもらおうと考え、信濃において又重

と、共に歓喜の涙をながしつ。

と共に熱心な播隆の信徒であり、登山にも同行し

八月朔日、本尊安置の供養をなさんと、兼て

ていた信濃国松本新橋の大阪屋佐助が「信州鎗嶽

麓の村へ告げおきぬが、其日に至り、松本新

畧縁起」を印施した。「信州鎗嶽畧縁起」は播隆

橋の佐助、並びに又重郎二人登山の刻、蝶が

が天保 5 年の第 4 回槍ヶ岳登山で「善の綱」をつ

嶽といへるまで登り、遥に鎗ガ嶽を詠むれば、

けたときの様子を書いた文である。以下に紹介す

空より五色の光り糸のごとくに降り、鎗岩の

る。

根まで照し、半時ばかりにして消ぬるを拝せ
しとて、ますます随喜称歎しつ。かくて八朔
抑々信濃国鎗ガ嶽は、名だたる高山にして、

に供養を修し、二仏二菩薩安置の霊場とはな

麓は飛騨・信濃両国にまたがり、峨々として

しぬ。

雲に聳ゆ。登ること十里ばかり、頂上に名に

また黒鍬の平兵衛といへる者、日の出の来迎

しおふ鎗岩あり、其高さ凡そ百間なり。此頂

を拝せんとて、八月六日の払暁に、頂上に登

上は、往昔より踏登りたる人なしと。

り、日光を拝し、また北方の空中を瞻仰すれ

爰におゐて、余発願して、去る文政十一年戊

ば、径り四五間許りの円光を現ず。されど本

子の秋、はじめて頂上にのぼり、銅像の阿弥

尊は見えたまはずと。これ罪障の雲覆へるゆ

陀如来、同じく観世音菩薩、木像の文珠大士

ゑならんか。

の三尊を安置し奉る。しかるに、頂上直立の

さて此頂上より十二三丁下りて、岩窟あり。

鎗岩なれば、余踏ひらきたるのみにして、尋

修造して諸人参籠通夜の室にせんと欲すれど

常の人、絶て登るべき便りなし。しかれば、

も、力微にして、いまだ成就せず。もし余が

安置せし尊像の結縁も空しく、労して功なき

露命消しなば、後に有力の衆、営造したまわ

に似たり。

んことを庶冀す。山頂開闢の志願成就して、

是を以て、今玆天保五年午の夏、再び勇烈の

八月中の二日山を辞しつ。はじめ参籠せしよ

心を発し、諸人をして登山せしめんとおもふ。

り五十三日にして、累年の素顔を遂ぬ。これ

先、嶽の麓の小倉村の農夫又重郎といへる者

仏天の擁護にあらずんば、いかで速に成弁せ

の家にいたり、余が志願を告げ、六月十八日

んと、同志とともに歓喜、雨涙に黒染の袖を

鎗ガ嶽に登臨す。この頃連日の雨天なりしが、

しぼるのみ。

不思議に快晴してけり。また去年は、五穀不

冀がはくは、有縁の道俗衆等、この大業を嘉

熟なりしに、ことしはゆたかに登しとて、世

し玉ひて、山頂にのぼり、尊像を拝したまは

上も穏に聞えければ、心もやすく覚ふ。かく

んことを。登山の人々、現当二世の所願成就

て木を伐、草を刈り、道をひらき、鎗岩直立

せん。更に願くは、此功徳をもつて、普く法

七十間の間、木の鍵を結ひ合せ、善の綱と名

界に施し、諸の衆生と共に、安楽国に住生せ

けて、諸人登山のたつきとす。此におゐて、

んと。略して縁起を誌し畢。

麓の又重郎、並びに狩人弐人、産業を止め、

時は天保五年甲午八月朔日

余に助力せんとて、頂上に登りけり。又其後、

一向専修念仏行者

播隆謹言

飛騨の国の黒鍬職の者、労を助けんとて、跡
を慕ひ登山せり。此等の輩、真実至誠も色に

上記の「信州鎗嶽畧縁起」に付録として浄財を

見えければ、其等をかたらひ、峰を平げ、石

募る文が加えられた。出来上がった印刷物を持っ

をたたみ、頂上を堅三間に、横九尺の平地と

て播隆らも信飛濃などを遍歴し、浄財を集めた。

なしぬ。

「信州鎗嶽畧縁起」を配るとともに「凶作続きの

また木を彫て、方壱尺弐寸の祠を造り、銅像

世の中で、早く豊作を迎えるために少しでも多く
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の人が槍の頂上で祈ることが出来るように鎖を架

槍ヶ岳、穂高岳、焼岳周辺の山脈が墨で描かれ、

けたい。
」と話したという。篤信の人々は播隆の

松本を起点にして道筋が赤色で示され、梓川など

徳を慕い、はさみ・包丁・鎌など思い思いの喜捨

の河川や池が青色で示されている。飛州新道の小

が集まり、たちまちにして鉄鎖の鋳造ができた。

倉や上高地の上口（かみぐち）湯屋、中山道の洗

一刻も早くこれを槍ヶ岳に運び上げようと準備し

馬や本山宿といった地名も記されている。槍ヶ岳、

ていたところ、思わぬ障害に遭遇してしまう。こ

穂高岳には「仏安置」と明記されている。また、
「念

の天保 7 年は全国的に大飢饉の年であり、人心不

仏法語取雑録」という和綴の冊子の「鎗ヶ嶽仏像

穏となり、播隆が槍ヶ岳を開山して神域を汚した

安置之記」にも、文政 11 年 8 月 1 日に、穂高の

ためであるというあらぬ風評が広がり、松本藩に

最高頂に南阿弥陀仏の名号石柱基を安置したと記

よって鉄鎖 8 本が差し押さえられた。

載されている。このことより、播隆は穂高へも登っ

天保 11 年（1840 年）春、播隆は松本に来られ
各地をまわられたが、体調を崩し 7 月より松本玄
向寺にて病気療養に入られた。

たと推測できる。
播隆の初登山が 7 月 20 日であり、穂高岳初登
頂が 8 月 1 日であるので、その間は約 10 日間で

8 月、百瀬茂八郎らの尽力により、鉄鎖は松本

ある。「行状記」によると、播隆は槍ヶ岳参籠中、

藩より返還され、信者たちにより槍ヶ岳に鉄鎖が

48 日の別時念仏を勧修したとあるので、槍から

かけられ、大願成就する。9 月、玄向寺より各地

穂高への縦走をする時間的余裕はなかったであろ

を回り美濃に帰る。

う。さらにまた滝谷の難路やキレットを通過した

10 月 21 日、美濃国太田宿の林市左衛門方で大
往生。

とも到底考えられない。もし槍穂高の縦走という
大事業に成功していれば、その苦行や難行の山行
につき、何らかの記録があって然るべきと思う。

播隆穂高へも登る

従って槍ヶ岳から下山後、その足で明神池付近よ

播隆は再興登山した笠ヶ岳から、一際高く天空
に聳え立つ槍ヶ岳の尖峰に、先ず心を奪われて、

り、前穂あるいは明神岳の一角に登ったとする方
が妥当と思われる。

その開山を決意したのであるが、槍の右側に続く
穂高連峰に無関心でいられる筈はなかった。飛騨
新道をたびたび通る毎に、穂高連峰を眺めては、

中田又重と飛州新道
中田又重は、寛政 8 年（1796 年）長尾組小倉

高山に強い憧れを抱く播隆の心は、その登頂の勇
生まれ。
再興登山した笠ヶ岳から、一際高く天空に聳え立つ槍ヶ岳の尖峰に、先ず心を奪われて、その開山を
猛心に燃え、その身は奮い立っていたと思われる。
長尾組（安曇野市三郷）代々鷹巣見役を務める
のであるが、槍の右側に続く穂高連峰に無関心でいられる筈はなかった。飛騨新道をたびたび通る毎
播隆が穂高へも登ったのではないかとの推測は昔
本家「大西」に対し、分家「小西」で寺子屋の師
連峰を眺めては、高山に強い憧れを抱く播隆の心は、その登頂の勇猛心に燃え、その身は奮い立って
からなされていた。それは播隆が天保 6 年（1834
匠を務める。狩猟鉄砲も許され、鷹巣見役の傍ら
われる。播隆が穂高へも登ったのではないかとの推測は昔からなされていた。それは播隆が天保
6
年）2 月に生家の父親に宛てた書簡に同封されて
狩猟もおこなっていた。

2 月に生家の父親に宛てた書簡に同封されていたものと伝わる、
「槍ヶ岳絵図」に起因している。
いたものと伝わる、
「槍ヶ岳絵図」に起因している。
幼少の頃父を失ったが、体格が人並以上に勝れ、

学問がすきで、青年になる頃には家の蔵書をほと
んど読み尽したといわれ、25 歳頃には、村の青
年に読み書きを教えた。
文政 9 年
（1826 年）、播隆上人が案内人を求めて、
本家「大西」の中田久左衛を訪ねたが、自分が高
齢のため新宅の又重を推挙した。播隆の槍ヶ岳開
山には、いつも影の如く同行する。又重なくして
は、播隆の槍ヶ岳開山の大願成就はあり得なかっ
た。
又重は、飛騨新道の発願者、信州安曇郡岩岡村
の庄屋伴次郎等を助け、最初からその開発に協力
播隆上人作 播隆上人作
「鎗ヶ嶽絵図」
紙本彩色 紙本彩色
軸装 個人蔵
「鎗ヶ嶽絵図」
軸装

個人蔵

し、幾度か新道を往復していたので、この方面の

穂高岳、焼岳周辺の山脈が墨で描かれ、松本を起点にして道筋が赤色で示され、梓川などの河川や池

示されている。飛州新道の小倉や上高地の上口（かみぐち）湯屋、中山道の洗馬や本山宿といった地
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れている。槍ヶ岳、穂高岳には「仏安置」と明記されている。また、「念仏法語取雑録」という和綴

「鎗ヶ嶽仏像安置之記」にも、文政 11 年 8 月 1 日に、穂高の最高頂に南阿弥陀仏の名号石柱基を安
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地理に詳しかった。播隆は願っても得られない最

飛州新道開削の必要性

適な人を得て、心からよろこんだことと想像でき
松本－稲核－平井峠（安房峠）－飛騨高山

る。

山

道 25.5 里

飛州新道開削

寛政 2 年（1790 年）に平井峠コースが高山郡

成合組岩岡村の庄屋岩岡勘座衛門英信が計画

代により閉鎖され、野麦峠越えのみとなったが、
そこは御三家尾張藩の管理下にあり、荷物輸送に

し、2 代目伴次郎英総が実行に移す。
文政 1 年（1818 年）、成相組岩岡村庄屋 2 代目

は不向きであった。

伴次郎英総、小倉村庄屋嘉長次を訪ね、協力を要

富山－糸魚川ルートと飛騨新道と比較すると、25

請。

里ほど短縮され、信州人の好きな魚介類の運送に

文政 3 年（1820 年）、2 代目伴次郎

春

松本

も好都合。
松本から高原郷は、野麦峠だと 38 里、飛州新

藩へ新道開削願い提出。
中田又重、2 代目伴次郎、平瀬村直吉の名代 2

道を使うと 14 里。

名と高山支配所への「新道開削願い」の願人協力

さらに、松本では、文化 13 年（1816 年）に等々

要請に出かけるも、協力者は現れなかったが、松

力孫一郎ら 10 か村の指導者が協力して拾ヶ堰と

本領内の開削をはじめる。

いう延長 15km の用水路を 3 か月の工期で完成さ

10 月 10 日より、小倉村馬口から開削工事着工。

せ、6 百町歩の農地を安曇野に生み出している。
（10

文政 4 年（1821 年）2 代目伴次郎、小倉村に労

か村の協力でできた用水なので、拾ヶ堰と呼ばれ

力提供を要請、庄屋、組頭、又重ら熟慮の上、村

ている）

のためになる道ということで、3 月 3 日より村方

飛騨で慢性的に不足している米を松本から供給

一同道つくりに励み、馬口から 1 里奥のあきんど

し、松本で不足している海産物を飛騨経由で運ぶ

岩まで完成。

事を計画した。

文政 5 年（1822 年）、高山支配所へ願書提出の
ため、又重、2 代目伴次郎、直吉を案内し飛州新

参考・引用文献

道開削予定地を通り高山へ。

1） 播隆祭実行委員会発行「パンフレット」引用，
2007 年

野麦峠を越えてきた成合組本村七右衛門、松本
伊勢町飛騨屋平三郎と玉屋伊兵衛卓宅で落ち合

2） 市立大町山岳博物館発行「播隆・槍への道程
－ 善 の 網 を た ど れ ば － 」P.23 ～ 29 引 用，

い、願書を高山支配所に提出するも無視され、説

2005 年

明もなかった。
文政 7 年（1824 年）、飛州新町、小倉馬口より

3） 川上岩男「播隆上人の上宝での足跡とその調
査」P.14，15 引用，2015 年

上口まで完成。又重、開通した飛州新道の見立て

4） 安田成隆「山岳仏教と念仏行者播隆上人」一

案内を務める。

心寺

文政 13 年（1830 年）3 月、2 代目伴次郎、本

5） 富山市大山歴史民俗資料館企画展「播隆

村丸山七左衛門、上口に湯屋開業。

笠ヶ岳再興」P.5 引用，2008 年

天保 5 年（1834 年）、本覚寺住職椿宗の協力に
より伴次郎や飛騨、信州の村の飛州新道開削願い

6） 三 郷 村 教 育 委 員 会「 善 の 綱 」P.81.82 引 用，
1997 年

が、高山支配所に受理される。飛騨側の開削費用

7） 中島正文「播隆上人の生涯と槍岳開山」山と

の負担をすることが条件。
天保 6 年（1835 年）、高山群代大井帯刀

渓谷，参考，1950 年

新道

8） 岐阜県美濃加茂市教育委員会「美濃加茂ふる

開削願いを幕府勘定書に提出。

さとファイル NO7・播隆」P.3 引用，1998 年

6 月 17 日 新 道 開 削 許 可 が お り る。8 月 11 日、
竣工。

P.33 引用，1970 年

9） 穂苅三寿雄，穂苅貞雄「槍ヶ岳開山播隆

増

訂版」株式会社大修館書店，P.7，64 ～ 129，
137 引用，1997 年
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10）三郷村誌編纂会「三郷村誌Ⅰ」三郷村教育委
員会，参考，1980 年

人がこの素晴らしい風景に出会うことが出来てい
る。改めて感謝の想いが湧いてくる。そして、播

11）三郷村誌編纂委員会「三郷村誌Ⅱ

第二巻

歴史編上」三郷村誌刊行会，参考，2006 年
12）務䑓丈彦「西務䑓家史」参考，1992 年

隆上人の存在や功績を多くの人に伝えていきたい
という気持ちが一層と強くなった。
この寄稿は 2015 年 12 月 19 日（土）開催の第

13）「岳人」（1979 年 11 月号）山と渓谷，写真引
用

35 回雲南懇話会で講演した内容に基づき、作成
したものである。この寄稿をまとめるにあたって、
息子夫婦が協力を申し出てくれた。私の祖父・三

あとがき

寿雄が槍ヶ岳に山小屋を設立してから、今年で

毎年 9 月上旬、槍ヶ岳山荘では播隆上人を偲び、

穂苅康治

100 年を迎える。この記念すべき年に息子・大輔

播隆祭を毎年開催している。初登頂から 150 年の

が山荘経営を継ぎたいと東京から戻ってきたの

節目となった 1979 年に第 1 回目目が催され、今

だ。彼らも播隆上人の偉業を知り、魅力を感じて

年（2017 年）で第 39 回目を迎えた。今年は天気

くれたことを非常に嬉しく思う。

にも恵まれ、いつか播隆上人も見たブロッケン現

最後に、播隆上人について多くの人に知っても

象や、雲海に浮かぶ笠ヶ岳の姿も見ることが出来

らえる機会を与えていただいた、雲南懇話会代表

た。播隆上人の槍ヶ岳開山という偉業があったか

安仁屋政武筑波大学名誉教授、代表幹事の前田栄

らこそ、槍ヶ岳は誰でも登れる山となり、多くの

三氏に、感謝申し上げます。

第 1 回播隆祭の様子（1979 年 9 月 8 日）

第 1 回播隆祭の様子（1979 年 9 月 8 日）
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窟に 53 日間にわたって山籠（さんろう）し、天候の良いときにしばしば槍ヶ岳山頂へ参拝した。
勧請施主名簿」には飛騨 18 代群代芝源正盛も名を連ねている。地元村民の協力奉仕はもとより、
後期の念仏行者 播隆がその修行の道中、日本山岳史上に遺した功績は輝かしいものがある。
文政
迎えるために少しでも多くの人が槍の頂上で祈ることが出来るように鎖を架けたい。
」と話したと
は槍ヶ岳の西鎌尾根から樅沢岳・双六池・大ノマ乗越・抜戸岳を経て笠ヶ岳まで縦走し、先年に
の事業に協力寄進した人々は百名にもおよび、いかに播隆の活動範囲が広かったかを物語っている
～1830 年）に於ける伊吹山禅定、文政 11 年(1828
年)の槍ヶ岳開山、そして開山のその足で行った
の人々は播隆の徳を慕い、はさみ・包丁・鎌など思い思いの喜捨が集まり、たちまちにして鉄鎖の
を再見した。そこで幸運にも御来迎（ブロッケン現象）を目にし、その体験を綴ったものが播隆
。それらの偉業は播隆ひとりの力で行われたのではない。播隆を支えたのは当時の民衆の願い、祈
記」として、以下のように記している。 た。一刻も早くこれを槍ヶ岳に運び上げようと準備していたところ、思わぬ障害に遭遇してしまう
播隆は、笠ヶ岳参詣道を整備し、再興を果たしたが、山頂で拝した御来迎に大きな影響を受けた
。
7 年は全国的に大飢饉の年であり、人心不穏となり、播隆が槍ヶ岳を開山して神域を汚したためで
目前にある日本アルプスの王座と謳われている槍ヶ岳の尖峰を目にして、
近い将来槍ヶ岳登山の決
ヒマラヤ学誌 No.19 2018
あらぬ風評が広がり、松本藩によって鉄鎖
8 本が差し押さえられた。
州迦多賀嶽ヨリ遥ニ見エケレハ、一度参詣イタサハヤト思ヒ居タル鎗ヶ嶽モ、宿縁ノ花開ケタ
深く秘めたことは想像に難しくない。
シ、亦鎗ノ穂先ヨリ深谷ヲ遥ニ隔チ、雲ニ聳ヒテ高々タル迦多賀嶽ヲ詠ムレハ、先年勧請ノ御仏
天保 11 年（1840 年）春、播隆は松本に来られ各地をまわられたが、体調を崩し 7 月より松本玄
ヨリ直渡ニ再参イタサント思ヒ立テ向ヒケルニ、野口蒲田ノ谷ノ峰ノ取合、亦金木戸谷ノ水ホ

気療養に入られた。
シ峰十六ヲ越エ、草ヲ踏フセ、ハイ松ノシケキヲ分テ、迦多ノ尾ニツトフテ登り、漸々七夕ノ前
8 月、百瀬茂八郎らの尽力により、鉄鎖は松本藩より返還され、信者たちにより槍ヶ岳に鉄鎖がか
至リテ、頂上仏前ニ拝礼ヲ遂、日没、西海ノ落日ヲ拝テ、四方ノ景色ヲ詠ムルニ、南方ノ空、眼

願成就する。9 月、玄向寺より各地を回り美濃に帰る。
タマヒテ、阿弥陀仏御出現マシマセハ、未曾有ノ心、難有拝礼ヲ遂奉テ、ツクツク御尊容ヲ拝シ
10 月 21 日、美濃国太田宿の林市左衛門方で大往生。
八九尺斗リ也、亦大円光ノ内輪ハ、白光色、中輪ハ一面紫光色ナリ、雲上ヲ照リ耀キタマフ金体

亦如来ノ後ノ方ハ、谷深クシテ中尾村アリ、其此村ノ空上ニ、山顚ナリノ形ナル雲山アリ、其色

リ、其霊山高根ノ前ニアリテ立タマフ全体ノ、御足ノフシヨリ下モ雲ニ添トイヘトモ、千輻輪マ

奉テ、歓喜ニスキヌレハ、岩上ニ暫ク打伏シ、頭ヲアケテ見レハ、元ノ虚空トナリニケリ、
播隆上人肖像画
富山県 播隆上人像
播隆上人肖像画
富山県 播隆上人像
天保五午年八月
念仏行者

播隆書之

笠ヶ岳から見える槍ヶ岳 藤田邦子氏 撮影
笠ヶ岳から見える槍ヶ岳 藤田邦子氏 撮影
戸時代後期、天明 6 年（1786 年）に越中国河内村（富山県富山市河内）で生まれた。父は中村佐
播隆穂高へも登る

信）、播隆は二男一女の次男であった。兄の「隆観」は家業の農業と道場を継ぎ、姉の「さき」は

屋治兵衛に嫁いだ。

播隆上人の槍ヶ岳開山

時代から学問が好きで、村の古老の話では、山に炭焼きの手伝いに行けば灰の中に、河原に行けば

文政 9 年（1826 年）播隆、又重とともに第１回槍ヶ岳登山、小倉村馬口の大日堂を出立して、
絶えず手習いをしたと伝えられる。農家の次男として少年の頃から青年時代までは、ありふれた平

していたものと思われるが、その記録は残っていない。
は飛州新道を通る。

大滝山から蝶ヶ岳へ向かい、蝶ヶ岳から常念岳へ向かう尾根を辿り、途中熊倉沢（現槍見沢）を下

代のある時期に故郷を出ると、その後の生涯で一度も故郷に戻ることはなかった。家は浄土真宗
て、槍沢への道をとった。

、上方（京都、大阪）、尾張（名古屋）の各宗寺院を遍歴した後、浄土宗の僧侶となった。播隆の
槍沢をつめた台上に天然の岩屋があり、ここを登頂ルート探索の基地とした。（後年、坊主の岩小

心は当時の宗教界に馴染まず、修行の場を山岳（修験道）に求め、各地の深山幽谷で念仏行を実践
る。）播隆の第一回槍ヶ岳登山は、記録や伝承によると、又重と二人だけのように伝えられている
槍ヶ岳から見たご来光
穂苅康治 撮影
槍ヶ岳から見たご来光
おける播隆の足跡は伊吹山禅定、笠ヶ岳再興、槍ヶ岳開山、穂高岳登拝と山岳史の上に輝かしい功
は槍ヶ岳付近に精通している猟師を同行させたのではないかと思われる。大岳（大滝山）までは飛
槍ケ岳から見た穂高連峰 穂苅康治 撮影
槍ケ岳から見た穂高連峰
。

とんど開かれていたため容易であるが、それから先は地形が複雑で、谷川の渡渉があり、また赤沢

7
らの修行だけに生きた念仏行者ではなく、里にあっては念仏の普及に努め、
分かり易く教えを説き、

とくに坊主の岩小屋を槍ヶ岳登山の泊まり場としたことは、又重の他に猟師などの計画のもとにな

生きた聖（民間宗教者）の一人であった。登拝信仰を確立して槍ヶ岳開山を成し、念仏講の人々を 9

いた。

であろう。一行はこの岩屋に泊まって、晴れた日には槍の肩付近まで登った。そして、第一回の登

嶮な岩峰に直ちに登る試みをおさえ、細心の偵察だけにとどめた。播隆は頂上を極めることは他日

範囲は、尾張、三河、美濃、飛騨、信濃、山城、摂津、和泉、越前、江戸と広範であった。

ととして、無事小倉村に下山した。
1

5
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播隆上人の槍ヶ岳開山と飛州新道（穂苅康治）

Summary
Saint Banryu and his Opening of Mt. Yari (Yarigatake),
Northern Japan-Alps
Koji Hokari
President,‘Yarigatake-Sanso’Group

There is a monument of Walter Weston at Kamikochi in Shinshu, whose name is widely known by many
people as the early days climber of Yarigatake (3180 m), the fifth highest mountain in Japan, located in the
Northern Japan-Alps.
There was a Japanese who climbed Yarigatake before him, though. His name is Saint Banryu, a
Nenbutsu (prayer to Buddha)-chanting priest, about who I want many people to know. He succeeded in
the first climb of Yarigatake in 1828, and made it a place for religious worship by setting up a small shrine
with a statue of Buddha inside on the mountaintop. He climbed this mountain five times, thereby guiding
many people to Yarigatake.
Those great achievements couldn’t have been accomplished by the power and effort of himself alone: he
was supported by common people in those days.
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