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特集① 特別展「蝦夷の赤い甕 ―最強の蝦夷
で蝦夷の謎 に迫る
は和:野 ‖にいた 一」

わがかわ
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特別展「蝦夷の赤 い甕 ―最強の蝦夷は和賀川 にいた 一」で蝦夷の謎 に追 る
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展示会場 には市内をは じめ、各地で出土 した赤彩球胴甕がズラ リと大集合

謎 の蝦 夷 の 赤 い 土 器

!

ります。

私 たちが住む岩手県北上市 に流れ る和賀川 は、

この土器 が さかんに作 られた ころ、 この地域

北上川最大の支流 です。 この流域の 1250年 ほど前

に住 んでいた人は、中央の京政権 (平 城京 〜平安

の村 の跡 を発掘調査する と、赤 く塗 られた球形 を

京の政権 )か ら蝦夷 と呼ばれてい ました。 この赤

した丸 い甕 (赤 彩 球胴甕 )が 多 く見 つ か ります。

い土器も蝦夷が作 ったものだったのです。

この甕 が出土する遺跡は宮城県北部か ら岩手県北

赤 い 土器 とそれ を作 った蝦夷、何 を意 味 して

部 に分布 してい ますが、その出上の 中心は和賀川

い るので しょうか。 11月 1日 か ら 3月 7日 まで開

流域 です。また、遠 く東京都多摩市か らも見つか

催 した この特別展 では、その謎 に挑 みました。
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器 です。赤い顔料 の主成分は酸化鉄で、焼 く前 に

む つ の くに

大きな戦い 〜陸奥国38年戦争

塗 られ ます。 日の部分 は縦方向の 条 線 を内外面

赤彩球胴甕がさかんに作 られてい た 8世 紀後半

に、胴は外面全面 に施 され ます。 この ような赤彩

か ら 9世 紀初頭 にかけて、 この地域 を舞台に日本
を揺 るがす大きな戦 いがあ りました。それは、京

土器 は、他に類例 がな く、 この地域独特の もので
す。赤 く塗る ことに実用的な効用は無 いので、何

政府 と当時蝦夷 と呼ばれたこの地域の人 々 との間

かの祭祀 に用い られた呪術的な意味があった土器

の38年 間 にわたる戦 いで した。 この戦い は、蝦夷

と考 えられます。

の族長阿三流為 と政府軍の名将坂上田村麻呂の英
雄謂 として、い までも小説や漫画な どの題材 に多
く取 り入れ られてい ます。陸奥国38年 戦争 とも呼
ばれるこの戦 いの結末 は、教科書な どに掲載 され
ているよ うに京政府軍の勝利 と蝦夷社会 の崩壊 が
定説にな ってい ます。
この時代、文字で書かれた記録 は政府側 の もの
だ けです。そ こか ら読み解 き導 き出される答えは、
政府側 の視点以上にはなかなかなれ ません。文字
記録 を持たない蝦夷側 の視点 に立つ には、考古学

立花南遺跡出土の赤彩球胴甕

の成果 しかないのです。 ただ、残念なが ら考古学
資料 では具体的な歴史事象 についてはわか りませ
ん。今回の展示では、考古学 の成果 を文献による
歴史事象 に当てはめて、 この陸奥国38年 戦争 につ

赤 彩 球 胴 甕 とその 時代
赤彩球胴甕 の分布 には、大 きな偏 りが見 られ ま

いて新 しい解釈 を試みた と言えます。そ して、そ
の 突破 口 とな る考 古学 の資料 は 「赤彩 球胴甕」

す。突出 して多 く見 つかるのが和賀川下流域、特

と考古学者が呼んでい る、赤 く焼 き染め られた土

北両側 に多 くみ られ、 雫 石川 では南側 にみ られ

器なのです。今回の展示では、県内だ けではな く、
県外の ものを含 めて、主な赤彩球胴甕 をすべて展

ます。 また、なぜか北上盆地の南半 を飛び越えて
宮城県 の 迫 川流域 にも集 中がみ られ ます。その

示 しました。 また、合わせて この赤彩球胴甕が ど

D尺 川下流域、馬淵川中流域 に少
他、三陸沿岸、月

のよ うにして生 まれたか、そのルーツについて も

量出土 します。注 目されるのは、遠 く離れ た東京

検討 してみました。

都多摩市か らも見 つかってい ることです。

に北側 に集中 してい ます。つ ぎに豊沢川流域 の南

見 つかる場所 が限 られてい るだけではな く、年

赤 彩 球 胴 甕 とは

代も限定 されてい ます。今 か ら1250年 前あた りの

丸 く、大きく、球のような胴部を持つ器形の甕

時期に多 く見つか り、そ して 1150年 より前 にはも

形土器 を球 胴甕 と呼びます。奈良時代 の北東北

う作 られな くな ってい ます。 日本史の時代区分で

太平洋側 にこの形の甕形土器 に、独特な赤彩文様
を施すものが多数見つかっています。

い うと奈良時代 の終わ りころか ら平安時代 の初 め
のころです。その盛期はまさに「陸奥国38年 戦争」

多少のバ ラエティはあったものの、次第 に統一

の時期 と重な ってお り、蝦夷 と京政府 と長い戦 い

化 した形 と赤彩文様 になっていきます。大きく外

の真 っただ中であることがわか ります。 この年代

反する国縁部 と大きく丸 く張 った胴部の形態の土

の一致 は何 を意 味す るので しょう。戦いの軌跡 と
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赤彩球胴甕の分布もなぜか一致 します。 これにつ

―
̲」に

いて、次章か ら詳 しく見てい きます。

■ ●

̀

戦 いの始 ま りと赤 彩 球 胴 甕
北上盆地の戦 いの始 まりは、京政府 が設置 した
北方進出の拠点 「伊治 城 」 (宮 城県栗原市 )で
.1

す。蝦夷出身の役人である伊治公砦麻 呂は京政権
に坂旗 を 翻 し、京政権 の長官である按察使 を殺
し、京政権 の東北拠点である陸奥国国府 「多賀城」
を焼失させ ます (伊 治公皆麻 呂の乱)。

携1.。 〜ざ
わ。
.

多賀城碑 をイメージ した解説板がお出迎え

ても、それ以上の前進 には躊躇 したので しょう。
ぬかづか

この伊治城や、その近 くの集落遺跡 である糠塚

京にいた桓武天皇の、前線 の状況 を把握 で きない

遺跡 か ら多 くの赤彩球胴甕が出土 します。また、

ままの攻撃指令 による無謀な前進が阿三流為 を中

伊治城 の兵姑基地 であった 玉 造 柵 と推定 される

心 とする蝦夷軍 の焦土作戦 にはまり大敗 を喫 した

大崎市宮沢遺跡か らも出土 してい ます。

ことは、京政権側 の文献 にも記録 され ました。

戦 いの端緒であるこの地域 にも赤彩球胴甕 の分

従来は、胆沢川南側 の蝦夷集落が戦 いの中心地

布 の集 中がみ られることは、38年 戦争の始 まりに

とされ ましたが、果た して20年 にもわたる長期戦

和賀川流域 の蝦夷が深 く関わ っていたことを示 し

の さなか、戦場真 っ只中に拠点集落 を置 くで しょ

てい ます。

うか。やは り、赤彩球胴甕 を有する巨大集落群 が
確認されてい る和賀川北側が拠点で あ り、 ここか

長 き胆沢 の 戦 い と赤 彩 球 胴 甕

ら京政府軍が動 いたとみると政府軍 を奥 に引き寄

砦麻 呂の乱で一度 は蝦夷勢 力滞」
圧 した伊治城、

せ討 って 出る とい う作戦 をとっていた と考 える方

多賀城も、す ぐに京政権 に奪還 されて しまい ます。
このことか ら、蝦夷たちは この地に固執 しないで

が現実的です。
ピきさ1ヽ きゅうどうがめ

戦いの終わ りと赤彩 球 胴 甕

北上盆地 に撤収 した と考えられます。戦 いの中心

北上盆地での戦 いは、京政権 の征夷大将軍 ・坂

は、伊治城か ら北に50kmほ ど離れ た胆沢川南側 に
移 りました。

上田村麻 呂によって802年 に胆沢 城 (奥 州市 )、

胆沢 の戦 いは20年 近 くにわたる長期戦に移 りま

803年 に志波 城 (盛 岡市 )が 造営 され、蝦夷側 の

す。 この時期あた りか ら和賀川北側において赤彩

全面敗北で終わ った… とい うのが京政府側 の文献

球胴甕 を持つ集落が爆発的に増加 します。 しか し、 記録 か らの通説 です。では赤彩球胴甕 を通 じて見
胆沢川流域のこの日
謝ヽの遺跡か らはほとんど出土

た歴史では…なぜか志波城か ら多量の赤彩球胴甕

してい ません。 これ をどのように考えた らよいで

が見 つか ります。捕虜 にされた蝦夷が作 ったので

しょうか。京政府 が国家財政 を傾 けた征夷事業に

しょうか。 しか し、胆沢城か らは赤彩球胴甕が ま

対 して、真正面か ら戦 うのではな く、地 の利のあ

った く見 つか りません…

る北上盆地に引き込み、胆沢川流域以南 を焦土戦

また、789年 (延 暦 8)か ら20年 近 く胆沢川 を

場 とし、北上川最大 の支流 である和賀川 を最大最

挟 んで長期戦 をしていたのに、なぜたった 1年 で

終防衛 ラインとして、拠点集落 を集中 したと考 え

一気に志波城 まで作 られたので しょう。完膚なき

るのが妥当です。京政権 も北上盆地 の入 口である

までに滅ぼされたか らで しょうか。 しか し、志波

衣 川 までは前線基地 (衣 川 の三営 )ま で進出 し

城が造 られた後 も、和賀川北側 の赤彩球胴甕 を有
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する拠点集落は存続 しつづ けます。 これをどう考

江釣子古墳群 は石室 を有する古墳群 で最大 の規模

えたらよいので しょう。

です。文献 にはほとん ど登場 しませんが、最強 の

このことは、明らかに、赤彩球胴甕の蝦夷集団
と京政府側

(と

蝦夷は和賀川 にいたのです。そのもとにな ったの
が江釣子古墳群 であったとい えます。

い うより前線の坂上田村麻呂軍)

との間に何 らかの和議が結 ばれた結果 と考 えられ
ます。志波城 とい う施設は、蝦夷 と坂上田村麻呂
軍 との和議の うえに造 られた施設 といえるでしょ
つ。
た ま

せ きさいきゅうどうがめ

東京多摩市の赤 彩 球 胴甕の意義
4■ ■

今回の特別展では、東京多摩市か ら出土 した赤
彩球胴甕も借用 して展示 しました。 この土器は、

̲
̀:●

蝦夷が京政府 の支配下 に置かれて俗囚 と呼ばれ、
強制的 に関東や関西 に配置 (檸 囚の移配 )さ れた
証拠 として大きく取 り上 げられました。

和賀川流域か ら出土 した赤彩球胴甕
■ キrぅ こ う

件囚の移配 は、蝦夷の野蛮な風習 を取 りやめさ

赤色を出す原料 味 鉄鉱」

せ政府 に忠実な良民 に教化する とい う政策です。

赤彩球胴甕の赤色は、土器焼成前 に塗布 し、焼

本当にまるで奴隷のように強制移住 させ られたの

くことに より発色 させたものです。帝京大学の分

で しょうか。

析 によると、北上盆地の赤彩球胴甕で使われてい

この多摩市 の赤彩球胴甕は現地 の材料 を用いて

る顔料 は鉱物系のもの とわかってお り、赤鉄鉱だ

作 られたもので ある ことが帝京大学の分析でわか

と考 えられ ます。実 は和賀川上流にあ った和賀仙

ってい ます。 とい うことは、和賀川、も しくは豊

人鉱山は、 日本有数 の赤鉄鉱 の産地 で した。今 で

沢川、雫石川 の蝦夷 が多摩市 にいたことは間違 い

も川原で容易に赤鉄鉱 の原石 を採取できます。赤

あ りません。 しか し、戦いの象徴 である赤彩球胴

彩球胴甕 を多量に作 った和賀川流域 の蝦夷 は、簡

甕 を堂 々 と現地 で作 っているところを考 えると、

単 に取れる豊富な赤鉄鉱 を利用 したので しょう。

とて も蝦夷の習俗 をは く奪 され強制移住 させ られ
たなどとは思えませ ん。む しろ、蝦夷 の風習 を頑

今回の展示は、従来の政府側 の文献 か ら解釈 さ

なに守 ってい る印象 を受けます。私 はこうした蝦

れていた陸奥国38年 戦争 の見方 を蝦夷側 の考古資

夷 が、騎馬 ・騎射戦な どの蝦夷 の戦 い方な どを広
め武士の発生に大 きく係わ った可能性 があると考

料 か ら解釈 をした展示で した。多 くの人に来館 し
ていただ きた く、イベ ン トや学習会も企画 してい

えてい ます。

ました。 しか し、ほ とんどが コロナ禍 のためで き

え づ り ここふ ん ぐん

ず、せいぜい展示期間 を延ばす ことしかできませ

せきさいきゆうどうがめ

江釣子古墳群 と赤 彩 球 胴甕

んで した。貸 し出していただいた諸機関、個人の

和賀川北側 に赤彩球胴甕が集中する理由 として、
蝦夷の古墳 の存在 が挙 げられ ます。北東北、北海
道 に分布する蝦夷 の古墳 を調 べ ると、北上盆地 に
み られる特有の石で墓室 を造 る古墳 の分布 と赤彩
球胴甕 が多 く出土する遺跡 の分布 が一致 します。
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方々には長期の貸 し出しに快 く応 じていただきま
した。改めて御礼申し上げます。 この展示が コロ
ナ禍に負けない北上市民のシビックプライ ド醸成
の一助 になればと展示担当は期待 してい ます。
(館 長

杉本 良)

