
1 

 

律令制下における蝦夷支配と交易 
Control Over Trade with the Emishi People of the Northeastern Frontier in Ritsuryo Times 

明治大学大学院博士後期課程 五十嵐

IGARASHI

 基 善

Motoyoshi

 

 

１：はじめに －律令制国家の北方進出－ 

◇ 古代日本において、列島北辺（Northern Region of Japan）は、王権（Central Government）の政治的支配が

及ばない地域 

  ➡ 王権は未服属の集団を蝦夷（Emishi）と呼称し、服属させるべき異民族（Barbarians）として認識 

      … 中華思想（Sinocentrism）では、北狄（Hokuteki , Northern Barbarians）・東夷（Tōi , Eastern Barbarians）・

南蛮（Nanban , Southern Barbarians）・西戎（Seijū , Western Barbarians）を設定 

➡ 7世紀中期より、本格的な北方進出（Northern Aggression）が太平洋側・日本海側で開始 

  … 現在の東北地方（Tōhoku Region）・北海道（Hokkaidō）に相当する地域が対象 

➡ 8世紀から 9世紀初期にかけて、支配領域の拡大（Expansion of Rule Domain）が行なわれる 

    … 律令制支配（Rule based on Ritsuryō System）が行われる郡（Gun , Kōri , District）の設置が指標 

    ＝ 積極的な北方進出は、宝亀 5 年［774］～弘仁 2 年［811］の「三十八年戦争」期を経て、多大な疲弊

を要因として 9世紀初期に放棄 

International Environment under Ritsuryō Times 

 

◇ 蝦夷を服属させる方針は、「養老令」職員令 70大国条（Article 70 of Shikiinryō in Yōrō Ritsuryō）に規定 

    ➡ 大国条には諸国の守（Governor of Province）の職掌が列記 
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  ➡ 陸奥国（Mutsu Province）・出羽国（Dewa Province）・越後国（Echigo Province）の守に特別な職掌 

・饗 給（Kyōkyū）… 蝦夷に対する饗宴（Festa）・賜禄（Prize） 

・征 討（Seitō）… 軍事力を行使して蝦夷を征討（Conquest） 

・斥 候（Sekkō）… 蝦夷の動静を探る（Reconnoitre Emishi’s Movement） 

  ➡ 懐柔策（Concliation Policy）である饗給を基本として蝦夷の服属を進める 

    … 膨大な物資が必要 ex.米（Rice）・布（Cloth , Textile）・鉄（Iron）など 

  ➡ 強硬策（Hard-Line Policy）である征討は限定的な傾向 

    … 蝦夷の反乱 ➔ 軍事力の動員 ➔ 反乱の鎮圧、受動的な軍事行動（Passive Military Operation） 

       ex. 養老 4年［720］、神亀元年［724］、「三十八年戦争」前期（宝亀年間） 

    … 軍事力の動員 ➔ 征討軍の派遣 ➔ 蝦夷の制圧、能動的な軍事行動（Positive Military Operation） 

      ex. 和銅 2年［709］、「三十八年戦争」後期（延暦期・弘仁期） 

  ＝ 饗給・征討ともに大量の物資を必要とするが、軍事力の動員には多大な負担を伴うため、懐柔策の饗

給が基本となる 

 

 ※ 律令制国家の北方進出には、征討にみられるように侵略性（Invasive Nature）があったが、蝦夷の朝

貢が交易化していったように共存性（Coextensive Nature）もあったことは重要。本報告では、蝦夷の

朝貢（Tribute）・交易（Trade）を分析することにより、古代東北の様相を 

 

２：蝦夷の朝貢と交易 

 律令制国家による北方進出を考える際に、郡の設置による政治的な支配領域（Rule Domain）の拡大が

重要である。しかし、蝦夷の服属を示す朝貢（Tribute）は、より北方の地域からも行なわれていること

も重要である。律令制国家と蝦夷の関係は、必ずしも支配－被支配の関係にはない朝貢圏（Tribute Area）

をふまえる必要がある。 

 

(1) 蝦夷の朝貢 －交易としての性格－ 

 蝦夷は朝貢（Tribute）を行なうことにより、律令制国家に対して服属（Obedience）の意思を示す 

  ➡ 朝貢の場となったのは、陸奥国・出羽国・越後国に設置された城柵（Jōsaku , Base to Rule Emishi） 

     … 蝦夷の攻撃を防ぐための外郭施設（Protective Facilities） 

       ex. 築地塀（Wall made of solidified soil） 木柵（Wooden Fence） 土塁（Earthen Wall） 溝（Moat） 

櫓（Turrent）など 

     … 様々な政務を行なうための政庁（Government Office） 

ex. 築地塀（Wall made of solidified soil） 正殿（Main Hall） 脇殿（Hall standing nearby Main Hall） 

 ➡ 蝦夷は朝貢品を持参し、政庁の広場（Ceremony Space）で服属儀礼（Ritual of Obedience）を行なう 

    … 律令制国家は服属を確認することにより、表面的ではあっても秩序が維持（Maintenance of Order） 

➡ 服属儀礼が終わると、蝦夷に対する饗宴（Festa）・賜録（Prize）が実施 

     … 蝦夷は大量の物資（Large Quantity of Supplies）を入手することが可能 
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  ＝ 蝦夷の朝貢には大量の物資の入手が伴うため、現実的には交易としての性格があり、蝦夷は本心から服

属していない状況も想定する必要がある 

 

(2) 朝貢圏の領域 －政治的支配領域との区別－ 

 蝦夷の朝貢は、政治的な支配領域よりも広い地域から行なわれる 

 ➡ 霊亀元年（715）、蝦夷の「須賀君古麻比留」（Suga no Kimi Komahiru）らは、「昆布」（Kelp）を「年時闕

く」ことなく「先祖以来」より献上 （『続日本紀』霊亀元年 10月丁丑条） 

  ➡「国府郭下」（Provincial Capital）まで遠いため、「閇村」（Hemura , He Village）に「郡家」（Public Office）を

置くことを申請 

   … この時の国府は郡山遺跡（Kōriyama Ruins）、多賀城は神亀元年［724］の創建 

   … 閇村の場所は不明、岩手県沿岸部（Coastal Area of Iwate Prefecture）か？ 

     … 文室綿麻呂（Funya no Watamaro）の征夷では「爾薩体」（Nisatsutaimura , Nisatsutai Village）・「幣伊村」

（Heimura , Hei Village）が対象 （『日本後紀』弘仁 2年 3月甲寅条） 

  ➡ 郡家が設置されたとは考え難いが、昆布を貢納・回収する出先機関（Branch Facilities of Mutsu Province）

が置かれ、交易が行なわれていった可能性 

 ＝ 朝貢する蝦夷の地域は、史料から明確にすることは困難であるが、後述する阿倍比羅夫の北航もふまえ

ると、政治的な支配領域よりも広大な地域を想定することが必要 

 

３：北方交易システムの形成・展開 

北海道の渡嶋蝦夷（Watarishima Emishi）は、出羽国（Dewa Province）に朝貢していたが、大規模な交易が

展開していたことが注目される。秋田城（Akitajō）は交易の拠点として機能し、北方の産物を入手する

上で重要な役割を果たした。この北方交易は、中央の有力者も関与するようになり、私交易（Private 

Trade）としての性格も強めていった。北方の産物は、中央の儀式（Ceremonies of Imperial Court）に用い

られるだけではなく、有力者の威信財（Mark of Prestige）としても重要であった。 

 

(1) 阿倍比羅夫の北航 －北方交易圏の創出－ 

 7世紀中期の斉明朝、越国守の阿倍比羅夫（Abe no Hirafu）が水軍（Navy , Fleet）を率いて日本海を北上 

 ➡ 斉明 4年［658］、「粛慎」（Ashihase , Coastal Area of Okhotsk Sea）を征討、「生羆」（Brown Bear）・「羆皮」

（Brown Bear Skin）を斉明天皇に献上 （『日本書紀』斉明 4年是歳条） 

 ➡ 斉明 5 年［659］、水軍 180 艘を率いて「蝦夷国」を征討、「飽田・渟代二郡蝦夷」（Aita & Nushiro 

Emishi）・「津軽郡蝦夷」（Tsugaru Emishi）・「胆振鉏蝦夷」（Iburisae Emishi）の服属に成功、饗宴（Festa）・

賜禄（Prize from Emperor）を実施 （『日本書紀』斉明 5年 3月条） 

➡ 斉明 6 年［660］、水軍 200 艘を率いて北上、海岸に集合する「渡嶋蝦夷」（Watarishima Emishi）約

1000人と接触、渡嶋蝦夷の要請により粛慎と戦闘 （『日本書紀』斉明 6年 3月条） 

 ➡ 特に、斉明 5年［659］には「後方羊蹄」（Shiribeshi）に「政所」（Matsurigoto Dokoro , Branch Facilities）

を設置 
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  ＝ 阿倍比羅夫は軍事力を背景として、日本海側の蝦夷を服属させることに成功し、朝貢＝交易の拠点を設

置した可能性 

 

(2) 秋田城における交易 －渡嶋蝦夷との交易－ 

 秋田城（Akitajō）は出羽国北部の支配拠点であり、北方交易の窓口として重要な役割を果たす 

 ➡ 天平 5年［732］、庄内平野に置かれていた出羽柵（Dewa no Ki）が北進 

… 出羽国の成立は和銅 5 年［712］、越後国から分国、当初は庄内平野（Shōnai Plain , Yamagata 

Prefecture）を中心とする領域 

… 天平 5年［732］、出羽柵が「秋田村高清水岡」（Akitamura Takasimizuoka）に移転 （『続日本紀』天平

5年 12月己未条） 

… 天平宝字 4 年［760］、「阿支太城」（Akitajō）の名称が確認 （「丸部足人解」、『大日本古文書』編年文

書 25、269頁） 

➡ 宝亀 11 年［780］、「渡嶋蝦狄、早効 

二丹心
 

一、来朝貢献、為 

レ日稍久。」とみえ、古くから朝貢を行

なっていることが確認 （『続日本紀』宝亀 11年 5月甲戌条） 

   … 阿倍比羅夫の北航を契機として、渡嶋蝦夷の朝貢が開始されたと考えられる 

  ➡ 延暦 21 年［802］、「渡嶋狄等来朝之日、所 

レ貢方物、例以
 

二雑皮
 

一。而王臣諸家競買 

二好皮 

一、所
 

レ残

悪物、以擬進 

レ官。」という状況 （『類聚三代格』延暦 21年 6月 24日官符） 

     … 秋田城での交易の大規模化がうかがえ、「王臣諸家」（Central Influential）による私交易化 

  ➡ 弘仁元年［810］、陸奥国気仙郡（Kesen District of Mutsu Province）に「渡嶋狄」約 200人が来着するが、

「当国所管」ではないとの理由で対応されず （『日本後紀』弘仁元年 10月甲午条） 

     … 渡嶋蝦夷は出羽国の所管、渡嶋蝦夷は交易ルートの拡大を図る？ 

 ＝ 日本海側の北方交易は出羽国が所管し、8 世紀には秋田城を窓口として大規模化していくが、北方の産

物を求めて中央の有力者が進出 

 

(3) 出羽国が入手する交易品 －皮・馬－ 

 蝦夷の朝貢＝交易により、貴重な北方の産物を入手することが可能となった 

 ➡ 渡嶋蝦夷との交易では、「雑皮」（Various Skin）が主要な交易品 

     …「渡嶋狄等来朝之日、所 

レ貢方物、例以
 

二雑皮 

一。」（『類聚三代格』延暦 21年 6月 24日官符） 

     … 出羽国の「交易雑物」は、「熊皮」（Bear Skin）20張、「葦鹿皮」（Sea Lion Skin）・「独犴皮」（Earless 

Seal Skin , Sea Otter Skin or Northern Wild Dog Skin）は入手した数量 （『延喜式』民部下） 

  ➡ 養老 2 年［718］、出羽・渡嶋蝦夷が「馬千疋」（1,000 Horses）を貢納（『続日本紀』養老 2年 8月乙亥条） 

     …「千疋」は多すぎるので、本来は「十疋」（10 Horses）であった可能性も 

 ＝ 出羽国が入手する交易品は、史料からは毛皮・馬が確認でき、主に渡嶋蝦夷から入手していたことが想

定される 
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(4) 陸奥国が入手する交易品 －皮・昆布・馬・鷲羽－ 

 陸奥国が入手する交易品は、出羽国とはやや異なることが特徴 

➡ 陸奥国の「交易雑物」は、皮・砂金・昆布の 3種類 （『延喜式』民部下） 

  …「葦鹿皮」・「独犴皮」は出羽国と同じく入手した数量 

  …「砂金」（Gold Dust）350両、約 13kg、陸奥国は屈指の産金国 

  …「昆布」600斤・「索昆布」600斤・「細昆布」1,000斤、1斤は 600g 

 ➡ 8世紀より陸奥国は中央に「馬」（Horse）を貢進する 

     … 天平 6年［734］には「自 

二陸奥国
 

一進上御馬肆疋」（天平 6年度「尾張国正税帳」）、天平 10年［738］

には「従陸奥国進上御馬」（天平 10年度「駿河国正税帳」）、蝦夷との交易で入手した可能性 

   … 陸奥国からの馬は品質が良く、これ以降も貢進は継続されていく 

 ➡ 長和 3年［1014］、鎮守府将軍の平維良（Taira no Koreyoshi）が北方の産物を献上 

     … 藤原道長（Fujiwara no Michinaga）に「馬」20疋・胡籙・鷲羽（Eagle Feather）・砂金・絹・綿・布な

ど （『小右記』長和 3年 2月 7日条） 

  ＝ 陸奥国でも北方との交易を行なっており、出羽国とは異なる品目（昆布・馬・鷲羽）であることが特徴であり、

交易相手が異なることに起因する可能性 

 

４：交易の果たした役割 －秩序の維持機能－ 

 律令制国家と蝦夷の関係は、交易が円滑であれば安定するという特徴がある。しかし、交易上でトラ

ブルが発生すると、軍事行動に発展するなど、不安定な状況を生み出すことになった。このように、律

令制国家が蝦夷支配を安定化させるためには、軍事力だけではなく、交易を円滑に進めていくことも需

要な要素であった。 

 

(1) 蝦夷反乱と交易の関係 －『菅家後集』にみえる認識－ 

 蝦夷の反乱をめぐっては、律令制国家の北方進出に対する抵抗と考えられる 

 ➡ その他、交易上のトラブルを想定する必要もある 

 ➡『菅家後集』（Kankekōsyū）に採録されている「哭 

二奥州藤使君 

一」という和歌が参考（『日本古典文学大

系』72、500～505頁） 

  …『菅家後集』は菅原道真（Sugawara no Michizane）による和歌集、延喜元年［901］に詠んだ和歌、

「奥州藤使君」は陸奥守であった藤原滋実（Fujiwara no Shigezane） 

  ➡「自 

レ古夷民変（古より夷の民の変）」、「交関成 

二不軌 

一（交関に不軌を成す）」とあり、交易上のト

ラブルが原因であったことが詠まれている 

＝ 10 世紀初頭の認識であるが、8 世紀には蝦夷との交易は活発であったため、蝦夷の反乱の原因として想

定することは不可能ではない 

 

(2) 渡嶋蝦夷の襲撃事件 －狄禄の減少による不安定化－ 

 秋田城における渡嶋蝦夷の朝貢は、北方の産物を入手する上で重要な役割 
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➡ 貞観 17 年（875）11 月、「渡嶋荒狄」が「水軍」80 艘を率いて、出羽国の秋田郡（Akita District）・

飽海郡（Akumi District）を襲撃 （『日本三代実録』貞観 17年 11月 16日条） 

➡ 貞観 17年（875）5月、出羽国の「狄禄」（Prize for Emishi）である「狭布」が 10,000 端に大幅縮小

（『類聚三代格』貞観 17年 5月 15日官符） 

     … この頃、「帰来狄徒毎 

レ年数千」という規模であり、貞観 6年（864）より過給は 25,609端に上

り、出羽国の財政を圧迫 

  ➡ 渡嶋蝦夷が入手する物資が減少し、何らかの不満が発生した可能性 

 ＝ 同様の襲撃事件は、史料からは他に確認できないものの、狄禄の減少により両者の関係が不安定になっ

たことが想定できる 

 

(3) 元慶の乱 －9世紀最大の軍事行動－ 

 元慶 2年［878］、出羽国で元慶の乱が発生し、大規模な戦闘に発展する 

➡「秋田城下」の「俘囚」（Subjected Emishi）が秋田城を攻撃 

… 俘囚軍の構成地域は、秋田県北部に相当する上津野村・火内村・榲淵村・野代村・河北村・腋

本村・方口村・大河村・堤村・姉刀村・方上村・焼岡村の 12 村 （『三代実録』元慶 2 年 7 月 10 日

条） 

 ➡ 軍備が弛緩していた出羽国は苦戦するが、最終的には妥協策で鎮圧に成功する 

   … 陸奥国・上野国・下野国から援軍派遣、藤原保則（Fujiwara no Yasunori）・小野春風（Ono no 

Harukaze）の派遣 

  ➡ 元慶の乱の原因は、俘囚に対する苛政（Oppression）・収奪（Plundering）であったことが特徴 

   …「秋田城司良岑近者、聚斂無 

レ厭、徴求万端。故畳 

レ怨積
 

レ怒致
 

二叛逆
 

一。」（『藤原保則伝』）など 

 ＝ 交易上のトラブルは、蝦夷の反感を招くことになり、軍事行動に発展する可能性を持っていたことが特徴 
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