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       蝦夷に伝わって武器としての進化を遂げた蝦夷の「蕨手刀」 人数的に劣勢な蝦夷が  

坂上田村麻呂などの蝦夷征討軍を苦しめる原動力に。そして日本刀の源流になったという 

 

 

 

 

 

 

  

清水山将軍塚が見下ろす 京都 清水寺の舞台の下 緑に包まれる 蝦夷の族長 阿弖流為と母禮の顕彰碑 

 参考 蝦夷の雄「アテルイ」の痕跡「京都清水寺・将軍塚」 

https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/1603tpb01aterui.pdf 

８月２１日 久し振りに 阿弖流為/母禮の顕彰碑に出会ってきました。 

  平和に尽くした坂上田村麻呂と蝦夷の族長 阿弖流為に思いを馳せつつ 

大きな時代の転換期の今 希望にみちた穏やかな未来がひらけるようを祈りました 

NHK歴史探偵「日本の刀剣」視聴記録&資料収集 

               添付 蕨手刀を手に戦った東北の蝦夷に思いを寄せて古代東北の和鉄の道 資料収集 

                https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabiteweb.pdf 

                     

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabite.mp4 

騎騎馬馬部部隊隊のの存存在在……阿阿弖弖流流為為がが、、何何故故一一次次蝦蝦夷夷征征伐伐でで朝朝廷廷軍軍をを蹴蹴散散ららせせたたかか？？  

圧圧倒倒的的なな騎騎馬馬戦戦力力がが有有っったたかかららででははなないいかかとと。。  

蝦蝦夷夷３３８８年年戦戦争争にによよりり、、騎騎馬馬部部隊隊にによよるる斬斬撃撃のの有有効効性性がが立立証証さされれたたととししたたらら？？  

一一機機ににそそのの方方向向でで戦戦略略物物資資たたるる、、太太刀刀のの構構造造やや馬馬のの確確保保のの見見直直ししがが始始ままるるだだろろうう。。  

蕨蕨手手刀刀のの能能力力をを最最大大限限にに引引きき出出すすののはは、、騎騎乗乗でで片片手手でで振振りり回回せせるる手手軽軽ささとと、、  

片片刃刃でで柄柄がが刀刀身身にに対対しし湾湾曲曲すするる「「斬斬撃撃性性」」だだっったた。。  

そそれれをを極極限限迄迄高高めめたたののがが……日日本本刀刀。。そそんんなな背背景景をを持持つつ。。  
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   蕨手刀に思いを寄せて NHK 歴史探偵「日本の刀剣」視聴記録 & 資料収集 

添付 蕨手刀を手に戦った東北の蝦夷に思いを寄せて 古代東北の和鉄の道資料整理 

                                                      2022.8.20. Mutsu Nakanishi 

4月20日（水）NHK総合 夜10時放送 歴史探偵「日本の刀剣」が放送され、  

謎の多い古代刀・蕨手刀の科学と調査から日本刀の作刀方法や日本刀のルーツに迫り、また、その後の個性豊かな刀匠

たちの名刀も続々登場、妖刀村正伝説の真相にも迫り、意外な真実も。 

そして、江戸時代後期、日本刀の作刀に一大変革をもたらした知られざる刀工・水心子正秀の偉業も。 

古代から現代までの「刀剣」の歴史をたどりながら 日本人と刀剣の切っても切れない関係を多少漫画チックな面もあ

るが、謎ばかりが浮き彫りにされてきた「日本の刀剣」をわかりやすくまとめて 概説してくれた番組でした。 

  

NHK 歴史探偵2022年4月20日（水）午後10時〜［NHK総合］ 

      「日本の刀剣」 古代から現代までの「刀剣」の歴史を調査！視聴要旨 

 

 

とりわけ興味津々で視聴したのは東北蝦夷が手にして、征夷大将軍 坂上田村麻呂を悩ました武器「蕨手刀」 

それまでの古代刀にはない「撃斬力」と「利便性」に刀の大変革を巻き起こし、現在までにも続く日本刀のルーツとい

われる謎多き古代刀。 

私の製鉄遺跡探訪問記「和鉄の道」の東北の項にも何度も掲載した謎多き東北の鉄。 

また、日本の古代の製鉄技術・作刀技術についても、しっかり頭整理の資料に整理まとめをしようと。 

これを機会に謎の蕨手刀・東北の鉄の資料をもう一度調べて、新しい資料も掲載しようとインターネットの検索で 

資料探しをして、製鉄遺跡探訪問記「和鉄の道」の東北の鉄 並びに 日本の古代の製鉄技術・作刀技術 関係の資料

を加えて、頭の整理資料にまとめて、下記添付しました。 

  ≪ 蕨手刀を手に戦った東北の蝦夷に思いを寄せて 古代東北の和鉄の道 資料整理 ≫ 

  インターネット検索で見つけた新しい資料文献を NHK 歴史探偵「日本の刀剣」視聴記録と共に 

 東北の和鉄の道資料整理として 概要を付けて整理添付しました 

 

                      2022.8.20. Mutsu Nakanishi 
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1. 視聴記録作成の初めに ー NHK 歴史探偵「日本の刀剣」蕨手刀に思いを寄せて ―  

私の一番の興味は平安時代８世紀半ばから９世紀 東北の蝦夷たちが手にした「蕨手刀」 

反りのある日本刀のルーツといわれ、いまだ未開と思われた蝦夷たちが大和政権に対抗した原動力と 

なった武器 小ぶりの蕨手刀。 

手にした「蕨手刀」のほとんどは東北の在地で鉄素材から刀に製作されたと思われるが、いまだ謎。 

中央大和政権の兵士たちが持つ重く扱いにくい直刀に対抗する「斬る/払う/突く」小回りの利く騎乗 

の武器の威力に数の上でははるかに勝る蝦夷討伐軍は大苦戦。蝦夷が手にする「蕨手刀」の威力が知れ渡たる。 

そのルーツは東国で「道具」として生まれた鉄器といわれるが、諸説あり、よくわかっていない。 

 

大和を中心とした日本の国造りが進む中で、大陸・朝鮮半島から鉄素材や鉄器が輸入されはじめ、大陸 

・朝鮮半島との交流が進む中で、最大の交易品となる一方、渡来の工人と共に西日本で製鉄が始まるの 

が５世紀後半。 威信財から武器・道具へと製鉄技術の進歩と共に、日本の隅々まで鉄器が広がってゆく。 

この間日本に豊富にある「砂鉄」を製鉄原料とする固有の箱型炉が編み出され、製鉄炉の大型化など  

製鉄技術 & 鉄器加工技術の進歩による鉄素材の品質の多様化・量産体制が整えられてゆく。 

そして、大和政権の中央集権律令国家体制の確立と国土開発大がさらなる用途拡大をもたらし、 

日本の隅々まで 鉄文化が花開く奈良・平安時代へ。まだ在地では 小規模小生産の製鉄しかできぬ時代、 

東国から東北の蝦夷たちも次々と中央集権体制に組込まれてゆく。  

この「まつろわぬ人々」蝦夷たちが、中央には見られぬ強力な武器「蕨手刀」を編み出して対抗した。 

 まだ、よくわからぬ蝦夷たちの製鉄・鉄器生産技術がどう解き明かされるのか? 興味津々で視聴しました。 

 

   もう東北に通いだして約50年をすぎるが、東北の人たちの心情に思いを巡らす。 

   京都清水寺は蝦夷征伐の征夷大将軍坂上田村麻呂が建立した寺で、清水の舞台のすぐ下の境内に 

東北蝦夷の族長アテルイ・モレの顕彰碑がある。 

征夷大将軍として東北の蝦夷と戦火を交えた坂上田村麻呂は夷の族長アテルイと副将モレこそ 

東北経営に最も力を発揮してくれると信じ、ふたりの助命を嘆願する。 

しかし、願いは聞き入れられず、二人は河内で斬首された。 

共に平和を希求し、人々の血を流すことを避けようとした坂上田村麻呂とアテルイとモレ。 

田村麻呂 自らの思いを込めて，創建した京都清水寺。 私には思い入れもひとしお。 

この精神は、現代の東北の人々にもしっかりとうけつがれているといわれる。 

   東北人はこの二人に強く心を惹かれ、北上市の市民憲章には 

    「 あの高嶺 鬼住む誇り その瀬音 久遠の賛歌 この大地 燃えたついのち ここは北上 」 と誇らしく歌う。 

   

断片的には何度も「和鉄の道」に東北の鉄の訪問記を掲載してきましたが、 

この番組で 蝦夷の手にする「蕨手刀」に出会って、最新の資料にも目を通して整理せねばと 

「蕨手刀」視聴記録と共に 今回インターネット検索で見つけた資料から いつも私にはあやふやだった 

下記項目の資料を読み返して 添付収蔵しました。  

私にとっては 東国・東北の古代の和鉄の道  目に留まった整理の資料。 ご興味があれば・・・・ 

 ◎ 東国・東北の鉄と蕨手刀 ◎ 古代製鉄&鍛冶のプロセス技術 ◎ 日本刀の作刀プロセス 

最近の資料チェックを始めました。            2022.8.20.Mutsu Nakanishi 



2. 日本刀の源流 蕨手刀 

東北蝦夷が手にして征夷軍とたたかった蕨手刀 そのルーツは東国 今の群馬県 

  

 
    

 

  

 

     

 

 

  

  

      

 

 

 

 

Spring 8 放射光照射による断面解析に用いられた東吾妻町 大宮巌鼓(いわつみ)神社 蕨手刀 

「蕨手刀」 

刀剣と言えば 日本刀を連想するが、実際は日本で日本刀が登場したのは平安末頃からで、それ以前には日本刀とは 

異なる古代刀が存在している。蕨手刀は古墳時代末期から平安初期 主に８－９世紀の古代刀の一種。 

その源流は明らかでないが、日本刀の前身となったのではないかとされている。 

柄頭が屈曲して，さわらびの巻いた形に似ているのでこの名がある。 

鉄製で刀身と茎は共作り。全長 50cm内外のものが多い。刀身は幅広く，簡素な作りである。 

概して古墳の副葬品として東日本からの出土例が多いが，伝世品が正倉院宝物にある。 

  初期の蕨手刀は直刀であったが、後に柄、さらに刀身に反りを持つようになる。直刀のように突くことを目的とし

たものではなく、打ち下ろして切るという、後の打刀の始原をなすものであると考えられている。 

  ８世紀半ば 数的に劣る東北の蝦夷が騎馬と共に、蕨手刀を手にして、討伐軍を苦しめた刀でもある。 

古代 謎の刀「蕨手刀」初の科学調査に密着 

 Spring 8  放射光照射による断面分析 



番組では群馬の蕨手刀を保有している神社を訪問して現品を確認しているが、かなり太めの片刃の特徴で、柄は手で持

ちやすいようになっている。そもそもは山刀や鉈として使用されていたのではと言う。 

古代蝦夷の東北と共に、東国の群馬周辺でも 数多く見つかっている蕨手刀。 

元々馬の産地であったこの地には高い技術を持った渡来人が訪れていたという。 

またこの地域には製鉄炉の遺跡まで残っているという。 

蕨手刀の分布は東国・東北に偏在している。 

古い蕨手刀などの先進技術が馬と共にやってきた渡来人によってもたらされたといい、東国群馬県地域が蕨手刀のルー

ツとみられている。東国・東北と共に馬産地信州からも蕨手刀が出土している。 

 

  

その後、この蕨手刀は蝦夷に伝わって武器としての進化を遂げたという。 

この刀を持っていたことで、蝦夷は坂上田村麻呂などの蝦夷征討軍を苦しめることができたのだという。 

 



 

 

 



 
 

岩手県立博物館紀要30号 2013 赤沼英男 陸前高田博物館所蔵被災蕨手刀金属考古学的解析より  

 http://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/kenkyu/data/kenkyu30/no30p1.pdf 

 
貴重な古代蕨手刀の出土品 切り出し加工したサンプルを調べることができない課題がある。 

この赤沼英男 陸前高田博物館所蔵被災蕨手刀金属考古学的解析も貴重なデーターである 

http://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/kenkyu/data/kenkyu30/no30p1.pdf


 

 

3. 古代 謎の刀「蕨手刀」初の科学調査に密着 

群馬県東吾妻町大宮巌鼓(いわつみ)神社の蕨手刀の Spring 8  放射光照射による断面解析 

 



今回NHKの番組では群馬県から出土した蕨手刀について、  

SPring-8の放射光照射による断面解析に同行。 

断面の調査の結果、蕨手刀の鉄には不純物が少ないこと、 

さらに日本刀のような折り返し鍛錬をして、蕨手刀を製造し

ていないと分かり、その結果にびっくりしたと。 

通常の日本刀の作刀では折り返し鍛錬によって不純物を減ら

すが、これをせずしてどうやって不純物の少ない刀を作った

のかは謎と言う。 

      ■ 蕨手刀の Spring 8  放射光照射による断面解析結果 

 

 

馬産地として馬具製作のため、清浄な鉄素材製造の製鉄・鍛冶技術をすでに蝦夷たちも持っていたのでは…・ 

  

 介在物が蕨手刀内部で線・層状に延びていないことから、折り返し鍛造なしの鉄素材から蕨手刀? 

８・９世紀には在地の鍛冶技術も官営の製鉄所に近い精錬鍛冶技術を有しているとの話もあり、 

清浄な鉄素材が在地にもあったとも考えられる。 

ふと 頭に浮かんだのは馬の産地であること。 鉄製馬具と蕨手刀製作技術の結びつき。 

騎馬 棒状素材を延ばして作る轡等の繋ぎ接合の強度に介在物は極めて重要。清浄な鉄素材が必要。 

馬具製作技術として、清浄な鉄素材を作る精錬鍛冶鍛冶技術の習得も進んでいたにちがいないと・・・。 

思いつきではありますが・・…      ２０２２.８．１６.視聴記録をまとめつつ Mutsu Nakanishi 



東北蝦夷が手にして、征夷大将軍 坂上田村麻呂を悩ました武器「蕨手刀」。興味津々での視聴でした。  

それまでの古代刀にはない「撃斬力」と「利便性」に刀の大変革を巻き起こし、現在までにも続く日本刀のルーツといわれる

謎多き古代刀。また、謎の多い古代刀・蕨手刀の科学と調査から日本刀の作刀方法や日本刀のルーツの謎がまた一つ。まだま

だ知らぬことが多い古代の和鉄の道と。また 久し振りに東北の鉄に思いを馳せることができ、あれやこれや思い出しながら

の視聴でした。 

番組はこのあと、その後の個性豊かな刀匠たちの名刀も続々登場、妖刀村正伝説の真相にも迫る話題や江戸時代後期、日本刀

の作刀に一大変革をもたらした知られざる刀工・水心子正秀の偉業も。 

日本人と刀剣の切っても切れない関係を多少漫画チックな描き方もありましたが従来は謎ばかりが浮き彫りにされてきた「日

本の刀剣」について、古代から現代までの「刀剣」の歴史をたどりながら 時代を区切って その時代を代表するエピソード

からのわかりやすい概説。うれしい番組。未整理のまま頭に詰め込んだママだった「日本刀剣の歴史」が自分なりにすっきり。 

 

私の製鉄遺跡探訪問記「和鉄の道」に何度も掲載した謎多き東北の鉄。そして、日本の古代の製鉄技術・作刀技術も。

しっかりと頭整理して整理資料にまとめねばと番組視聴を機会に謎の蕨手刀・東北の鉄の資料をもう一度調べて、 

新しい資料も加えようとインターネット検索での資料探しを始めています。 

まだまだ一部ですが、今回の番組関連として インターネットの検索チェックで新たに見つけた資料などを  

私の頭の整理資料としてファイル化して下記添付しました。 

≪ 蕨手刀を手に戦った東北の蝦夷に思いを寄せて 古代東北の和鉄の道 資料整理 ≫ 

      インターネット検索で目に留まった資料文献  概要を付けて整理添付しました 

私にとっては 東国・東北の古代の和鉄の道  並びにたたら製鉄の整理の資料です。 

 ◎ 東国・東北の鉄と蕨手刀 ◎ 古代製鉄 & 鍛冶のプロセス技術 ◎ 日本刀の作刀プロセス 

 

   

  
 清水山将軍塚が見下ろす清水寺の舞台のすぐ下 緑に包まれて 蝦夷の族長 阿弖流為と母禮の顕彰碑 

        参考 蝦夷の雄「アテルイ」の痕跡「京都清水寺・将軍塚」 

https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/1603tpb01aterui.pdf 

 ８月２１日 久し振りに 阿弖流為/母禮の顕彰碑に出会ってきました。 

平和に尽くした坂上田村麻呂と蝦夷の族長 阿弖流為に思いを馳せています 

大きな時代の転換期の今 みんな地球人 希望にみちた穏やかな暮らしを祈りました 

 2022.8.20.Mutsu Nakanishi 
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      4. 蕨手刀 NHK 歴史探偵「日本の刀剣」視聴 関連資料リスト  

   NHKの蕨手刀番組を視聴したのを機会にインターネット検索等で調べた新しい知見等注目した関連資料整理  

■  福島県文化財センタ－白川館 シンポ「鉄の道をたどる」予稿集 2020.7.23 

   https://www.fcp.or.jp/mahoron/pdf/2020/2020_tetu_yokoh%20(1).pdf 

           

      豊富な製鉄原料があり、大和政権の蝦夷討伐の拠点となった福島の大規模な官営製鉄。 

そして 古代東国の鉄文化の先進地 いち早く西国の箱型炉を取り入れ、蕨手刀を生んだ埼玉・ 

群馬の古代製鉄。  当時大和政権の中で、大規模量産製鉄の中心的役割を果たした滋賀県瀬田丘陵の製鉄群。  

鉄文化を育み、相互に関係しながらたたら製鉄の先進地役割を果たしてきた地域。 

日本のたたら製鉄が大きく展開するこの時期のレビューがまとめて眺めることができました。 

この時代 大型量産炉を可能とする足ふみ鞴が装着され始める。 

どんな展開になっているのか 興味津々ですが、結論は先か? 

     ■ 刀剣ワールド 名古屋刀剣ミュージアム編 

 日本刀の作り方「日本刀の作り方（作刀方法と鍛錬）」 

          資料と映像  https://www.touken-world.jp/tips/11767/  

         

  

https://youtu.be/Z_EYvrgCGYY 7:04 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/crS1xc6qu_c 3:41 https://youtu.be/CgaUba0aSWQ 13:26 

 

https://www.fcp.or.jp/mahoron/pdf/2020/2020_tetu_yokoh%20(1).pdf
https://www.touken-world.jp/tips/11767/
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https://youtu.be/crS1xc6qu_c
https://youtu.be/CgaUba0aSWQ
https://youtu.be/CgaUba0aSWQ


   

■【参考文献】東北の鉄文化「蕨手刀」日本金属学会 まてりあ 第34巻 第 10号(1995) 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/materia1994/34/10/34_10_1144/_pdf 

 

   

https://www.jstage.jst.go.jp/article/materia1994/34/10/34_10_1144/_pdf


 

参考資料  東国・東北 古代の鉄器・蕨手刀の展開 

赤沼英男氏の蕨手刀の金属考古学的解析 研究論文 

1. 陸前高田博物館所蔵被災蕨手刀金属考古学的解析 岩手県立博物館紀要 30号 2013  

       http://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/kenkyu/data/kenkyu30/no30p1.pdf 

2. 東北地方北部古代・中世の鉄・鉄器生産と流通 赤沼英男氏 博士論文 1992  

                 https://core.ac.uk/download/pdf/286928208.pdf 

 

 

 

岩手県立博物館紀要 30号 2013 赤沼英男 陸前高田博物館所蔵被災蕨手刀 

http://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/kenkyu/data/kenkyu30/no30p1.pdf 

 

http://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/kenkyu/data/kenkyu30/no30p1.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/286928208.pdf
http://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/kenkyu/data/kenkyu30/no30p1.pdf


 

広島大学図書館所蔵論文 広島史学研究会 史学研究 No.228  2000.6. 

   ■ 下向井龍彦氏 武士形成における俘囚の役割  蕨手刀から日本刀への発展/国家と軍制の転換に関連させて 

https://ir.lib.hiroshimau.ac.jp/files/public/2/29913/20141016173143909038/SigakuKenkyu_228_1.pdf 

 

 

https://ir.lib.hiroshimau.ac.jp/files/public/2/29913/20141016173143909038/SigakuKenkyu_228_1.pdf


 

  

 

https://hachinohe-city-museum.jp/wp-content/theme

s/hcm/images/goods/TGTsymposium.pdf 

 

https://hachinohe-city-museum.jp/wp-content/themes/hcm/images/goods/TGTsymposium.pdf
https://hachinohe-city-museum.jp/wp-content/themes/hcm/images/goods/TGTsymposium.pdf


丹後平古墳群出土金属器の材質と製作技法 岩手県立博物館  赤沼 英男 より 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 論文 鈴木琢也  擦文文化の成立過程と秋田城交易  北海道博物館研究紀要 2016 

    https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/wp-content/uploads/2016/09/2016HM01_p01_18.pdf 

          北海道の蝦夷と朝廷秋田の柵との交流 鉄製品・蕨手刀の物流ほか 

 

■  古瀬清秀氏 日本古代における鉄鍛冶技術の研究 1998   広島大学情報リポジトリより 

    https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/2/21004/20141016135941573579/diss_otsu3240.pdf 

          大著です 21１ページにわたる古代鉄鍛冶技術研究のまとめ論文 

     

丹後平古墳群出土金属製品の中には、日本刀の成立につながる技術交流を考えるうえで重要な情報を有する

資料が含まれている。日本刀は、「弯刀」、「鎬造」、および 「鎺金と鐔が茎に摺り合う状態で装着され、柄木

に収まる刀装構造」の３要素が具備されてはじめて成立する。 

その時期は平安後期と考えられているが、その成立を果たした地域は不明である 

( 財団法人佐野美術館2003) 

日本刀の成立に不可欠な3 要素のうち、「弯刀」については、東北地方北部および北海道から出土する蕨手

刀の形態変化、さらには蕨手刀から毛抜型太刀への移行の中にその変遷過程をみてとれる。 

丹後平古墳群から出土した蕨手刀には直刀タイプのII 型と、弯刀化が進んだI 型の２つのタイプがみられ、

上記 ２資料から弯刀化への移行を辿ることができるが、「鎺金と鐔が茎に摺り合う状態で装着され、柄木に

収まる刀装構造」の要素を具備していないことから、蕨手刀を日本刀の素形と位置づけることは難しい。 

 

丹後平古墳群出土金属資料の調査を通して、大陸および畿内をはじめとする複数の地域から丹後平古墳群

に、様々な形態と素材の金属製品がもたらされていた様子をみてとれた。 

多様な金属製品を受容するためには、それに見合った経済基盤が整備がされている必要がある。          

交換経済の視点を加味し、 出土資料の更なる調査と他地域から出土した資料との比較検討を進めることによ

り、本シンポジウムが主題とする獅噛式三累環頭大刀柄頭の来歴を含む、丹後平古墳群における物質文化交

流の実態が一層みえてくると思われる 

  丹後平古墳群出土金属器の材質と製作技法 岩手県立博物館  赤沼 英男 より 
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    5. 和鉄の道・Iron Road  古代東北の鉄・ 蕨手刀関連 掲載リスト 

 

 

 

 蕨手刀に思いを寄せて NHK 歴史探偵「日本の刀剣」視聴記録 

添付 蕨手刀を手に戦った東北の蝦夷に思いを寄せて 古代東北の和鉄の道 資料整理 

                                                      2022.8.20. Mutsu Nakanishi 

1. 視聴記録作成の初めに ー NHK 歴史探偵「日本の刀剣」蕨手刀に思いを寄せて ―  

2. 日本刀の源流 蕨手刀  東北蝦夷が手にして征夷軍とたたかった蕨手刀 そのルーツは東国 今の群馬県 

3. 古代 謎の刀「蕨手刀」初の科学調査に密着 

群馬県東吾妻町大宮巌鼓(いわつみ)神社の蕨手刀のSpring 8  放射光照射による断面解析 

4. 蕨手刀 NHK 歴史探偵「日本の刀剣」視聴 関連資料リスト  

     5. 和鉄の道・Iron Road  古代東北の鉄・ 蕨手刀関連 掲載リスト 

 

                                                                   2022.8.20. Mutsu Nakanishi  作成 

1. 黄金吹く行方製鉄遺跡群 福島県原町 蝦夷征伐の兵器庫 金沢製鉄遺跡     1999. 

https://infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlaa04.pdf 

2. 岩手県北上川流域の和鉄                           2001. 

蝦夷の主要武器「蕨手刀」& 日本刀のルーツ舞草刀 を訪ねて一関博物館 

    https://infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb08.pdf 

3. 田舎なれども南部の国は 西も東も金の山                                      2002. 

岩手県・南部 蝦夷の鉄 北上山系 大槌・釜石へ 

https://infokkkna.com/ironroad/dock/iron/kmaisi.pdf 

4. 蝦夷の雄「アテルイ」蝦夷の雄:阿弖流為の痕跡 京都 清水山「清水寺・将軍塚」 2016. 

https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/1603tpb01aterui.pdf 

5. 蝦夷の鉄 古代東北の鉄 和鉄の道９編                     2004 

  https://infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron06.pdf 

6. 古代の製鉄遺跡 山田町船越「焼山遺跡」発掘現場を訪ねる            2014.6.8.   

      https://infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1408yamada00.htm 

7. 【参考】古代三陸で行われた鉄生産技術について                 2014 

竪型炉と横型炉そして 鞴技術に着目して 

蕨手刀を手に大和と戦った蝦夷の鉄生産基地は三陸沿岸だったのだろうか???? 

https://infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1408yamadakodaitetsu.pdf 

  8. <スライド動画>  東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる           2014.6.7-6.9  

宮古から久慈へ大震災・津波の被災地を結ぶ三陸鉄道 北リアス線に乗って北三陸沿岸をめぐる 

    https://infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1410sanriku00.htm 

9.和鉄の道 鬼に関する掲載記事の再整理   仲間の鬼に思う                     2018.2.3 

https://infokkkna.com/ironroad/2018htm/2018iron/18iron01.pdf 

10. 私蔵版「和鉄の道・Iron Road」【Review2】たたら探訪通史（たたらの歴史)           2021. 

穴澤功氏講演資料「我が国の製鉄遺跡遺跡の歴史」をベースに和鉄の道を眺める 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021B.mp4 

https://infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Bphoto.pdf 
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   日本刀の源流「蕨手刀」に思いを寄せて 

    NHK歴史探偵「日本の刀剣」視聴記録&資料収集 

     添付 蕨手刀を手に戦った東北の蝦夷に思いを寄せて 

古代東北の和鉄の道 資料収集 

      R0409warabiteweb.pdf    2022.8.20.  Mutsu Nakanishi 

       蝦夷に伝わって武器としての進化を遂げた蝦夷の「蕨手刀」 人数的に劣勢な蝦夷が  

坂上田村麻呂などの蝦夷征討軍を苦しめる原動力に。そして日本刀の源流になったという 

 

 

 

 

 

 

  

清水山将軍塚が見下ろす 京都 清水寺の舞台の下 緑に包まれる 蝦夷の族長 阿弖流為と母禮の顕彰碑 

 参考 蝦夷の雄「アテルイ」の痕跡「京都清水寺・将軍塚」 

https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/1603tpb01aterui.pdf 

８月２１日 久し振りに 阿弖流為/母禮の顕彰碑に出会ってきました。 

  平和に尽くした坂上田村麻呂と蝦夷の族長 阿弖流為に思いを馳せつつ 

大きな時代の転換期の今 希望にみちた穏やかな未来がひらけるようを祈りました 

NHK歴史探偵「日本の刀剣」視聴記録&資料収集 

               添付 蕨手刀を手に戦った東北の蝦夷に思いを寄せて古代東北の和鉄の道 資料収集 

                https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabiteweb.pdf 

                     

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabite.mp4 

騎騎馬馬部部隊隊のの存存在在……阿阿弖弖流流為為がが、、何何故故一一次次蝦蝦夷夷征征伐伐でで朝朝廷廷軍軍をを蹴蹴散散ららせせたたかか？？  

圧圧倒倒的的なな騎騎馬馬戦戦力力がが有有っったたかかららででははなないいかかとと。。  

蝦蝦夷夷３３８８年年戦戦争争にによよりり、、騎騎馬馬部部隊隊にによよるる斬斬撃撃のの有有効効性性がが立立証証さされれたたととししたたらら？？  

一一機機ににそそのの方方向向でで戦戦略略物物資資たたるる、、太太刀刀のの構構造造やや馬馬のの確確保保のの見見直直ししがが始始ままるるだだろろうう。。  

蕨蕨手手刀刀のの能能力力をを最最大大限限にに引引きき出出すすののはは、、騎騎乗乗でで片片手手でで振振りり回回せせるる手手軽軽ささとと、、  

片片刃刃でで柄柄がが刀刀身身にに対対しし湾湾曲曲すするる「「斬斬撃撃性性」」だだっったた。。  

そそれれをを極極限限迄迄高高めめたたののがが……日日本本刀刀。。そそんんなな背背景景をを持持つつ。。  
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