
呉羽山観光協会 記念講演会          令和元年 5 月 19 日(日) 11 時～12 時 

呉羽山を越えた豊臣秀吉  天下統一戦争と越中 

萩原大輔（富山市郷土博物館 主任学芸員） 

◆はじめに 

＊実は越中へ攻めて来たことがある豊臣秀吉（※当時の名は羽柴秀吉） 

 天正１３年（１５８５）８月 「佐々攻め」「佐々征伐」「富山の役」 

  …富山城主の佐々成政を倒すことだけが目的のような言葉で、萩原は嫌い 

  ⇒なぜ秀吉本人がわざわざ富山まで攻めてきたのかを考える必要あり 

＊天下人秀吉と対峙した「戦国越中の覇者」佐々成政 

 秀吉の成政評：「武者の覚え」（武士の鏡） 

武：秀でた鉄砲隊指揮能力…姉川の戦い、長篠の戦いで活躍 

文：和歌や茶の湯に通じる教養人…現存する和歌短冊、今井宗及の茶会に出席 

 ⇒文武両道だからこそ「武者の覚え」 

現代とは比べものにならない評価と知名度を誇る戦国武将 そんな彼が富山にいた 

 

◆天正１２年（１５８４）の秀吉と成政 

  3月 26日「小牧・長久手の戦い」 

  豊臣秀吉 ＶＳ 織田信雄（信長の次男）・徳川家康 

  8月頃 秀吉方についていた成政は、家康の誘いに応じて信雄方へ寝返る 

  9月 11日 末森合戦 佐々成政 ＶＳ 前田利家 

  11月中旬  織田信雄、単独で秀吉と講和 

→12月 家康も人質を差し出して停戦和睦 

  12月上旬～翌年 1月中旬 成政、浜松（現静岡県浜松市）へ赴く「さらさら越え」 

       目的：家康に対して、再挙兵の要求および連携維持の確認するため 

       経路：①立山連峰説 針ノ木峠、ザラ峠 

          ②飛騨説   古安房峠もしくは中尾峠 

          ③糸魚川説  上路越え、千国街道（塩の道） 

       結果：一定の成果あり…家康との連携を確認 

 

◆天正１３年（１５８５）の秀吉と成政 

  2月 26日 織田信雄の上洛、豊臣秀吉に拝謁 

3月 21日～4月 25日 紀伊 雑賀・根来一揆攻め ⇒畿内平定 

6月 16日～8月 7日  四国 長宗我部攻め    ⇒四国平定 

※7月 7日 大地震が近畿・東海を襲う 7月 11日 秀吉の関白任官 



  8月 8日～閏 8月 24日 越中 佐々成政攻め【別表】   ⇒北陸平定 

  8月 26日 成政、秀吉の本陣へ赴き、降参を申し入れる 

      ※秀吉の本陣は、呉羽山の白鳥城ではなく倶利伽羅峠 

 閏 8月 1日 秀吉の富山入城…上杉景勝との会見を画策 

         →呉羽山で前田利家主催の茶会 

 閏 8月 5日 秀吉、富山城の破却を命じて帰途へ 

         ※太閤山（現射水市）に立ち寄ったとすれば、おそらく帰路か 

 

◆おわりに  秀吉の「佐々攻め」を捉えなおす 

＊「佐々攻め」に隠された豊臣秀吉のねらい 

① 佐々成政対策  ② 地震対策    ③ 織田信雄対策 

④ 徳川家康対策  ⑤ 上杉景勝対策   

⇒秀吉の天下統一戦争にとって、越中はどのような地域か？ 

 幻に終わった上杉景勝との会見場所、秀吉日本海側最東端到達エリア 

「関白となった自分こそが天下人だ」という姿勢を示しはじめた戦いの地 

 

【主要参考文献】 

富山市郷土博物館 2010『秀吉 越中出陣 ―「佐々攻め」と富山城―』 

萩原大輔 2016『武者の覚え 戦国越中の覇者・佐々成政』（北日本新聞社） 

 



No. 所属 武将名 所領 兵数 備考 日付 秀吉の動向

1 先勢１番 前田利家 加賀・能登 10000 最前線に布陣済み 8月7日 淀（現京都市）発→京都 着

2 先勢２番 丹羽長重 越前・加賀 20000 8月8日 京都発→坂本（現滋賀県大津市）着

3 先勢３番 木村一 越前 3000 8月9日 坂本発→高島（現滋賀県高島市）着

4 先勢３番 堀尾吉晴 若狭 1000 8月12日 越前府中（現福井県越前市）着

5 先勢３番 山内一豊 若狭 700 8月13日 越前北庄（現福井市）着

6 先勢３番 佐藤秀方 美濃 200 ？ 加賀大聖寺（現石川県加賀市）滞在

7 先勢３番 遠藤胤基 美濃 200 8月16日 加賀小松（現石川県小松市）滞在

8 先勢３番 遠藤慶隆 美濃 200 8月26日 倶利伽羅峠（現石川県・富山県境）滞在

9 先勢４番 加藤光泰 美濃 1000 閏8月1日 栴檀野（現砺波市）経由→富山城 着

10 先勢４番 池田輝政 美濃 3000 閏8月3日 富山城 発→呉羽山 着

11 先勢４番 稲葉典通 美濃 1500 閏8月5日 富山城を破却するように命令

12 先勢４番 森忠政 美濃 1500 閏8月6日 呉羽山 発

13 先勢５番 小島民部少輔 伊勢 2500 閏8月7日 加賀 入国

14 先勢５番 蒲生氏郷 伊勢 3500 ？ 加賀金沢 滞在

15 先勢船手 宮部継潤 因幡 2000 ？ 加賀大聖寺 滞在

16 先勢船手 細川忠興 丹後 2000 閏8月9日 越前北庄 着

17 先勢大将 織田信雄 尾張 5000 閏8月14日 越前府中 滞在

18 先勢追加 筒井定次 大和 α 宇陀郡衆のみ参戦 閏8月17日 近江坂本 着

19 秀吉本隊 羽柴秀吉 － 8000 閏8月24日 京都 着

？ 石田三成 － ？ 秀吉側近として同行か 閏8月27日 大坂 着

？ 増田長盛 － ？ 秀吉側近として同行か

？ 木下吉隆 － ？ 秀吉側近として同行か

20 追加 金森長近 越前 α 飛騨三木氏攻め担当

21 追加 蜂屋頼隆 越前 α 典拠「秀吉事記」

22 追加 中村一氏 近江 α 典拠「秀吉事記」

23 追加 織田信包 伊勢 α 典拠「秀吉事記」

24 追加 九鬼嘉隆 伊勢・志摩 α 典拠「秀吉事記」

総勢

【別表①】秀吉越中出陣（１５８５年）に従軍した武将と率いた兵数

65300＋α人（およそ７万人余りか）

【別表②】秀吉の居所と行動（１５８５年）

※【別表①②】ともに、萩原大輔2010「関白秀吉越中出
陣に関する基礎的考察」（『富山史壇』172号）の成果を
もとに、近年新たに確認された「龍野神社旧蔵文書」な
どの知見をふまえて作成した。
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平成31年

４月２０日 土  　 ７月７日 日

開館時間 　　午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

観 覧 料 　　一般２１０円(１６０円)、高校生以下は無料

　　　　　　　　　　 ※(　 )内は、20名以上の団体料金

会期中の休館日　 ５月１３日(月)～５月１９日(日)、５月２９日(水)



企画展

■アクセス

ＪＲ富山駅から徒歩約10分
地鉄バス「城址公園前」下車　徒歩２分
市内電車「国際会議場前」下車　徒歩3分
富山空港より連絡バスで20分
北陸自動車道　富山ＩＣより車で約15分

■駐車場

当館には専用駐車場はありません。最寄りの有料駐車場をご利用ください。
最も近いのは城址公園地下駐車場です。

戦の世を駆け抜けた数多くの武将たち。その生涯や活躍した戦いの様子などは、時に史実に基きながら、時

に脚色もされつつ、後世に語り継がれていきました。庶民向けの様々なメディアが登場した江戸時代に入ると、

古の武将たちは出版物や芸能の題材ともなり、広く世に知られるようになり、人気を博していったのです。とりわ

け、江戸時代後期から明治時代にかけて、中世の武将を取り上げた浮世絵版画や和本が数多く作られまし

た。

そこで本展は、これらの中から、富山ゆかりの武将を扱ったものを取り上げます。木曽義仲、上杉謙信、豊臣

秀吉、石田三成、柴田勝家といった名だたる武将たちが、実は富山と様々な関係があったという事実は、十

分には知られていません。知る人ぞ知る富山とのつながりについて、描かれた姿を介して紐解くことで、皆様が

富山の歴史に思いを馳せる糸口となれば幸いです。

当館は、平成17年に富山城の歴史を紹介する専門博物館としてリニューアルオープンいたしました。展示室では、「富山城もの

がたり」をテーマに、戦国時代に築城されてから、明治の廃城後、現在にいたるまで約４７０年にわたる富山城の歴史を、模型や

映像も使って分かりやすく紹介しています。また、富山ゆかりの企画展を年４～５回開催しているほか、常設展示部分も随時展示

替えを行っています。 旧大和百貨店跡地や新庄城跡からの出土品を展示しています。

会　期　平成３１年４月２０日（土）～７月７日（日）

　　　　　　休館日　5月13日(月)～5月19日(日)、5月29日(水)

　　　　　　開館時間　９：００～１７：００（入館は16：30まで）

観覧料　大人210円　高校生以下は無料

　　　　　　※この料金で、常設展示もご覧いただけます。

学芸員による展示解説会

　５月１２日(日)、６月１５日(土)、７月７日(日)

　いずれも午後２時より

　予約不要、参加無料（ただし、入館料が必要です）

常設展　富山城ものがたり

『英名百雄伝　初編』 『永禄百将伝』『新撰太閤記』

いくさ

いにしえ
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