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まさむね

政宗田村領を支配下に置く

と、さらに大内定綱・横沢三郎が内通したことな

きよあき

せんどう

天正14年（1586）10月に田村清顕が死去した。

どにより、仙道（中通り）からの会津進出が可能

田村の家臣等は後継者をめぐって伊達派と相馬派

となったのである。政宗の主目標は安積郡からの

に二分していた。

⑶
会津進攻にあった。

伊達政宗は、郡山合戦を終えると直ちに田村領
しおき

の仕置を行った。田村清顕夫人を船引に隠退させ
よしたね

安子島城の開城

た。清顕夫人は相馬派で相馬義胤は甥である。さ
ばいせっさい

天正17年５月、政宗は再び安積郡に兵を進めた。

らに、反伊達派の中心である田村梅雪斎（清顕の

郡山から会津に攻め入るためである。政宗は４月

叔父顕基）を小野へ退かせ、田村家中の相馬派を

に米沢を発し、５月４日には安子島城（郡山市熱

追放した。また、清顕の甥孫七郎を宗顕と名乗ら

海町安子島）を攻撃した。安子島の城主は阿子島

せ城主とし、田村家中を支配下に置いたのであ

治部である。

あきもと

むねあき

⑴
る。

じ

ぶ

政宗は片平親綱に、４月24日に多田野、26日に

天正17年（1589）２月、片平城主（郡山市片平

は高玉（郡山市熱海町高玉）・安子島を攻めさせ

町）片平親綱が政宗に内通した。政宗は親綱に富

⑷
様子を覗わせた。
伊達勢は、５月４日に安子島

田（郡山市富田町）
・多田野（郡山市多田野町）と、

城を攻撃した。たちまち二ノ郭・三ノ郭まで攻め

小国（伊達郡霊山町）・大波（福島市大波）のう

入った。阿子島治部は伊達成実に、城を開け渡す

ち50貫文の知行地を与えることを約束した。⑵ ま

かわりに家臣の命を助けるよう歎願し、城内の家

た、大内定綱（片平親綱の兄）に手引させ、横沢

⑷
臣を残らず猪苗代へ退かせた。

ちかつな

さだつな

城主（郡山市湖南町）の横沢三郎を内通させた。
あ こ が しま

⑵
親綱には安子島を与えることを誓った。
ひ ばら

政宗は、檜原（耶麻郡北塩原村）からの会津進
出を阻まれていたが、郡山城を手にしたこと、田
村家中を支配下に置き後方の憂いを取り除いたこ
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くるわ

しげざね

な

き

女・子供まで撫で切り
翌５日、政宗は成実に高玉城の攻撃を命じた。
た ろう ざ

え もんよしなお

高玉城主は高玉太郎左衛門義直である。
成実は高玉城の北側に備へ、総軍は南より東に
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ためである。義重は５月27日に須賀川に到着した。
佐竹・蘆名方は郡山から本宮辺りで合戦になると
目論んでいた。政宗はその虚をついて、直接黒川
⑹
を攻める計略であった。
かげつな

６月１日、片倉景綱（小十郎）
・伊達成実を猪苗
さねとき

よしつな

代に、原田実時・新田義綱を檜原に派遣した。猪
苗代と檜原から黒川に攻め入る作戦であった。政
宗は４日の真夜中12時頃に猪苗代城（耶麻郡猪苗
もりくに

代町）に入った。猪苗代盛国は会津の蘆名方であっ
第１図

⑺
たが、３月には政宗に内通していたのである。

高玉城の遠景

義広は、３日に盛国が政宗に内通したことを聞
すりあげはら

き、急ぎ黒川城に戻り、５日の早朝に摺上原（磐
梯町・猪苗代町）に出陣した。⑻

摺上原の合戦
５日卯刻（午前６時頃）伊達と蘆名の決戦が、

ばんだいさんろく

磐梯山麓の摺上原で行われた。
はじめ攻撃をかけた蘆名勢が優勢であったが、
次第に伊達勢に押し返され、蘆名勢は敗戦の様相
を示し退却し出した。義広は黒川城を捨て、白河
へ逃げ帰った。のちに、義広は常陸の実家佐竹家
よし

に戻った。義広は佐竹義重の次男であり、佐竹義
のぶ

宣の弟である。
摺上原では伊達勢が勝利したが、安積郡では佐
第２図

竹勢と伊達勢の抗争が続いていた。

高玉城の縄張図

（『郡山地方史研究』第36集より転載）

６月６日に佐竹義重が守山城を攻め、８日には
⑼
佐竹義宣が大平城を攻めた。
湖南では横沢氏が

陣を構えた。

げ

片平城主の片平親綱とともに中地氏を攻めた。横

義直は馬で二ノ郭・三ノ郭を打ち廻り家臣に下

沢氏はすでに伊達方に内通していた。中地氏は16

知したが、すぐに二ノ郭・三ノ郭は攻められ、残

⑽
日に黒川に参上し政宗に服従を誓った。
政宗は

るは本丸のみとなった。義直は妻子を室内へ入れ

義重の進撃に備え、23日に原田宗時・大内定綱を

刺し殺し、門を押し開け手槍を持って伊達勢に挑

安子島城に配置した。⑾ 24日には義重が片平に出

み出たが討死にした。家臣も皆討死にした。高玉

⑾
兵してきた。
８月５日には伊達方の郡山頼 祐 が

城攻撃は卯刻（午前６時）に始まり、辰刻（午前

小原田を攻め、小原田殿を討ち取った。⑿

ち

ほんまる

いど

うのこく

たつのこく

８時）頃に落城した。城主等300余人が討ち取られ、

より すけ

佐竹義重は７月20日には打つ手を失って撤退し、

女・童・牛・馬にいたるまで2,000余人が撫で切

⑿
義宣も陣を払い帰陣した。
政宗は、10月26日に

り（切り捨て）にされた。⑸

須賀川城を落した。また７月には白川義親、11月

よしちか

あきみつ

⒀
には石川昭光が政宗の旗下に属した。

政宗猪苗代城に入る

よしひろ

黒川城主（若松城主）蘆名義広は、政宗と決戦
よししげ

するため須賀川に着陣した。佐竹義重と合流する

ご

ざ しょ

白河・会津間の道普請と御座所の造営
天正15年（1587）、秀吉は九州の島津氏を征伐
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そう ぶ

じ れい

すると「関東・奥両国惣無事令」を発した。これ
は、家臣間の抗争を禁止したもので、同時に秀吉
⒁
のもとに上洛出仕を催促するものであった。
天

たか

みょう

はる

隆（陸奥国玉造郡｟宮城県｠名生城主）、葛西晴
のぶ

とよま

信（陸奥国登米郡｟宮城県｠寺池城主）等の領地
は没収された。

正18年（1590）７月５日、秀吉は小田原城（神奈

政宗は、本領は安堵されたが、会津諸郡と岩瀨

川県小田原市）を落城させると、惣無事令を強力

郡・安積郡・安達郡・白河郡・石川郡・田村郡は

に押し進めた。

召上となった。⒁

ながよし

ながまさ

秀吉は奥羽の仕置を実施すべく、７月17日に小

政宗は、浅野長吉（長政）等に小田原に出仕し

田原を出発し、鎌倉・江戸を経て７月26日に宇都

て蘆名との戦を弁明するよう促されていた。漸く

宮に着いた。約２週間宇都宮に滞在し、８月４日

５月９日に会津を出発し、６月５日に小田原に着

に宇都宮を出発し、４・５日には大田原に、６日

いた。政宗は９日に徳川家康に伴われて秀吉の石

に白河、７日に長沼に宿営し、勢至堂峠を越え三

垣山陣営に参じた。秀吉への出仕は、蘆名旧領の

代を通り、８日に福良（郡山市湖南町）に宿営し、

会津諸郡と二階堂旧領の岩瀨郡の召上げが前提条

せい し どうとうげ

み

よ

せ あぶりとうげ

こうとく じ

⒁

９日に背 炙 峠を越えて会津の興徳寺に入った。

件であった。⒁

小田原城が落城する２日前の７月３日、秀吉は

会津で言い渡された仕置により、天正15年から

小田原から会津までの道路と橋の普請や御座所の

続いた伊達と佐竹・蘆名等の合戦は、家臣間の抗

建設を、佐竹義宣・宇都宮国綱・伊達政宗に命じ

争を禁止した「関東・奥両国惣無事令」に違反す

た。下野は義宣・国綱が、白河から会津までは政

る私的な戦いとして位置づけられた。そのため、

宗が命じられた。道路の幅は３間（約5.4ｍ）で

天正15年以降（天正14年も含む）に攻め取った領

あり、御座所とは秀吉の宿泊所である。さらに、

地が没収されたのである。

くにつな

しもつけ

御座所の近くに３間・５間の小屋を50・60軒を建

政宗から没収した安達・安積・岩瀬・会津の４

てさせた。小屋は秀吉の身辺警護にあたるための

郡と、石川氏の旧領である石川郡、白川義親の旧

宿舎で、小屋には1,000人余が休宿泊したと推定

領である白河郡は蒲生氏郷に与えられた。大崎義

⒁
している。

隆と葛西晴信の所領は、木村吉清に与えられた。

うじさと

よしきよ

仕置を終えた秀吉は、８月13日に黒川を発し、
さんのうとうげ

奥羽の仕置

南会津から山王峠を越えて下野に出て、宇都宮・

会津に到着すると秀吉は奥羽の仕置を命じた。
はるとも

⒁
駿府を経て、９月１日に京都に戻った。

秀吉のもとに出仕した結城晴朝・佐竹義宣・宇
都宮国綱等の所領は安堵（承認）された。出仕し
よし

なかった石川昭光、白川義親、田村宗顕、大崎義

註
⑴

2014年（平成26年）版『郡山の歴史』

⑵ 『郡山市史』８
⑶ 『北塩原村史』通史編
⑷ 『郡山市史』８
⑸

註１・註２

⑹ 『郡山市史』１

第３図

32

勢至堂峠

福島の進路 2021.2

太閤道の碑
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⑽

註１・註３

⑾

註２

⑿

註１・註２

⒀

註６

⒁

小林清治『奥羽仕置と豊臣政権』

