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火縄銃構造解析研究会・日本銃砲史学会 

峯田 元治、 瀧上昭治 

東禅寺所蔵銃について 

過去、「東禅寺所蔵」とされている銃砲については、和製拳銃（未完成品？）を、米国コ

ルト・ネイビー拳銃の模造を企画し、試作に挑戦したものと報告している。⑴⑵ 

またかなり傷みのある火縄銃が小栗上野介忠順の父、11 代「小栗又一忠高」の手による

製作の火縄銃として新発見報告し、修復もしてきた。⑶ 

しかし、まだ洋式銃 2 挺を未調査のまま残していた。今回の調査目的は当該銃の製造国

名と、製造会社名を明確にすることを主目的にした。平成 3 年（2021）11 月 27 日、東禅

寺に村上泰賢住職をおたずねし、その場で銃の分解をこころみるが諸道具が合致せず、ひ

とまず 1挺をお預かりして、解明することにした。 

 

 

 

 

写真 1， 東禅寺所蔵の洋式銃 右側面 

⑴ 全体所見 

 東禅寺の銃は全体の形状から英国制式エンフィールド銃である。⑷ 

前装銃、管打ち式（雷管式）、単発、剣留があることから着剣可能であり、軍用銃である。 

銃剣はヤタガン式である。エンフィールド歩兵銃の仕様は全長 1250ｍｍ。⑷⑸ 

【ただし全長 1397ｍｍ、1853 年制式三つバンド、英国製とするものがある。⑹】 

 

東禅寺の銃は計測全長（1019ｍｍ）1020ｍｍであることから、歩兵銃より 230ｍｍ短い

砲兵銃である。ここでは特に腔綫（施條・ライフリング）3 条に注目しておきたい。 

銃身と銃床は、環帯（バンド）二つと主に「鳶ノ尾」のネジで締結されている。 

この銃は「鳶ノ尾」に破損後の修理が見える以外、撃発機構は正常に作動し、紛失しが

ちな搠杖（ラムロッド）の欠落もなく、少々の錆以外は銃として完全な形で保存されてい

る。 



「鳶ノ尾」の修理は近年であり、戦前まで害獣駆除に使用されたのではないかと思える

ほどである。 

 

⑵ 銃身後方（元口）左側面の打刻マーク 

 当該銃は前装管打ち銃（雷管式）である。銃身の筒元、左側面の打刻マークはかなり小

さく細かい。 

 

写真 2、 東禅寺 エンフィールド銃 左側面 

 

これは、プルークマーク（Proof mark）といわれる打刻による検査済証で、図 1は銃身を

拡大し、プルーフマークの形状からその意図するところを探してみた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

右より 

＊ 右のℇと￡が合体したようなモノグラム文字  1852年に使用。 

＊ 次の楕円内に E L Gに★のマークは、1810―1853 年、1811－1892 年使用に該当。 

 LEG の順でベルギーリエージュ（Liege）を表す。 

＊が 王冠を略したようなマーク。ベルギーは王国であり、王立の意味とおもわれる。 

＊ L 8は検査官のイニシャルと所属の刻印であろう。 【参考資料を別添付とする】⑺ 

 

以上から、ベルギーリエージュ王立銃身検査院のマークと考えられる。よってこの銃身

はベルギー製であることを示している。世界的にみてもベルギーは銃器の生産国として知

られており、特にリエージュは有名である。 

 米国における南北戦争（1861～1865 年）の際は、英国から南北両軍にエンフィールド銃

が輸出されている。南軍が劣勢と見るや北軍に多くが輸出されているが、当然ベルギー製
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図 1 銃身・プルーフマーク 



エンフィールド銃も英国経由で、米国の南北戦争用に輸出された可能性がある。南北戦争

後は日本の戊辰（1868 年）戦争用に輸入されている。（異説＝リエージュから直に南軍へ輸

出） 

 

⑶ エンフィールド銃 Enfield rifle イギリス 

   1851 年式ミニエー銃を改良し、1853 年式として英国軍隊が採用した。他のミニエー

銃との違いは、火門を保護するための火門蓋が用心鉄の鋲から鎖で結ばれている点 

と、使用弾丸がブリチェット弾と呼ばれ、木栓を用いず、ガス圧のみによって自然

に拡張するように薄くなっていることである。わが国では文久頃に知られたと思わ

れるが、他のミニエー銃と混同されたようで、エンフィールド銃またはエンピール

銃として区別されるようになったのは慶応 3 年になってからである。地板に王冠の

マークと〔Tower〕という刻印がある。しばしば鳥羽ミニエーといわれるのは恐らく

Tower minié のことであろう。 

   本銃は前装銃中の最後の傑作であったが、明治 6 年以後はスナイドル銃・アルビニ

ー銃等の後装式に改造され、残余は予備銃または射撃練習用として使用された。使

用弾丸は重量 33.6 グラム、総薬量 4.43 グラム、で紙製弾薬包とした。 

   〈歩兵銃〉 

   銃身は鋼製で搠杖を除いて金具とも着色してあり、銃口部に照星と剣留がついてい

る。照尺は 500 ヤードから 1200 ヤードまでを 100 単位で分画がされている。500 ヤ

ード以下の照準は固定照門による。撃発機は銃床の右側に独立して設けられている。 

   口径 14.66 ミリ、銃身長 840 ミリ、全長 1250 ミリ、重量 3.88 キロ、腔綫正面螺状 5

条、1200 ヤード、二つバンド、銃剣はヤタガン式（断面三角）刃長 57.5 センチ、鞘

は革製である。 

   〈騎兵銃〉 

   口径 14.66 ミリ、全長 940 ミリ、重量 3.11 キロ、腔綫 5条、照尺 1000 ヤード、  

このほかに、明治初年のわが国の軍制がフランス式を採用したため、野戦砲兵に〈砲

兵銃〉と呼ばれる歩兵銃より若干短い銃を携帯させた。 

   口径 14.66 ミリ、全長 1020 ミリ、重量 3.27 キロ、腔綫 5 条 

                              ⑷ 図解古銃事典より 

 

⑷ 銃身後方（元口）天頂上面の打刻 

 図 2―1 は、銃身と鳶ノ尾部分の境界を示している。パイプである銃身後方はネジによっ

て閉塞されている。銃身内には雌ネジが切られており、一方鳶ノ尾の先端は雄ネジになっ

ていて銃身内に回転挿入される。締結され一つに合体した状態の断面が図 2―1 である。 

 ネジに、ゆるみがあれば銃身と銃床の組合わせにズレができる、そこで締結正位置に「合

印」を打刻している。不鮮明だが〇に Lらしい文字がみえる。（図 2－2） 



 

 

 

 

 

 

⑸ 図 3の読解 

図 3 は銃身と鳶ノ尾が合体し組みあがった状態の、底面を示している。注目すべきは銃

身側の小さい刻印で打たれた 0 4 5 Dであり、鳶ノ尾側の同様の刻印文字である。（4と

0 が重なりモノグラム状になって見えるのは、手によって打刻したために起こった事象であ

り、4 と 0 は本来別個の文字である）。ただし、文字の並び順は不明である。⑺ 

銃身と鳶ノ尾に同じ記号番号があるのは組立用同記号番号であり、数値の 4 5 はロット番

号（製造量の最低数を提示）の可能性がある。銃身あるいは鳶ノ尾のどちらかを破損、紛

失などがあったときに補充できるのであって、交換部品は互換性があり、保守管理が実施

されていたとみてとれる。このことは産業革命による大量生産の成果であり、必然である。 

日本における火縄銃の手工業的生産とは、大きな違いをみせている。 

【国産の軍用銃は明治 13年（1880）、村田銃の制式決定まで待つことになる】 

M L  

０ 4 5 D 互換部品ナンバー 

     ロット番号か 

図 2―2 銃身後方 天頂上面 

〇に Lの合印 

 

図 3 銃身後方 底面 

1672～1810  1853 年使用  後述 

 

偶然4と0が重なりモノグラム化している

文字と 5 及び D。互換部品ナンバー 

ロット番号か 

鳶ノ尾  孔の両側に電気溶接修理

痕、近年の接続肉盛り跡とみる。 

銃 身 鳶ノ尾 

図 2－1 

鳶ノ尾 
銃身の雌ネジ 

鳶ノ尾の雄ネジ 

銃 身 

 

王冠のようなマーク、L 8 の刻印 

 

銃身長 620ｍｍ 



⑹ 銃身後方（元口）端面打刻マーク 

 図 4の鳶ノ尾に Mの打刻あり、「銃身火門座の（後方」）裏に〇に H」銃身と鳶ノ尾にか

けて斜に「略式の王冠マーク？、L、8」の一連の打刻がある。またその上部に解読不明の

打刻がある。上下逆にしてみれば［Ⅳ D］とも読めるが意味は不明である。⑺ 

中心から左部分で、銃身・鳶ノ尾間に一線があるが合印（あいじるし）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 銃床右側面の刻印 

 木部であるので焼き印かと考えていたが、この刻印はプレス機による押印であった。全

体が鮮明さに欠ける刻印である。 

 A .FRANCOTTE は銃器製作所名で、‘A LIEGEは、その産地をあらわす。 
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図 4 銃身後方（元口）断面 

銃身 

合印 

鳶ノ尾（尾栓・雄ネジ部分） 

解読不明の（刻印）打刻あり、 

〇に H 

王冠を略したようなマーク 

と、検査官のイニシャル・所

属ナンバーの刻印らしい。 

火門座（後方）裏 

図 5 銃床右側面の刻印 

A .FRANCOTTE は、ベルギーのリエ

ージュにある有名な銃器メーカーであ

り、現在も盛業であると聞く。 

なお、A .はオーギュストの A であり、

オーギュスト・フランコッテイの A。 

中央はペロンといい、品質検査の合格

マークで 1810～1853 年現在まで継続し

て合格証としている。（特に銃身元口に、

このマークを打つ）以上銃身・銃床とも

リエージュ製であることから、英国との

ライセンス生産など考えられるが、地板

に王冠マークと Tower の文字がないこと

は謎多しである。⑺ 

 

 

 

 



⑻ 他のマーク 

組立のための文字記号であろうか、各所に打刻がある。 

① 先台先端部は真鍮でカバーされているが、そのフロント面に H 

② 真鍮の用心鉄（トリガーガード）に Mと Hか、Hと H か判然としない 2文字 

③ 真鍮製の床尾板（バットプレート）にも H と刻印がある。 

 

⑼ 鳶ノ尾用ネジとマーク 

取り外し可能なネジとして「鳶ノ尾」取付用ネジがある。ほかに地板（機関部）取付ネ

ジ 2本があり、これらネジ頭に⑧に似たマーク（刻印）がみえるが、解読不能である。 

 ネジは（小ボルト）・鉄製、ネジ頭の摺り割りはフライス盤によるもので、V 字形断面の

マイナスネジである。ネジ山は 1インチに 26 山で、ネジ切り盤（あるいは旋盤）による加

工であることは、切り上げの状態をみることで解る。（ダイスによる加工ではない。） 

 ネジの茎にも「8」に似たマークがあるが、解読不明である。しかし、ウイットウオース

ネジが一般化し始めた時代の貴重な形を残したネジで注目に値する。 

ウイットウオースネジは、1968 年 JIS 規格が廃止されたらしいが、実際には現在も使用さ

れている。1841 年に英国人ウイットウオースによって考案された（雌雄）ネジで、ネジ山

の角度が 55度の三角ネジである。⑻ 

このネジの基本寸法は外径をインチ寸法で呼称し、1 インチ（25.4ｍｍ）の間にいくつの

山数（ピッチに相当）があるかで表示されるネジである。それまで各企業ごとの規格でネ

ジは作られていたため、その不具合は想像を絶するものがあった。これを世界で初めて

（1834 年発案）統一規格化したネジであり、その後の世界の産業にあたえた影響は計りし

れない。産業革命の大きな遺産であり、工業の発展に絶大な貢献をしたウィットウオース（ネ

ジ）であった。 

【サー・ジョセフ・ウイットウオース  1803,12/21～1887,1/22  83 歳没、英国技術

者・実業家、近代的な精密工作機械製造などに貢献。兵器製造でも有名で、断面 6 角形ラ

イフル弾丸を撃ちだす大砲・小銃（Whitwrorth rifle）などを世に出している】 

  

＊小栗上野介のネジとは、米国で知った規格化・量産 

されたネジ（ウイットウオース）であり、 

その統一規格化構想そのものでは 

なかったかと考えられるのである。 

 

＊勿論、東禅寺にある上野介持ち帰りの（1860 年） 

「木ネジ」も、統一規格化と大量生産という意味 

では、その一種ではあろう。 

 

写真 3，鳶ノ尾用ネジ 1 インチに 26 山。 

ネジ茎に 8、写真 4 の,ネジ頭に⑧に似た 

マークは組立工程で、他のネジと間違わ

ぬための識別用兼用のメーカーマーク。 

 
鳶ノ尾用ネジ径は、5.2ｍｍ（0.165 インチ）

1 分 6厘 5毛、1 インチに付き 26山と計測。 

このような端数での規格はありえず、ウイット

ウオース規格統一ネジになる直前のネジであ

る。（1/8 インチ＝3.175ｍｍ）ネジ全長 52ｍｍ。 



 

 

 

 

 

 

⑽ 腔綫（旋條・施条・ライフル）3条 

 東禅寺銃の特徴は、銃腔に腔綫 3 条が確認されることである。しかし前述の項⑶エンフ

ィールド銃 Enfield rifleの砲兵銃は、文末にあるように、腔綫 5 条である。東禅寺銃は英

国制式砲兵銃と同型同寸法であり、我が国の明治初年（1868）の砲兵銃と記されたものと

も、当然同寸法であるから、腔綫 5 条であらねばならないとおもうのだがーーー。 

『鉄砲・大砲大図鑑』によれば、短エンフィールド銃 P1860 Enfield Short Rifle の項（浅

川道夫 著）で、戦列歩兵用の P1853（Pはパターン）に次いで、軽歩兵や教導役の下士官

へ支給するために、イギリス軍が採用した前装施条銃。幕末維新期の日本では、エンピー

ル銃あるいは鳥羽ミニエー（機鈑に TOWER の刻印があるため）と呼ばれ、広汎に使用さ

れた。短小銃には長大なヤタガン形のサーベル銃剣が装着された。⑸――――――― 

＊【所荘吉著『図解 古銃事典』は、銃剣の形はヤタガン式（断面三角）と記す】 

施条は右転 5条―――とある。 

東禅寺銃は腔綫（旋條）ライフル 3 条であり、所氏の言う砲兵銃でも、浅川氏の言う短

エンフィールド銃にも該当しないことがわかる。 

             

 

              

 

 

 

 

 

                各種銃の比較 

年式 銃種 口径 銃身長 照門 剣留 腔綫 

1853 砲兵銃 .577 24 リーフ あり 3 条 東禅寺の銃と同型銃 

1856 騎兵銃 .577  21 リーフ なし 5 条 

1858 砲兵銃 .577  24 折畳梯子 あり 5 条 1853 年パターン 2 モデル 

1861 砲兵銃 .577  24 折畳梯子 あり 5 条  

単位＝インチ 

写真 4，東禅寺銃の腔綫 3 条 

写真 4，地板取付ネジの頭、 鳶ノ尾用ネジの頭 

エンフィールド銃で銃身長の短い砲兵銃・騎兵銃の特徴 

を整理比較すると、下記の表になる。単位はインチ（英国） 

である。口径 0.577 インチは 14.6558ｍｍ。銃身長 24 イン

チは 609.6ｍｍに相当（東禅寺銃の 612ｍｍは誤差の内）。 

 照門(リアサイト)のリーフとは、固定照準 100ヤードと、 

大小 2 枚の葉により 200・300 ヤードを照準。（写真 5） 

剣留（着剣座凸）は騎兵銃には必要なしとしている。 

腔綫 3条の銃が東禅寺銃と同型銃であることを示す。 

 



 以上のことから東禅寺銃はエンフィールド 1853 年式砲兵銃である。各所の特徴・全寸法

が合致したことで証明された。⑼ 

案ずるに所氏は P1858 年式エンフィールド砲兵銃を述べ、浅川氏はＰ1860 年式砲兵銃を

解説したことになる。名称変更でいえば P1853 年式を改良後「1853 パターン 2」とし、こ

れを P1858 年式とも呼称している。なお以後もマイナーチェンジはつづいた。 

いずれにしても、腔綫 3条は初期の型式であり稀少である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑾ むすびに 

東禅寺の銃は、ベルギー国リエージュ製の英国 1853 年制式エンフィールド砲兵銃である

と証明できた。特に腔綫 3 条であることから初期のエンフィールド砲兵銃であることは確

実で、このことは腔綫 5 条を調査の基本モデルとした過去の調査・研究・発表とは、微細

であるが一線を画するものである。 

腔綫 3 条とする 1853 年エンフィールド銃、あるいは 1853 年エンフィールド砲兵銃が国

内に、どの程度輸入され現在何丁が保存されているものか、文化財保護の観点から知りた

いものである。峯田個人としては、腔綫 3条の当該銃は初見であり、稀少性を感じていて、 

会員諸兄・知人に収集・所有される方がおられれば、ご連絡いただけたらと願っている。 

 

今後は東禅寺に所蔵されるまでの、入手経路の真実が解明できれば、小栗忠順（上野介）

の菩提寺、東禅寺として「銃」との関わりの別な一面を知ることができると考えている。 

 

「銃全体」にある錆で今後において支障をきたすものは、文化財保護のため木部食込み

錆なども極力落とし修復し返却することにした。ただし、最小限の加工にとどめている。 
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写真 5、リーフ照門―1，2，3，4、状態を示す。 

1、固定照門 100 

ヤード 

右方向が銃口 

 

2，リーフ照門 200

ヤードに照準 

 

3，リーフ照門 300 

ヤードに照準 

4，リーフ照門側面 

300 ヤード状態。 

右方向が銃口 
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