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はじめに 

 日本の古式銃は世界的に見ても種類形態（形状）及び機能の多様さに加え、それに付属

する小道具、つまり鉄砲小道具の種類が多い特徴を持つ一方で、江戸前期から後期にかけ

ての火縄銃使用の一群と、幕末期に導入された西洋式銃砲に伴う小道具との２群に大別で

きる。前者の火縄銃に付属する小道具は幕府や諸藩藩制下の各種取り決めと並び鉄砲所持

者による個々の嗜好を含み、美術的な要素を伺えるものから実用性重視のものまで歴史的

な積み重ねと相俟って多種多様な小道具を作り継承してきた。 

 筆者は以上の小道具について「おがわ是苦集に見る鉄砲小道具の用と美」(１)や、「江戸鉄

砲小道具の世界」(２)等で紹介してきた。個人的にもこれら小道具等を収集し、今回紹介す

る資料も当会顧問の安田修氏が所蔵していたものを譲り受けたもので、最初手に取った時、

時代性や機能性の面でどう捉えるべきか判断に迷いつつもあまり見ない資料との認識を持

った。その後、類似資料の渉猟にあたったが新たな情報を得るに至っていない。ここで扱

う火縄銃用の胴乱については多数の資料を見ることができるが、表題とした角場用胴乱と

なると一般的な胴乱との違いを含めその定義からして難しい。本稿では胴乱の機能面につ

いて説明し、角場における鉄砲使用の実態とそこに見られる各種小道具の様相を示して角

場用胴乱とは何かを提起したい。 

 

１．火縄銃用胴乱とは 

 火縄銃に付属する小道具では次のようなものがあると「豊島流砲術秘書」で以下の小道

具を例示し、これらは平生使うもので普段から備えるという(３)。「筒薬入・口薬入・腰刺薬

入・玉鉛・玉居・角・校串・布巾・金ツウジ・小槌・栓抜・走直火縄・火縄竹・火打金・

火打石・ホクチ・火打箱・鬼革・玉入巾着・雨袋革・腰付胴乱・荷担胴乱・腕抜・掛緒・

鋳形・鋳鍋・小杓子」とあり、ここでは記載がないが早合も含まれよう。江戸期の砲術伝

書でこれだけ細かく記載された資料を見ないが、足軽鉄砲は別として砲術流派に属する門

人ではこのような小道具誂えが必要とされたようである。 

 ところで江戸期は戦国期と違い騒乱を帯びなかったため、鉄砲は実践性のものから流儀 

形式鉄砲へと変化し多数の鉄砲流派と流派ごとの射撃術、道具誂え、型演武を生じた(４)。

豊島流砲術秘書にある小道具は、鉄砲調練等の角場（星場）(５)や犬追（野外調練）を含む

ものであり、その目的により使用する道具を調整したと考えられる。一般的に藩邸内での

角場は、規模形状等において弓道用の的場に準じるかそれよりも小さく、さらに発砲音に

加え玉の跳弾防止の工夫を加えていた。角場については次項目で詳述する。 

胴乱とは早合（竹・紙製薬莢）を収納する腰鞄である。幕末期には肩から下げる洋式胴

乱が主流となり形状に変化を生じたが、火縄銃を使用する和流砲術ではほぼ例外なく右腰

に紐で巻いて装着した。鉄砲が右打ちなのは腰刀の位置関係から利き手を右にする必然性

があったからで、海外でも鉄砲構えは右利きである。そのため胴乱は洋の東西を問わず右

腰かややその後の背中向きに配置装着する。 



 

■写真１ 高松藩松平家所持の胴乱と玉袋 江戸時代前期 三代将軍徳川家光が初代高松藩主松平頼重に

贈呈した徳川家康・秀忠の鉄砲道具類の中の一つ。三匁筒用の早合を 10発収納する。高 8.4×幅 11.0×奥

行 4.8ｃｍ。香川県立ミュージアム所蔵 

 

□胴乱の形状と大きさは、江戸期を通じて形状や大きさにほとんど変化がないとみている

が、現在に残された資料の多くが幕末期、安政年間以前の形式であり戦国末期から江戸初

期段階の胴乱がそのような大きさ形状であったのかは類例が少なく判然としない。しかし

慶長期から寛永期と思われるものが三例（江戸徳川・仙台伊達・高松松平）あり、一つは

久能山東照宮所蔵の徳川家康使用のもので狩猟用胴乱。もう一つが高松藩主松平頼重（三

代将軍家光譲渡品）の小さめの胴乱で内部に 10 発の早合を納める。家康の胴乱はやや大ぶ

りであるが、松平頼重のものは江戸期を通じて流通した武家用胴乱と形状や大きさの点で

共通する要素が見出だせる(６)。武家の特徴として阿徳島藩胴乱の仕様「徳島藩武具御定書

抜粋」では次のように規定する。 

「一 胴乱ハ滑革黒塗、幅七寸、深三寸五分。小口幅一寸二三分ニシタルト一寸七、八分ニシタルト両

様有。是ハ一並入リ違ナリ。広キ方ハ中仕切アリ。扉ハ二重折ニシテ亘ニ一寸計ノ輪アリ。金御紋一ツ

付、尤自分ノ胴乱ニハ自分紋ヲ付ル。鞐ハ角或ハ鯨ノ鰭ノ召合ナリ。緒ハ柑木綿、打緒太サ一寸四、五

分、廻リ長一丈ニシテ、胴乱ノ渡、革締二ツ有テ是ヘ通ス。大練繰ノ緒モ有之。何レニテモ不苦」 

（大意）胴乱は黒漆塗りの滑革（ぬめがわ）がよい。大きさは幅 21cm、深さ 11cm、奥行 4cm と 6cm

の 2 種があり、早合を 2 列にする違いで広い方には中仕切りがある。覆蓋には見返しがあり長さ 3cm ほ

どの留め具（環）があり藩紋は金であるが個人用は自分の家紋をつける。コハゼ（留め具）は牛角か鯨

のひげ。腰に廻す緒は藍染の木綿で角打（組紐）で太さ 4cm、長さ身長程度にし胴乱と緒とを革で締め

る。調練に使用する場合もこれに準じるが何でもよい。 

江戸後期寛政期の幕府鉄炮方田付流の砲術書「求中集」（寛政十三年二月 田付四郎兵衛

直温）では、胴乱を薬籠と称し早合を仕切るうす板を間に挟むとある。仕切り板（壁）は



すばやく早合を取り出すことや、使用済みを区分けする目的を兼ねているという。 

「此惣入もの、なめし皮に、うす板を間に入れ、其蓋をかけはづしにする也。緒付三ヶ所あり。薬籠、

或五本立、十本・十五本、品あり」 

（大意）胴乱とはなめし革で作り、仕切り板を設ける。蓋は懸けはずしができる。緒（腰紐）を付ける

紐通しが 3 箇所ある（胴乱の裏側に）。薬籠ともいう。中には早合を 5 本、10 本、15 本納める(７)。 

 

２．角場用胴乱について 

 ここで紹介する胴乱とは腰付用でなく手持ちで打場に置く形式である。腰付け胴乱は歩

行を前提とするのに対して、角場用は持ち歩かない設置形式と考える。 

角場胴乱１「壱匁七分」 

桐箱製で内外面に生漆塗りを施し蓋上面に墨書「壱匁七分」とある。箱の大きさ全体（蓋

付き状態）が高さ 10.0ｃｍ、幅 20.2ｃｍ、奥行 10.0ｃｍ。被せ蓋の大きさ高さ 6.7ｃｍ、

幅 20.3ｃｍ、奥行 11.0ｃｍを計測する。内部は階段状に 4 段仕切り（間仕切り）で 1 段幅

1.6ｃｍ、2 段目幅 1.6ｃｍ、3 段目幅 1.8ｃｍ、4 段目幅 3.1ｃｍとなり板材厚 0.4ｃｍ。手

前三段に各 10 発早合を並べる。早合は竹製で蓋を手もみ木綿糸（紐）で連結する。大きさ

長さ 6.4ｃｍ、最大径 1.4ｃｍ、口径 1.15ｃｍで内径は 1.0ｃｍ。紐位置上より 1.5ｃｍ摸位

置にある蓋の径 1.08ｃｍ、高さ 0.6ｃｍで共に生漆塗り。玉脚部が 1.0ｃｍで内側に紙貼を

施し片側に噛み合わせ用の竹バネあり。 

内部早合 1 段目 10 発。2 段目 10 発。3 段目 10 発揃いで一部に朱字で「五」と記載あり、

早合内火薬量約 3.6ｇを計測する。尚、４段目空間には同種の早合 3 発（蓋無）が含まれて

いる。この空間は使用済み早合や予備の早合とパッチと呼ばれる玉合わせ用の薄美濃紙や

セセリ（火針）、小槌等が収められていたと考えられる。 

 

角場胴乱２「二匁三分」 

桐箱製木箱。箱側面に紙貼「二匁三分」（表）、「おとり玉」（裏）と書いた墨書あり。箱

塗りは赤い砥の粉。全体の大きさが高さ 9.8ｃｍ、幅 17.1ｃｍ、奥行 8.5ｃｍで側面丸山形

でその頂点まだの髙さが 9.8ｃｍである。被せ蓋の大きさが高さ 3.3ｃｍ、幅 18.0ｃｍ、奥

行 9.5ｃｍで被せ蓋板材厚さ 0.4ｃｍを計測する。内部間仕切りは 3 段からなり、その幅が

1 段 1.75～1.8ｃｍ、2 段 1.6～1.7ｃｍ、3 段 3.7ｃｍとなり、角場胴乱１で説明したように、

この段の空間には予備の早合やパッチ、セセリや小槌等が収納されていたと思われる。火

薬入や口薬入を収納するには空間幅が足りない。 

早合の大きさが二種類あり、それぞれに朱字で「一「二」とする。「一」が長さ 8.2ｃｍ、

直径 1.55ｃｍ（最大）、口径 1.3ｃｍ－内径 0.75ｃｍで蓋高さ 0.5ｃｍ、蓋径 1.3ｃｍで生漆

塗りである。紐結び上から 1.4ｃｍの位置で繋げる。「二」が長さ 9.1ｃｍ、直径（最大径）

1.65ｃｍ、口径 1.35ｃｍ－内径 0.95ｃｍである。一段目が「一」で二段目が「二」となる

と思われるが混在しており定かでないが、本来はそれぞれを区分していたと思われる。火

薬量は「一」が 4.4ｇで 7 発。「二」が 5.0ｇで 3 発あった。この外に三段目に「五」と朱字

された小型の早合が 4 発（3.6ｇ）あり、これは角場胴乱１にある「壱匁七分」と同形状で

あるが、外塗りの色合いがやや異なり別かもしれない。底に紙シールで「所 55」と表記。 



 

 

■写真２ 角場胴乱１「壱匁七分」と早合 



 

 

■写真３ 角場胴乱２「二匁三分」の形状と早合 



和流胴乱「丸に渡辺星紋胴乱早合」 

 桐製木箱に青漆塗。表に家紋「丸に渡辺星紋」を描く。一見長州藩を思わせるが相違す

る。典型的な和流の鉄砲胴乱で小型の部類に属する。この大きさは実戦用でなく演武用の

形式と考えられる。大きさ幅 12.3ｃｍ、奥行 4.1ｃｍ、高さ 9.8ｃｍで蓋の大きさが高さ 4.2

ｃｍ、幅 12.8ｃｍ、奥行 4.2ｃｍを計測し、本体箱両脇に鉄製環直径 1.55ｃｍ）が付き紐

と連結する。通し紐は絹矢羽組み紐（白・緑色）である。蓋は被せ蓋で留め具がない。 

早合は 10 発入で早合の火薬量 7～8ｇ。早

合は竹製で長さ 9.3ｃｍ、直径 1.5ｃｍ、

蓋内径 1.25ｃｍ、蓋高さ 0.7ｃｍに底径

1.2ｃｍ（玉径）を測り、底の深さ 1.5ｃ

ｍ。全体を生漆塗りに仕上げ上から 1.6ｃ

ｍの位置に紐通しあり。早合内部は薄紙

貼。玉咥えの大きさと火薬量を考えると

鉛玉径 1.21ｃｍの三匁玉と思われる。蓋

が本体箱と連結しない単なる被せ蓋であ

ることから角場用の胴乱であろう。 

 

■写真４ 家紋付箱胴乱と早合 



３．角場とその道具形態―特に胴乱の機能性― 

 角場とは鉄砲専用の射撃場で、標的の角を打つことから呼ばれ関流では星場といい、そ

の他「鉄炮放場、的場、射場」とも称した。的場は一般的に弓を使用する射場をさす場合

が多い。角場は短距離の射撃場で大概十五間（27ｍ）、そのほかに三十間（54ｍ）と六十間

（108ｍ）があり、町の距離 108ｍを越える射撃場を近距離が「近町」、遠距離を「遠町」と

称した（8）。角場は大名屋敷の敷地内に設けられ、大藩では中・下屋敷に設けられた。幕末

期における江戸市中では、藩邸を除く角場数は 15カ所にも満たなかった（9）。 

 関流の角場である「星場」は江戸麻布土浦藩北側抱屋敷

に隣接し、全長十五間、角の垜は砂で固めた厚さ五・六尺、

横六・七尺の規模で打場（射手の位置）幅四間の角に比べ

やや高い位置あったという。この角場の周辺は北側に小高

い土手に加え竹藪や薬研堀を設け囲っていた。土浦藩は本

所屋敷と麻布屋敷とに星場を持ち、正月八日に鉄砲稽古の

無事を祈願する「鉄炮鏡披」を行い、四月から打ち稽古す

るという(10)。   ■写真５ 関流十五間用角（関正信氏所蔵） 

 文久三年（1863）の「渡辺旈鉄炮奥義之巻」（国立歴史民

俗博物館安齋コレクション）には渡辺流の角場開き流儀に関する記述が見られ「射垜之左

右に御幣を数本立てる。射座（打場）には摩利支天を祀り、三方に酒、熨斗昆布、勝栗を

のせて供える。（角）に八寸四方標的（角）を立て、師匠がまず膝射と立射で各一発ずつ射

撃する。次に、三人の射手が序、破、急の順序で各三発ずつ計九発を撃つ。これは三々九

度を表すのである。ここで供えた酒を飲む。打上げは一寸八分平方の金的（まわりを杉ま

たは桧の葉で飾る）を数人で撃ち、終って千秋万歳目出度と唱えて納める」と角場におけ

る鉄炮儀礼の一端が伺える(11)。 

 角場での射撃は藩邸内おい

ては藩士とその門人とで、それ

以外の角場は砲術流派毎に幕

府鉄炮方の許可を得て行うの

を習わしとしていた。角場で射

撃訓練をする際に使用する道

具がここで紹介する胴乱であ

るが、これ以外にも仮に「火薬

収納小箱（道具箱）と呼ぶ、風

呂敷包みして持参る形態もの

が存在し、玉数に制限なく使用

できる利便性を有している。胴 

                           乱に比較してその遺存例が少

ないが角形筒状の火薬入の数量的多さを考えると、角場練習用には一般的な胴乱を使うよ

り便利である。腰に巻き付ける胴乱では収納発数（早合）が 10発であるから、それ以上に

射撃する場合には再度早合に詰め直しの必要が生じる。その点で火薬道具箱では必要発射

数を鉄砲へ火薬込め、玉入れ、火皿への口薬点火装填、火縄を火鋏付けして引き金を引く

■写真６ 北斎漫画（第六編）所収の角場垜の屋根付き構造と 

道具類。右上茣蓙の脇にあるのが火薬道具箱である。 



を繰り返すだけで、玉詰まり及び銃身内の汚れ落しのためのパッチを玉に巻き付け挿入を

繰り返す。携帯用の箱では収納する火薬入の大きさから推察すると三匁かそれ以下の大き

さの玉目で、火薬量から推測して 50発から 100発程度の射撃が可能である。その点で角場

用胴乱１・２及び和流胴乱「丸に渡辺星紋胴乱早合」は使用する玉発数を意識した上での

射撃術の向上に加え儀式・儀礼的な要素が伺える。特に早合の本体と蓋とを結ぶ糸は細く

丁寧に扱わないすぐに切れてしまうから、一発毎の射撃には速射より丁寧な狙い撃ちの所

作を求められる射撃術、角打ちでの正確さを意識していたと考えられる。鉄砲流派により

その射撃方法は多様であるため、この辺については史資料をあたり具体的に説明できる史

料を提示していきたい。 

 

おわりに 

 本稿では木箱型の早合を一定数収納する角場用胴乱と、早合を使わず射撃する火薬道具

箱が角場用であると例示したが、火薬道具箱は比較上の参考例として提示しつつもその遺

存例が少なく別の機会に詳述するとして、今回は早合収納角場用胴乱の特徴について説明

したい。一般的な胴乱は戦場を意識した構造、即ち革あるいは紙張（乾漆）、木箱等に漆を

塗り早合を収納した本体に蓋が連結し前を小ハゼで結び連結、蓋が開かないようになって

いる。それに対して角場用では蓋の連結がない被せ蓋となっており、早合の発数は 10発～ 

30 発と 10 本単位で収納する（12）。納められる

早合も竹製の差し込み蓋で栓をして撚り紐で

連結する。その紐は細く切れやすい。歩行用胴

乱に収められる早合は六匁以上で多いものの

蓋がタンポ状の鹿革で連結紐も鹿革で強度が

ある。三匁でも蓋をタンポ状の丸い頭で栓をす

るのが一般的であった。その点、今回紹介した 

■写真 7 松代藩紙製胴乱（六匁目筒用）  角場用胴乱は早合の作りも特徴的で、紐の状態

からも理解できるように実戦用でない練習・射的用の機能を示すものとなっている。 

 江戸期を通じて多数の砲術伝書が成立し角場での礼儀作法（儀式）や、射的における玉

の匁に対する火薬量（飛距離）や目当（照門・星）との位置関係等に関する例示を多数み

られるが、角場で使用される道具やその規定について窺えるものは少ない。写真６で掲示

した北斎漫画に描かれた角場は状況を示しており重要である。当時としては当たり前のこ

とで敢えてそれを示さなかった可能性も高いが、今日に伝わる鉄砲小道具の中での角場道

具とは何かを具体化して確証を持たせる必要がある。今回はその例示をしたのだが改めて

会員からの意見を伺いたい。 

 ところで、角場胴乱２「二匁三分」には「おとり玉」との墨書を記した紙が貼られてい

た。この胴乱内に朱字で「一」と「二」と書かれた 2 種の早合があり、前の段が「一」の

二匁三分玉、後段が「二」の二匁三分玉で、それぞれ 10 発収納されていたものと思われる。

「おとり玉」とは劣玉の意味で、所壮吉氏の「火縄銃」において次のような解説がある（13）。 

「劣玉と呼ばれる玉があるが、これは変形弾ではなく、数発も連続して射撃を行った場合、火薬の焼滓

が銃腔内に附着して玉が入らなくなるため、標準の玉目よりだんだんに小さく鋳った玉の事で、玉箱に

目方を分けて書付けて納めるようにしてある。」 



 実際に鉄砲を撃ってみると分かるが、黒色火薬では発砲数を重ねると銃腔内にネットリ

とした火薬残滓が残る。これを除去しつつ銃腔内を綺麗に保つために玉にパッチと呼ばれ

る紙あるいは布を巻き付けて銃身内に玉込めしていく。それでも残滓を取り切れないので

少し小さめの玉を要して込めやすいようにするというもので、それを劣玉と称したという。

基本的には 10発ある内の最後の数発を劣玉にするのではないかと推察するが、胴乱内の早

合には特に劣玉とわかる外観上の違いを見いだせなかった。 
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