
  

 

日本銃砲史学会発表資料  第 354 号   

 設楽原の鉛玉とその周辺 
                                小林 芳春      
 
        「長篠・設楽原の戦い」は鉄炮の戦いといわれるが、そこで使用された

鉄炮は見つかっていない。その 8 年後の龍源院銃がわが国に現存する最古

の鉄炮であるとされる。 注１ 

        火縄銃はないが、その時使われたと思われる銃丸が、古戦場の設楽原で

これまでに 12 個見つかっている。この発見された 12 個の玉を中心にした

天正 3 年前後の鉄炮周辺についての考察である。 

 

１ 白い玉「１２個」が語るもの  
古戦場から出土している白い玉が当時のものと推定できるなら、鉄炮の戦いを裏付ける

貴重な史料となる。経過は次の様である。    注２ 
【発見場所】 ・３個は連合軍後方陣地で（大宮川西） 

・３個は連合軍前線で（連吾川西低地） 
・６個が武田軍側で（連吾川東低地１、高台５）     

 【発見時期】 ・大正期     １個 
        ・昭和後半    ２個 
        ・平成７年まで  ４個 
        ・平成８年以後  ５個（設楽原歴史資料館は平成８年に開館） 
 

（１） 出土の記録 

 〔記録１〕  現在所在不明  

①出土品   鉛弾らしき白い玉１個。形状、外寸不明（小指の先位）。大正 10 年頃。     

②発見場所  連吾川左岸、武田布陣の信玄台地西下方。川岸から 20m 程の畑地内。  

③発見者   小学生（当時）の峯田十光氏（竹広）    

〔記録２〕 「本田玉１、２」 長篠城址史跡保存館保管          
①出土品   白い玉１個、赤茶に錆びた玉１個 （昭和 37 年８月）    

・玉１  外寸（長径）9.8 ㍉、（短径）7.8 ㍉の半分つぶれた半球形。白地の中に黒味あり。  

[重量]5.1ｇ  [比重] 変形大きく、推定算出値 11   

・玉２  外寸（長径）14.2 ㍉、（短径）11.8 ㍉のいびつ玉。赤茶色の錆の感じ。  注３  

       [重量]7.5g   [比重] 6.9      

②発見場所  連吾川下流右岸の畑。ここより南は深い谷。東側はビンズル淵へと下がる。 

③発見者   本田寿儀氏（竹広）        



  

 

④発見時の状況  雨の翌日、さつま畑の草取りで発見。 

 〔記録３〕 「本田玉３」 設楽原歴史資料館保管   
①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個 （平成３年 12 月２日発見）      

・玉１ 外寸（長径）11.2 ㍉、（短径）10.7 ㍉。一面が削れ凹んだ球。白く風化。   

       [重量]8.0ｇ [比重] 11.2 

   

 

１ 白い玉の発見地（新城市の連吾川中流付近） 

 

②発見場所  信玄台地の中央部を南に進み、山縣
やまがた

墓
はか

を上ったあたりの台地上の畑。 

③発見者   本田寿儀氏（竹広）       

④発見時の状況  掘り返された畑の土の表面に白っぽい石が見えた。    

 〔記録４〕 「山田玉１、２」 設楽原歴史資料館保管  
①出土品   鉛玉と思われる白い玉３個（平成４年１月２６日発見、内１個はその後不明）    

・玉１  外寸（長径）12.5 ㍉、（短径）12.2 ㍉、凸凹した球形、傷痕は多い。  

        [重量]9.7ｇ [比重]10.0  

・玉２   外寸 11.2 ㍉、球形。玉の表に穴が二か所。穴の内径は５㍉と３㍉程度で、内部で

つながる。[重量]6.2ｇ [比重]変形大きく算出不可。 



  

 

②発見場所  大宮川の右岸で、大ノ木遺跡の水田横。決戦時、連合軍の後方陣地。 

  ③発見者   山田浅二郎氏（豊橋市）とその家族                   

④発見時の状況   圃場整備で掘り返された土の表面に浮きでていた。  

 〔記録５〕  「後藤玉」  設楽原歴史資料館保管  
  ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個（平成８年８月１日発見）      

玉１  外寸（長径）14.9 ㍉、（短径）14.4 ㍉。少しゆがんだ球形。黄色味あり。 

[重量]17.5ｇ  [比重]10.7   ※これまで発見された玉の中で、最も重い。 

②発見場所  信玄台地上の造成工事で掘り返された土とその西側林地下り斜面との境目。           

③発見者   後藤静香氏（小一年）（川路）        

④発見時の状況   虫取りで赤土遊歩道と林地との境目を祖父と歩いていたとき。           

 〔記録６〕 「熊谷玉１」 設楽原歴史資料館保管  
  ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個 （平成９年 11 月 18 日発見）    

   ・玉１ 外寸（長径）11.1 ㍉、（短径）10.8 ㍉、ゆがんだ球形。小穴あり、凸凹している。     

[重量]7.3g [比重]１０．８   

②発見場所  台地が西側斜面に下り始める林地、資料館の敷地内。 

③発見者   熊谷昇吾氏（浅谷）        

④発見時の状況  記録５とほぼ同じ斜面との境目。以前ここで出土している。 

 〔記録７〕 「高橋玉」   設楽原歴史資料館保管   
  ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個 （平成 12 年 7 月 8 日発見）        

   ・玉１  外寸（長径）10.8 ㍉、（短径）10.5 ㍉。凹み多い球形、白く風化。所々茶色。          

[重量]6.7ｇ  [比重]10.7             

②発見場所  台地が西側斜面に下り始める林地、資料館の敷地内。 

③発見者   高橋梓氏（山梨県大和小六年）。   

④発見時の状況  説明で、「白い石は、鉄炮の玉！」と聞いていた友人と白い石を探した。 

〔記録８〕 「熊谷玉②」  設楽原歴史資料館保管  
 ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個 （平成 13 年２月７日発見）   

・玉１  外寸 9.5 ㍉、つぶれて変形、白く風化。 

    [重量]5.1ｇ  [比重]11.3             

②発見場所  台地が西側斜面に下り始める林地、資料館敷地内の西北林地境 

③発見者   熊谷昇吾氏（浅谷）        

④発見時の状況  灰白色で少し変形。椎の樹の下、傾斜し始めた赤土の上。前日が雨。 

 〔記録９〕 「神真島玉」  設楽原歴史資料館保管  
 ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個 （平成 15 年 8 月 4 日発見）  注 4 

・玉１  外寸（長径）12.4 ㍉、（短径）10.2 ㍉、径に対し 2 ㍉程欠けた形。全体は白くしっか

り風化しており、あちこちに傷みもある。一部鉛色がでて小さな凸凹がある。 

[重量] 9.0g  [比重] 9.84～10.7            



  

 

②発見場所  連吾川右岸、柳田橋の近く。遊びで玉探しをしていた。 

③発見者   神谷光希、真田晃次、島田直紀の各氏（東郷西小児童）        

   表１   玉径による類別  注５ 

  ・現存する９個の白い玉について、表面の腐食度を考慮して元の鉄炮の筒を推定してみた。 
玉の外径原寸でみると 

（ミリ） 

外径 2 ㍉腐食 

とする ※１ 

外径３㍉腐食 

とする ※２ 

 元の玉に該当する筒 

（銃口：単位㍉） 

9.5 9.8 10.3 10.8 

11.1  11.2  11.2 

   ２個 

 

 ３匁以下の小筒 

（12.5 以下） 

12.5  14.9 

 

   ６個 

 

 8 個 ３～６匁の筒 

（12.5～15.7） 

    １個  １個 ６匁以上の筒（15.7 以上） 

           ※１ 表面の 1 ㍉が腐食して小さくなっている場合 

           ※２ 表面の 1.5 ㍉が腐食して小さくなっている場合 

（２） 鉛玉と推定  

これまでに設楽原で発見された１２個の玉（設楽原歴史資料館の把握）の内、２個は所

在不明で、1 個は赤茶の錆具合から鉄玉と考えられる。９個が白い風化の様子とその重い

感じから鉛玉と推定される。測定値から比重を計算して見ると、何れも鉛の比重に近い。 
 これらが火縄銃用の弾だとしても、時代の特定には、次の三つのケースが想定される。 

①天正三年の戦いで使用されたもの 
②その後の戦いで使用されたもの 
③猟銃用として使用されたもの 

設楽原決戦以後、この地での鉄砲使用の戦いの記録や伝承は見られない。一方、猟銃用

の玉の可能性もあるが、連吾川周辺は『慶長検地帳』でわかるように当時から集落や水田

が開かれており、雁峰の山つきに比べて銃使用の頻度はここでは小さいと思われる。注６        

これらを勘案すると、発見された玉は、その白く腐食している度合いからも設楽原決戦 
に由来するであろうと見ることができる。また、鉛は酸に侵されにくく、水中で表面が保 
護されるという性質から、大気・地中・雨水などの自然環境に対する耐蝕性は強いと思わ 
れる。従って、この地で、鉛弾が大量に使われたのであれば、今後とも白い玉がこの地域 
の土中に存在し続ける可能性は大きい。                             

   
（３） 発見玉と連吾川との位置関係 

 発見された玉数はわずかであるが、その出

土の位置は、当時の戦いをそのまま語ってい

る史料といえる。特に、馬防柵と関連した連

吾川との位置関係は、両軍の動きを示す一つ

の指標となる。 写真１ 雁峰山を望む連吾川 
 今回の９件の記録について、次のことがい



  

 

える。 
  ①連吾川右岸の連合軍側にも、左岸の武田軍陣地側にも、両方に玉が発見されている

が、多くは左岸側の信玄台地周辺である。 
②峯田玉・本田玉３・後藤玉・熊谷玉・高橋玉は、戦いの記録・物語が伝える最激戦

地（山縣、内藤、原、甘利の墳墓に近い）のもので、左岸の位置からいって、連合

軍から武田軍に向けて発射されたものと言える。     
  ③本田玉１・２の場合、発見場所は連吾川が谷を刻み始める所であり、設楽原戦線の

最南部である。ここでの、鉄玉は変形が大きく火縄銃用かどうか判断できない。   
④山田玉は、連吾川西側の弾正山台地を越え、更に大宮川を渡ったその西での発見で

ある。連合軍陣地側に奥深く入り込んでおり、後方陣地での玉の動きと考える。わ

ずかにはなれた所から３個の発見であった。                
これらのことから設楽原決戦の鉄炮について、火縄銃の玉がかなり広い範囲―連吾川の

両岸で出ており、全戦線に関係していることがわかる。また、鉛玉以外の玉使用の可能性

は、ここでははっきりしない。   
   

(4)  １２個の数字は？ 

織田・徳川軍が準備した鉄炮の数については、関係文献の記録から「千挺か？三千挺か？」

が話題になるが、決め手はない。ただ多くの鉄炮が使用された「鉄炮の戦い」であったこ

とは史料が伝えている。 注７ 
文献史料と異なり、直接的に鉄炮使用を裏付けるものに火縄銃の玉がある。当時の火縄

銃が一挺も発見されていない中で、火縄銃の玉が１２個みつかっている。これを少ないと

みるか多いと見るか、玉発見の経緯から検討する。 
【玉の発見場所は】                  
１２個の内、３個は織田軍後方陣地で、３個は連合軍前線で、６個が武田軍側で発見さ

れている。しかも５個が武田軍布陣の高台信玄台地上であり、その内４個は歴史資料館の

すぐ西側で出土している。わずか２０坪たらずのところである。 
ここは信玄台地高台の西端で、ここから下り斜面が始まる。斜面は潅木等が生い茂り、

上段の畑地との境目まで続く。その先は草地で畑となるが、資料館建設の整地のため、台

地の端で赤土面が昔の地肌を現している。従って、表面の腐葉土が削られ、四百余年前の

地表により近いと思われる。もともと地形的には当時と殆ど変わらない場所である。 
この、資料館裏庭の人の目に触れる偶然の多さと表土や茂みの中に埋もれたものが建設

の整地工事で地上に姿を見せることになった偶然の交差の結果が台地端の４個であろう。 
・記録１  馬防柵等からの火縄銃使用を考えると、玉の発見が予想されるところ。 
・記録３・５～８  ここは連合軍の布陣位置からかなり離れており、火縄銃の発射

方向からも上向きになりすぎているように感じられるが、前銃砲史学会

理事長の所荘吉氏は「発射の衝撃、ここの打ち手の発射角度を勘案する                  



  

 

と不自然ではない」と連吾川右岸で 話されたことがある。 注８ 

 
・記録９  連吾川右岸で川岸に近いことか 

ら、馬防柵の位置次第では、近 
      距離で何かにあたった銃丸とも 

考えられる。表面の傷の一部は、 
地表でその後受けたもののように 
見える。      
 

写真２ 4 個の発見された資料館裏 

【玉の見つけにくさ】 
①白い石  長い時間経過の中で、鉛玉は腐蝕で真っ白くなっている。ちょっと目

には、ごく普通の白い石ころである。これを火縄銃の玉と見るには、火縄銃へ

のかなりの関心あるいは他の探し物の目がなければ見逃してしまう。 
   ②下層への沈下  田畑は、長い耕作の表土攪拌で比重の重い玉は下層に沈んでい

く。連吾川沿いの水田では、特にこの傾向は大きい。 
   ③茂みの中  西斜面の潅木や杉木立の中では、玉の発見は困難である。腐葉土の

どこに玉の姿を求めるのか見当がつかないし、探しようがむつかしい。 
これまで１２個の玉を発見した９件のケースは、小学生３件、地元の農家３件、資料館

職員２件、発掘関係者１件である。 
・小学生の一人はＢＢ弾を探し、他の二人は何れも火縄銃の玉探しをしていた。 
・農家３件は、何れも古戦場への関心格別大きく、「玉があるはずだ」という強い意識

の基での発見であった。 
・資料館職員は、玉の発見が雨上がり日に多いと考えての巡回の中である。 
・遺跡発掘関係者は、遺跡での勾玉探しの目に映ったものである。 

つまり、これらの玉発見はすべて玉への強い関心・意識の基で発見されている。言いか

えると、玉が地表土の見えるところに位置する偶然と、それを探す目がそこにあたる偶然

との一致の結果であって、「戦国の戦いで多くの玉が使用されているのなら、古戦場のあち

こちで今多くの玉が発見されるはず」という論理だけからは見つからないように思われる。 
【この発見率で見ると】 
資料館の裏庭にあたる赤土露出部分２０坪ほどでの４個の発見は、条件的に恵まれてい

る。当時の表土に近い形になっていると見ることができるところである。 
ここ資料館裏庭での発見率を、表土条件が当時に近いということにして（仮定）単純に

連吾川左岸の武田軍布陣地と想定される全域に適用すると、南北２千㍍、・幅百㍍程として

２０万平方㍍の範囲になる。このうち衝突が起こったのはその１／３から 1／４程度とし

て、２０坪（６６平方㍍強）で４個の発見結果を使うと、粗い推計であるが 3 千～４千個



  

 

になる。これは同じ確率で発見されるであろう玉の推定で、実際の使用玉数は、これをは

るかに越える数のはずである。 注 9 
ここの発見個数１２個に対して「鉄炮の戦いとしては少なすぎる」という見解は、これ

らの粗い推計値をも「少なすぎる」と見ることになるのではないか？ 
この粗い推計値を、設楽原での火縄銃の玉使用の算出に当てることは危険であるが、現

在での玉の探しぬくさを考えると、１２個発見という目立たない事実の一つの解釈として

の重みに当てることはできる。   
ちなみに三十年後の関ケ原の戦いでは、今のところ「１個」の発見という。局地的な攻

城戦と異なる野外戦での玉発見は、本来想定外のことである。 
 

２ 設楽原につながる鉄炮      

 設楽原古戦場のほぼ中央に立地する歴史資料館が開館するとき、地元の方々の協力をい

ただいて火縄銃の調査を行ったが、戦国期のものは見つからなかった。全国的に見ても京

都の龍源院銃（天正 11 年と墨書）等が数点あるが、天正 3 年を裏づけるものはない。 注 10 

設楽原へつながる火縄銃として、ここでは 2 点をあげる。   

 

（1） 龍源院銃 

   ・形状  全長 158.5cm  銃身長 112cm  口径 20mm  

機関部が欠けているが、木部に墨書銘「天正十一 九月九日喜蔵とりつ

き」とある。「とりつき」について、『火縄銃』（雄山閣）は「城に攻め上

る」の意味という。    

   ・経緯  墨銘の「喜蔵」は、信長配下の金森五郎八（長近）の養子、後の高山城

主金森出雲守可重のこと。その子重近とともに茶人としても知られる。 

        鉄炮は、元禄 5 年、金森家から大徳寺の金竜院（長近の開基）に寄進さ

れ、同寺を引き継いだ同じ大徳寺の龍源院に伝えられている。                

・設楽原との関わり 

喜蔵の養父長近は、五郎八とも記され、当時信長配下の武将であったが、

幌武者でもあった。設楽原に出陣し、鳶ケ巣攻めの検使を務めた。『信長

公記』には「御馬廻鉄炮五百挺、金森五郎八…為御検使」と記され、長

近が鉄炮の関係で鳶ヶ巣奇襲に参加したと伝えている。  

このことから、「喜蔵とりつき」銃が、養父五郎八とともに設楽原に参戦

した可能性はないのだろうか。長篠後詰のとき、長近は 51 歳、喜蔵（可

重）17 歳である。   

 

（2） 信玄砲 

・形状  銃身長 105cm  口径 20mm   



  

 

木部はない。銃身に銘らしきものが見えるが読み取れない。象嵌銘の「拾

三匁」は明瞭である。この銃の専用鋳鍋・玉鋳型が残っている。 

      所荘吉氏は、前目当の位置から戦国期でも慶長の頃ではないかという。 

・経緯  元亀 4 年の野田城篭城の前に、家康が城主菅沼定盈に贈った鉄炮の一つ 

と『菅沼家譜』が記している。野田城攻略直後に武田信玄が亡くなって 

いるためか、「信玄がこの銃で撃たれた」という「信玄狙撃」伝説があり、 

銃は「信玄砲」の名で、菅沼家の菩提寺宗堅寺に伝わる。 注 11 

・設楽原との関わり 

その関わりを記すものはないが、家康との関係からみて状況的にはこの 

戦いに参加したことが考えられる。 

 

（3） 信玄砲の玉の製作 

武田信玄を野田城で撃ったと伝える火縄銃「信玄砲」には、付属してい 

る玉鋳型も一緒に伝えられている。設楽原歴史資料館では、平成 17 年、 

これを使って信玄砲用の鉛玉を作成してみた。注 12 

◇「十三匁」用の鉛弾の製作  口径 20 ㍉用 
 玉割表（所荘吉氏『火縄銃』による）での十三匁玉の数値は、次のようである。 
 

    
※１ 吉岡新一氏の『古銃』（河出書房新社）は、出典を「近要抄」という。 

※２ 「差の口径比」は、次の式「（口径－玉径）÷口径×100」で算出した。 

◇道具と材料  ・玉鋳型（信玄砲の十三匁金型）  ・鉛板    
        ・溶解炉（簡易的に赤土で作成） 
◇製作した玉の最大最小と平均値（製作総数は 25 個） 
 
 
 
 
 

平均していえることは、作成された玉は、「わずかにゆるめ」である。 
◇口径と玉径からの検証  

①玉割表の示す十三匁筒の口径きっちりの玉を想定して、玉の重量を算出した。 

     ・口径 20.43 ㎜から体積は 4.465、比重を 10.92 とするとほぼ 48.75g で 13 匁。 

   ②次に、玉割表の示す玉径の場合の重量を算出した。 

・玉径 20.03 ㎜から体積は 4.208、比重を同じ 10.92 とすると 45.95g で 12.2 匁強。 

 

 13 匁の㌘数 玉の径 筒の口径 差の口径比 

 48.75 ㌘ 20.03 ㍉  20.43 ㍉  1.96 

 玉の重さ 玉の径 差の口径比 
最大（重さ） 
最大（径） 
最小（重さ）

最小（径） 

46.77 ㌘ 
46.67 ㌘ 
46.21 ㌘ 
46.54 ㌘ 

20.00 ㍉ 
20.05 ㍉ 
20.05 ㍉ 
19.80 ㍉ 

2.10 
1.86 
1.86 
3.08 

平均 46.50 ㌘ 19.97 ㍉ 2.25 



  

 

  これらのことから、十三匁筒の使用弾の重さは、46 ㌘前後で、１３匁というのは口径

の場合の数値ではないかと思う。なお、鉛の純度はかなり高いとみる。注 13  

 
３ 三河の「鉛山」についての家康文書 

戦国期、火縄銃用の鉛の多くは輸入されていたようであるが、石見銀山から始まる精錬

技術「灰吹法」の普及とともに坑道掘り・運上山制の導入で金銀を中心に鉱山開発は新た

な時代を迎えていた。注 14 その動きの一つを示す文書である。 
   

（１） 元亀２年の家康文書 

安田修氏が「長篠の戦いで武田軍が備えた鉄砲の玉量と火薬量」（平成 9 年『あい砲』

９号）でふれられた鉛山についての文書である。 
 【文書】 

 

 

 

 

 

【出典】           

・『静岡県史資料』は、「伊豆田方郡子浦の清水文書」という。 

・『史料綜覧巻十』（昭 13）は、「小林三郎右衛門」と「右」で（左衛門ではない）、両名に「鉱

山ノ諸役ヲ免除ス」と記している。    

・本稿は、『愛知県史－史料編 織豊 1』（平 15）所収の「家康判物 清水文書 780」を使用。 

 【内容】 文書が述べているのは 3 点である。 

   ①東三河北部の両菅沼知行地の境目付近で鉛が産出するということ 

   ②「鉛山」への「一切の諸役の不入（立ち入らせないこと）」を認める権利のこと 

        ※１ 「知行之境目ニ鉛有之云々」の地は、現在「鉛山（かなやま）」と呼ばれている。 

   ※２ 「不入」  使い等を入らせないこと 

③新たに銀・鉛鉱山が見つかれば（銀・鉛出来者）、「採掘の責任者」を両人に申し付けること 

       ※３ 「大工職」 鉱山技術者の長  

※４ ここの「銀・鉛出来者」の記述は、当時急速に普及していった「灰吹法」等を 

  意識しているようにも読める。鉄炮の火薬の使用量・調合と同様、鉛についても 

  専門の人材が不可欠である。そして、リーダー自身もある程度の金属の知識がな 

いと火縄銃時代の適確な指示・有効な交渉はできなかったように思われる。 

          

（２） 「菅沼常陸介、同半五郎」の知行地の確認 

 どちらも菅沼一族で、関わりは深い。 

家康花押 

 菅沼常陸介、同半五郎知行之境目ニ鉛有之云々、然者諸役一切為不入令 

免許畢、若亦於分国中、銀・鉛出来者、大工職両人ニ申付所也、仍如件 

元亀弐辛未年九月三日  

高野山仙昌院  小林三郎左衛門尉殿 

 



  

 

①常陸介は、井代（元鳳来町大野の東）の領主   

・田峰の菅沼定廣５男の定仙（さだのり）で、八右衛門、常陸守という。井代（いしろ）に住み、

後大野（井代の西）も支配する。（『大野辺聞書』、『南設楽郡誌』、『北設楽郡史』等） 

  ※父定廣は野田の菅沼定則の兄で、平井に大谷城を、井代に井代城を築き、息子たち

を住まわせた。その一人が常陸介。 

・弘治２年、兄定継と布里で戦う。以後、順に今川・松平（永禄３）・武田・徳川（元亀２）

に属して動乱の時代を乗り越えている。慶長 11 年没。（『北設楽郡史』、『八名郡誌』）   

   ※永禄４年、松蔵（松平元康）から菅沼八右衛門ら田峰四人宛の文書があり、家康と

の関係を示している。（『菅沼家譜』、『譜牒余録』） 

②「半五郎」は、山吉田（北側は元鳳来町の大野、南側は遠州の井伊谷）の領主。享

禄３年の宇利城攻めの功で山吉田領を賜るという。  

・野田定則の４男半五郎定満のことで、山吉田を領す。弘治２年、雨山合戦で兄定村と共に

討死、行年廿五。（『南設郡誌』、『野田伝記』、『菅沼家譜』） 

         ※雨山合戦  桶狭間の４年前、織田方の奥平と今川方の東三河７将との戦い。   

  ③従って、菅沼常陸介の知行地「井代」と同半五郎の知行地「山吉田」は、両者の接 

する山中が境であり、鉛山も境目付近ということになる。但し、半五郎定満はこの 

時点では死後 15 年目で、井伊谷三人衆に属する鈴木氏も山吉田にいるので、 知行 

関係の実態は分明でない。   

 

（３） 鉛山関係の採掘記録 

井代から南へ秋葉道を２㌔程で睦平橋へでる。ここから（大野からも約２㌔）東海自 

   然歩道に沿って３０分位山道をのぼると、鉛山（かなやま）一帯である。つまり、「境

目ニ鉛有之」である。事実、明治１２年までは、鉛採掘の記録があるという。注 15 

・睦平（六郎貝津村）の「鉛山」461ｍは、大野村の飛び地で現在大野財産区有林である。南

は下吉田、北は井代、西北は大野に接する位置で、上の半五郎・常陸介の支配地と一致する。

ここの小字名は「金山マブ下」という。（『八名郡誌』大正 15） 

・鉛山に、現在鉱山の安全を願う山ノ神石祠（66㎝）がある。碑文には「大正五年九月建立、

静岡市札之辻町 岡部安治郎」とある。  

   ※１ 『鳳来町誌―金石文編』は、石祠建立の岡部氏が最後の鉛採掘者という。 

     ※２ 昭和 25 年の藤城豊調査で 16 の坑口が見つかっている（『愛知県の地名―平凡社』）。 

○阿寺山についての山吉田文書（山吉田区） 

 精錬技術の進歩・普及と共に、鉛の用途も大きくひろがり、需要は拡大してい 

く。同時に、金・銀への需要も大きく、その影響がはっきりと出ている奉行所へ

の申し立てである。 注 16 

 

 



  

 

    

 

 

 

 

 

 

   山吉田の阿寺山では何回も試掘をしたが金は出ない。大野村が『我ままニ御運上山と申

立、山を奪取可申、工ニ御当地様へ御訴仕候様ニ奉存候』であるが、阿寺山は自分たちの

ものだと、奉行所に申し出ている。 

※１ 「まぶ」  間府、間分、間歩と書き、鉱山の穴や坑道のこと 

  ※２ 「運上山」 領主から百姓に用益を許された山野 

    ※３ この文書から、大野の鉛山は金も産出していたことが推察できる。この点につ

いて、「鉛山の鉱滓の中に金がかなり含まれていたはずであり、津具金山では武

田氏は 24 万両（2400 貫）ともいう多くの金を採掘したが鉛もでていた」と横山

良哲氏。津具鉱山付近で採取の方鉛鉱がある。 

○大野・山吉田山論裁定書（大野区） 

「大野村が鉛運上金を納めていた」ということで、元禄 13 年 9 月 26 日付の

裁定は大野村の勝訴になっている。運上金は、寛永 13 年の代官鳥山牛助の

時から金１分を村講で明治６年まで納めている。（『八名郡誌』、『愛知県の

地名』） 注 17 

        ※１ 先の山吉田文書の裁定と思われる。 

※２ その後の採掘者は、設楽郡の久兵衛（寛政 11 から）、新城町の市兵衛（嘉

永３から）、乗本の正兵衛（明治２から）、山口県の小川道一（明治 10 から

12 まで、廃業）と記録されている。（『八名郡誌』） 

        

（４） 宛名の「高野山仙昌院 小林三郎左衛門尉」 

文書が「両人ニ」であるから、鉱山師が二人である。又、「分国中」とあるので、常陸 

 介・半五郎の知行地があり、家康の支配が進みつつある三河の人物となる。 注 18 

【小林三郎左衛門尉について】 

   平成 9 年の『鳳来町誌－長篠の戦い編』は、小林三郎左衛門を黒瀬谷の三長者の一 

人として取り上げ、地元の「持佛」伝説やその記録から、双瀬村の鉄岳道鑑居士のこ

とだという。 

①双瀬（ナラゼ）村（海老と玖老勢の間で、当時林左京進の地）に、小林氏関係の長者伝説（当

渓庵）「じぶつ」がある。地名にも「持仏前」「小林入」とある。次は、町誌が引用した小林

氏系図（熊谷丘山資料）であるが、「小林三郎左衛門尉」とは「尉」の違いだけである。 

    乍恐返答書を以申上候御事 
１ 三州八名郡大野村鉛山の儀 
 …何方ニ御運上山御座候て被差上げ候哉拙者共ハ不奉存候御事… 
  山吉田村阿寺山の儀ハ五十八年以前午ノ年加賀の国より總右衛門と申金堀候者金山を尋罷越

阿寺山を見付此処に金可有之と存候堀候て見申度由申候ニ付…御役所へ御断申上堀申候得共金出

不申止申候其節より此処を「まぶのくほ」と申伝候…阿寺山の儀ハ…一円合点不参候、大野村へ

御奉書ニて御座候ハハ大野山ニて可被成候此方の山ニてハ不罷成候と申まぶを埋…… 
    右の趣被為聞召分被為仰付被下候ハハ難有可奉存候 以上 
     元禄十二年卯九月 
           三州八名郡山吉田村  庄屋 兵左衛門 他五名 惣百姓中 
    御奉行様 
 



  

 

 

 

②系図の「鉄岳道鑑」という戒名から、地元の竹下弘氏や林正雄氏は、採鉱を業とする鉱山師

ではないかという。伝説の「持仏（じぶつ）」長者と云われたこの小林一族が、鉱山経営に

関わったという他の資料は現在分かっていないが、長者の伝承には何らかの事実が見える。 

③元亀２年当時、双瀬は武田の支配が及んでおり、家康からの書状がここへ届けられたとは考

えにくい。「高野山仙昌院」との関係からか、又は近隣の他の地ということになる。 

    推定１ 

・鉛山所有の大野村に「小林」の地名があ 

り、当時の小林一族との接点が考えられ 

る。双瀬村とは長篠城をはさんで川筋が 

違ってくる。ここなら、浜松への道筋で 

武田の影響はその分小さく、鉛山に近い。 

  推定２ 

・同じ八名郡内の一鍬田村は、この近隣で 

は「小林」姓の最も多い集落である。今  

川義元書状を伝える家、家康拝領の「唐 

の頭」を伝える家などがあり、戦国期と 

関わり深い村である。今、「小林三郎左 

衛門尉」につながるものはないが、当時 

安定的に家康の勢力範囲といえる。 

【高野山仙昌院について】               図２ 鉛山の位置 

    「仙昌院」の名前について、近隣関係での手がかりは現時点ではない。比較的高い 

ところの地名を「高野（たかの）」と呼ぶ例が山吉田村にあるのみである。 

・高野山系の聖、つまりその分野の技術を持つものと考えることができるが、具体的に分か

っていることはない。 

（５） 関連する課題二つ 

①「鉛山の鉛」と「十二個の鉛玉」 

鉛生産地の推定ができるという。天正元年の信長の攻撃で落城した一乗谷の朝倉 

  館跡から出土した鉛玉が中国からの輸入品であり、鉛塊は国内産の鉛と判定された。  

※『火縄銃の伝来と技術』（佐々木稔編）他   

設楽原出土の「十二個の鉛玉」が「鉛山の鉛」と関係があるのかどうか。元の鉛     

鉱石がどこで産出したものか、今後の調査課題である。 

 ②「清水」と「岡部」と「鉛山」 

もう 1 点は、この三者の関係である。ここの家康文書が、子浦の文書として伝え 

られていることと、武田水軍の岡部忠兵衛（土屋直規）が気になった。 

 小林家系図 

之貞 小林三郎左衛門ノ代ヨリ当所 小林ト云々 

   慶長十一午歳八月十日死  鉄岳道鑑居士寿六十八歳 

 



  

 

   ・子浦は清水氏の本貫地である。天正２年７月の北条氏朱印状（新井文書）で、子浦等に寄港す 

る「武田の駿州船手形所持は『不可有異儀』」と命じている。（『静岡県史史料第１輯』） 

   ・この駿州船の船手頭の岡部忠兵衛（土屋豊前守）は清水湊を本拠地とし、天正３年の長篠攻め

で戦死している。『甲陽軍鑑』（品十七）に「岡部忠兵衛 船十二艘・同心五十騎、右駿河にて

忠節人之故土屋忠兵衛になされ候。…土屋備前になされ候」とある。武田軍の海賊衆、水軍の

頭目がなぜ長篠城攻めに参加し、設楽原で討死したのか、彼のこの出陣における目的は他に何

かがあったのではないか、という疑問である。 注 19 

  ※伊豆衆の清水太郎左衛門康英の所領役高は１２貫文、豆州子浦。 

・偶然であろうが、大正５年に家康文書の鉛山に「山ノ神石祠」を立てた人物が「静岡市札之辻

町岡部安治郎」と、岡部姓である。鉱山関係者の岡部安治郎氏と水軍の岡部一族は？ 

 

  以上、設楽原の鉛玉周辺についての中間報告である。 

 

                【注】 

  注１ 『火縄銃』（平５・所荘吉・雄山閣）、『日本最古の火縄銃展』（平 13・新城市設楽原歴史資

料館）、『火縄銃―合戦の流れを変えた武器の登場』（平 14・名古屋城管理事務所）等による。 

          ※「新城市設楽原歴史資料館」は、以下「設楽原館」と略記する。        

  注２ 平成 7 年以降、地元で調査を続けている。経過は、『設楽原館研究紀要』（平９・第１号）、

『徹底検証―長篠・設楽原の戦い』（平 15・小和田哲夫監/小林芳春編・吉川弘文館）を参照。 

  注３ 重量・錆の感じから鉄製である。いびつな形状から火縄銃用の玉とは思いにくい。 

  注４ [採取場所] 激戦地の連合軍側（推定で織田軍布陣の正面）では、初めての採取。 

     [比重の算出] 

・記録 9 の玉は、球の一部が短径の 10.2 のところでスライス風に切り落とされた形になっ

ているので、その形でまず数値通りの体積を算出した。長径 12.4、短径 10.2（㍉） 

Ⅴ＝π dxx )6.2( 24

0

2
＋π dxx )6.2 26.2

0

２　（ ＝914.73  つまり 0.9147cm
3

① 

・次に多少の凹凸を 0.2 から 0.4（㍉）として、その分小さめにした体積を同様に算出した。

長径 12、短径 10（㍉） Ⅴ＝837.3  つまり 0.8373cm
3
 ② 

    ・重さ 9.0ｇから、①の場合の比重は 9.84、②の場合の比重は 10.7 になる。 

     ・記録２から８についても、それぞれの形状に合わせた修正をして比重の推定値を得た。 

注５ 出土した玉の径から、使用銃の口径を推定したもの。いずれの玉も表面が白く腐食しており、

その度合いが分からなければ推定ができない。ここでは、白い粉がはがれていく感じから、表

面腐食を 1㍉と 1.5 ㍉としてみたが、特別な根拠はない。400 余年の腐食をどれだけとみるか。 

  注６ 新城市誌資料Ⅵ『慶長九年検地帳集成』によった。検地は、小字別に各田畑の上中下を判定

し、それが何畝何歩と記してあり、当時の連吾川沿いの開田状況がかなり正確に推定できる。 

  この点について夏目利美氏の論考がある。「設楽原をまもる会会報 12 号」（平成 13）参照。 



  

 

注７ 『信長公記』・『甲陽軍鑑』・『松平記』等参照。注２資料『徹底検証―長篠・設楽原の戦い』

の P162「鉄炮の使用と結果」による。 

  注８ 平成 3年 11 月 17 日と平成 9 年 2月 1日、馬防柵での所氏の話による。 

  注９ 武田軍布陣地を 50 ㍍巾とすれば、発見の推計は 15 百～２千になる。これらの数字は、同一

状況ができれば布陣地全体で発見可能とみた玉の数であって、実際の発射数のごく一部である。 

  注 10 戦国期の現存火縄銃としては、種子島初伝銃・龍源院銃・信玄砲・島津の川上銃・堺の慶 

長大火縄銃・久能山の清尭銘銃等があげられる。注１の文献参照。 

  注 11 『菅沼家譜』は菅沼定実（野田篭城の定盈の孫）が、延宝 5年（1677）に完成させた野田 

菅沼の記録。「篭城前自家康公賜鉄炮二挺於定盈是 玉目十三文目アリ」と鉄炮の記述があり、 

続いて「村松芳休笛名人…鉄炮中信玄云伝、自翌日入和議」と記す。宗堅寺本による。 

  注 12 設楽原館研究紀要 10 号の「十三匁筒信玄砲の鉛玉の製作と重さの測定」（川口静夫）によ 

る。製作は、岡崎清氏（日本銃砲史学会）・林利一氏（愛知県古銃研究会）の指導と宗堅寺の 

協力で行われた。 

注 13 この玉割表の数値の関連では、湯浅大司氏の論考「火縄銃―口径と玉の関係について」（設

楽原館研究紀要６号）がある。  

  注 14 『火縄銃の伝来と技術』（平７・佐々木稔編・吉川弘文館）Ｐ188、『クロニック戦国全史』 

（平 15・講談社）Ｐ290 等参照。 

  注 15 鉛山の開発は武田氏が始めたという。昭和 25 年の藤城豊調査で 16 の坑口が分かったが、 

他に資料はない。（横山良哲氏『設楽盆地の自然と人々』、藤城豊氏の『津具金山』） 

  注 16 鳳来町古文書の会資料５「旧村山論関係文書（上）」（P16～19）による。 

 注 17 鳥山精俊牛助は、慶長６年から菅沼三照に代わってここの代官を務め、慶長１１以後は 

幡豆の東条で三河の代官を務めた。 

注 18 「大工職両人」の語から、「小林三郎左衛門尉」「高野山仙昌院（の特定人物）」は鉱山技術者

の長（職）ということになる。 

  注 19 岡部忠兵衛は、土屋備前守とも豊前守ともいう。柴辻俊六氏の「戦国大名武田氏の海賊衆」、 

沼津の土屋誠司氏の調査、まもる会編の『戦場考物語』等参考。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

設楽原資料―６の２ 設楽原の鉛玉とその周辺 
        「長篠・設楽原の戦い」で使用された鉄炮は見つかっていない。 

        火縄銃はないが、その時使われたと思われる銃丸が 12 個見つかっている。 

【発見場所】 ・３個は連合軍後方陣地で（大宮川西） 
・３個は連合軍前線で（連吾川西低地） 
・６個が武田軍側で（連吾川東低地１、高台５）     

 【発見時期】 ・大正～昭和   ３個 
        ・平成      ９個 
【出土の記録】 

 

１ 白い玉の発見地（新城市の連吾川中流付近） 

【出土の記録】 〔記録 10〕  「後藤玉」  設楽原歴史資料館保管  
  ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個（平成８年８月１日発見）      

玉１  外寸（長径）14.9 ㍉、（短径）14.4 ㍉。少しゆがんだ球形。黄色味あり。 

[重量]17.5ｇ  [比重]10.7   ※これまで発見された玉の中で、最も重い。 

②発見場所  信玄台地上の造成工事で掘り返された土とその西側林地下り斜面との境目。           

③発見者   後藤静香氏（小一年）（川路）  虫取りで赤土道と林地との境を祖父と歩いていた。



  

 

とき。           

 〔記録６〕 「熊谷玉１」 設楽原歴史資料館保管  
  ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個 （平成９年 11 月 18 日発見）    

   ・玉１ 外寸（長径）11.1 ㍉、（短径）10.8 ㍉、ゆがんだ球形。小穴あり、凸凹している。     

[重量]7.3g [比重]１０．８   

②発見場所  台地が西側斜面に下り始める林地、資料館の敷地内。 

③発見者   熊谷昇吾氏（浅谷）        

④発見時の状況  記録５とほぼ同じ斜面との境目。以前ここで出土している。 

 〔記録７〕 「高橋玉」   設楽原歴史資料館保管   
  ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個 （平成 12 年 7 月 8 日発見）        

   ・玉１  外寸（長径）10.8 ㍉、（短径）10.5 ㍉。凹み多い球形、白く風化。所々茶色。          

[重量]6.7ｇ  [比重]10.7             

②発見場所  台地が西側斜面に下り始める林地、資料館の敷地内。 

③発見者   高橋梓氏（山梨県大和小六年）。   

④発見時の状況  説明で、「白い石は、鉄炮の玉！」と聞いていた友人と白い石を探した。 

 

〔記録８〕 「熊谷玉②」  設楽原歴史資料館保管  
 ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個 （平成 13 年２月７日発見）   

・玉１  外寸 9.5 ㍉、つぶれて変形、白く風化。 

    [重量]5.1ｇ  [比重]11.3             

②発見場所  台地が西側斜面に下り始める林地、資料館敷地内の西北林地境 

③発見者   熊谷昇吾氏（浅谷）        

④発見時の状況  灰白色で少し変形。椎の樹の下、傾斜し始めた赤土の上。前日が雨。 

 〔記録９〕 「神真島玉」  設楽原歴史資料館保管  
 ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個 （平成 15 年 8 月 4 日発見）  注 4 

・玉１  外寸（長径）12.4 ㍉、（短径）10.2 ㍉、径に対し 2 ㍉程欠けた形。全体は白くしっか

り風化しており、あちこちに傷みもある。一部鉛色がでて小さな凸凹がある。 

[重量] 9.0g  [比重] 9.84～10.7            

②発見場所  連吾川右岸、柳田橋の近く。遊びで玉探しをしていた。 

③発見者   神谷光希、真田晃次、島田直紀の各氏（東郷西小児童）        

    

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

表１   玉径による類別  注５ 

  ・現存する９個の白い玉について、表面の腐食度を考慮して元の鉄炮の筒を推定してみた。 
玉の外径原寸でみると 

（ミリ） 

外径 2 ㍉腐食 

とする ※１ 

外径３㍉腐食 

とする ※２ 

 元の玉に該当する筒 

（銃口：単位㍉） 

9.5 9.8 10.3 10.8 

11.1  11.2  11.2 

   ２個 

 

 ３匁以下の小筒 

（12.5 以下） 

12.5  14.9 

 

   ６個 

 

 8 個 ３～６匁の筒 

（12.5～15.7） 

    １個  １個 ６匁以上の筒（15.7 以上） 

           ※１ 表面の 1 ㍉が腐食して小さくなっている場合 

           ※２ 表面の 1.5 ㍉が腐食して小さくなっている場合 

 

 

 〔記録 10〕 仮「石座山発掘事業玉」   県埋蔵文化財センタ－（調査主任 永井邦仁)   
  ①出土品   鉛玉と思われる白い玉１個 （平成 20 年 11 月４日発見）        

   ・玉１  外寸（長径）12.1 ㍉、（短径）11.8 ㍉。凸凹は見られずほぼ球形、白く風化。          

[重量]ｇ  [比重]             

②発見場所  石座山台地が東側斜面に下り始めた林地、標高 106ｍ。 

③発見者   現場作業員   

④発見時の状況  遺跡発掘で、腐葉土部分の表土を 40 ㎝ほど剥ぎ取ったところ 

 

 

 

 

 

 

       


