
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

メールによる鉄瓶に関する質疑・応答 

 

ヤフーオークションで知り合った方から、２００２年２月から３月までにか

けて鉄瓶に関する質問が繰り返しありましたので、それをまとめてみました。 

鉄瓶の歴史や作者さらに取り扱い方まで、わかりやすく説明をしたつもりで

すので、参考にご覧下さい。また、さらにご質問があればお気軽にお問い合

わせ下さい。 

      鐵瓶屋 店長 竹中勝治  

       E-mail :  katuharu@take.co.jp 

 

その① 

竹中勝治 様 

  

はじめまして。 

とつぜんメールを送りつける無礼をお許しください。私、九州は熊本県の岩

岡と申します。先日、奈良の茶の湯堂主宰者・浜崎様から先生の方にご連絡

がとれないか伺っていただいていた者です。先生のYahoo! JAPAN IDの自己

紹介欄 

「２０年以上前から、鉄瓶を収集しています。鉄瓶に関する情報を希望する

方は、遠慮無くご連絡下さい」 

を見て、図々しくもご連絡させていただきました。 

先生はお忙しい方だと浜崎様からもお聞きしております。ご迷惑をおかけし

ないよう、重々心がけいたしますので、ご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお

願いいたします。 

私、最近急に鉄瓶に興味を抱きまして、３客（鉄瓶も来客をもてなすための

ものですから、この数え方でよろしいのでしょうか）ほど入手いたしました。 

鉄が人間の暮らしになくてはならないものとなってから永いのですが、日本

人は鉄瓶というものに文化を意義付け、釜は湯を沸かして蒸気を動力に利用

するという文明にも寄与しています。 

「鉄は国家なり」といわれた時期もあり、鉄の人間との関わりは切っても切

れません。そして、その鉄で作った平和利用の器を文化にまで昇華した日本

mailto:katuharu@take.co.jp


人の心を追求するのも、現代人が失った何かを求めることになりはしないか

と考えています。「温故知新」の実践こそが今のどこかおかしい日本を、治安

を、救ってくれるものだと考え始めております。 

鉄瓶からあがる湯気を見、底の鳴る音を聞きながらこのような大げさなこと

を考えたりして仕事のストレスを解消しています。要らぬことばかりでメー

ルが長くなってしまいました。 

兎に角、鉄瓶は初心者でド素人でございます。今後時折お教えを請うメール

を差し上げると思いますが、何卒よろしくお願い致します。 

私、４５歳、熊本県警察本部に勤務しております平均的な日本人でございま

す。まずはご挨拶まで。 

（２００２．２．３） 

 

岩岡 誠 様 

  

ご連絡ありがとうございます。 

鉄瓶の愛好者ということで、心より歓迎いたします。 

Yahooオークションでも鉄瓶はよく出ていますが、良いものは５０件に２～３

点ですが、注意深く探せば掘り出し物が見つかることもあると思います。 

私は、仕事は伝統工芸高岡銅器の販売を行っている、高岡銅器展示館の館長

をしています。ホームページがありますので、一度ご覧下さい。鉄瓶や銅器

の修理も引き受けていますので、何かありましたらご利用下さい。 

  

鉄瓶に関しましては個人的に収集していますが、現在約４００個以上手持ち

があります。初めのうちは気に入ったものから順にいろんな種類のものを集

めましたが、その内５０個位集まりますと少しは善し悪しがわかるようにな

ってきます。また共箱に入っているものは作者がわかり、産地や作風の分類

ができますので、最近ではなるべく共箱のものを収集するようにしています。 

  

鉄瓶の歴史に関しましては、いろいろ調べました。はっきりした記録はあり

ませんが、１８世紀の中頃から始まっていると思います。今のところ一番古

い記録としては、名古屋の釜師・加藤忠三郎家の天明５年（１７８５年）の

注文控の記録に初めて鉄瓶の名前を見ることが出来ます。これは煎茶が始ま

った頃とほぼ一致します。一般に南部鉄瓶といわれますが、南部藩では古く

から作られているようですが、名前は「鉄薬缶」とか「薬缶釜」と呼ばれて



いて、「鉄瓶」の名称が使われるのは１９世紀になってからのことです。よく

テレビの戦国時代や江戸初期の時代劇に鉄瓶が五徳に乗って登場しますが、

これは誤りで本当はその当時は「手取釜」といって弦と注ぎ口はついていま

すが、囲炉裏で自在鍵に吊ったものです。  

 

鉄瓶の産地は昔は全国にあったのですが、現在では本当に少なくなっていま

す。現在一番多いのは、盛岡、水沢のいわゆる南部でその他では、山形で作

っています。大阪でも最近までたくさん作っていたのですが、大手の工場が

昨年廃業しましたので、あとは釜師がわずか作るのみとなっています。高岡

でもつい最近まで作っていたのですが、今では殆ど作っていません。 

釜は茶道で使うのですが、鉄瓶はあまり使いませんし、作る釜師にしても、

釜を作るより手間がかかる上に釜と比べあまり高く売れないので、自然作ら

なくなるものと思います。それを思いますと、鉄瓶の最盛期だった明治・大

正・昭和の初め頃のものは丁寧に作ったものがよく見られます。 

昔の産地としては、大阪、京都、金沢、高岡、山形、盛岡、水沢などが有名

でした。特に京都の「龍文堂」は有名で、古い鉄瓶の蓋の裏に龍文堂と名前

が入っているものがたくさんありますが、殆どが本物ではありません。これ

も共箱の製品を見るとその違いがわかってきます。（ちなみに龍文堂の鉄瓶

の木箱の箱書きは、一般と違い木目に平行ではなく垂直にかいてあります。）

また近江の「亀文堂」は蝋型の

鉄瓶で有名ですが、これも模倣

のものがたくさん出回ってい

ます。実は、最近でも高岡で新

しい技術を使って写物が作ら

れています。 

（この後、２００５年に金屋町

石畳通りに鉄瓶の展示施設「鐵

瓶屋」を開館しています。） 

  

鐵瓶屋の展示（上の書額は人間国宝・角谷一圭先生 

が卒寿（９０歳）の時に書いていただいたものです。） 

   

以上思いつくことを書いてみました。今後共どうぞ宜しくお願いします。 

（２００２．２．５） 



その② 

竹中 様 

  

お返事ありがとうございました。知らないことばかりで、夢中で拝読致しま

した。しかし、４００個以上のコレクションがおありとは、圧巻です。どの

ように管理なさっているのでしょうか。私は３個のうち 1 個は新品を購入し

ましたが、オークションで入手した時代物２個で、てこずっています。２個

とも長い間眠っていたものらしく、おいしいお湯が沸くまではそれぞれ 1 ヶ

月ずつくらいかかりました。後に入手したものは今も私の隣でチリチリと快

い音をたてています。 

  

ただただ毎日 1 日中お湯を沸かし、時折蒸気を嗅いではお茶を注ぎ、お湯を

換えるときにはお茶を浸した布巾で外側を拭き、中は触らず白い（段々茶色

になってきました）ものがついて無臭のお湯が沸くまで根気強く待ちました。

今は両方とも美味しい（若干甘味があるようにも感じます。涌き水のせいで

しょうか）お湯が沸き、外見も垢抜けしました。 

  

先生のお話ですと、明治・大正・昭和初期が鉄瓶の最盛期だとのことですが、

私の 2 個も江戸後期～明治という触れ込みのものを入手しました。鉄の市井

ものが大東亜戦争を生き抜いて現存するとは驚きだと考えています。 

以前に入手したものは、１０代大西清左衛門浄雪作ということで、素人なり

にインターネットを駆使して真贋を検証しましたが、共箱に書かれた１１代

大西浄寿による為書きが複数の骨董品店ホームページに掲載されたものと同

じ筆跡のようだということと、鉄瓶が共箱にぴったりとガタなく収まり、共

箱自体もそれなりに古く作りもいいものだということで、まあ本物だろうと

いうくらいの認識でいます。初めてインターネットオークションで購入した

ということもあり、つい熱が入ってつられてしまい、６９．０００円を支払

い入手しました。 

  

ところが、この鉄瓶が、蓋の直径はちょうどいいのですが、裏の凸の輪の部

分が本体の口径より若干小さく、ガタがあります。蓋自体は、たぶん銅製で

つまみは銀だと思われ良いものなのでしょうが、どうも元々の蓋ではないよ

うです。体は丸みのある筒型で、大きくはありませんが上品な雰囲気です。

弦は丸みのあるものではなく、縦に平たく叩かれたものです。底がだいぶ使



いこまれているのか、内側が錆びて薄く剥がれているところがあり、本当に

良い品物ならそのうち直してもらったほうが良いのかなとも考えております。

現在使用する分には支障はないようです。 

よく目にする龍文堂の殆どが本物ではないということで驚いております。手

のかかる鉄瓶の贋作を作って効率がよいのでしょうか。そうなりますと、千

家十職のひとりである大西清左衛門など贋作だらけなのでしょうか。 

まあ、本人が満足しておればよろしいのでしょうが、気になるところです。 

先生の御執筆は楽しみです。発刊のさいは是非ともお知らせいただきたいと

存じます。          

（２００２．２．６） 

 
 

岩岡 誠 様 

  

本日偶然美術商のホームページを見ていましたら鉄瓶がいくつか出ていまし

たので、ご紹介いたします。初めて見ましたが、大変良くできたページだと

思います。 

    http://www.hoko.gr.jp/x02.htm 

特に龍文堂の共箱の写真が掲載されていますので、ご覧下さい。 

（２００２．２．１０） 

 追記 

 

 上記のホームページは現在見ることが出来ませんので、私が所蔵する龍文

堂鉄瓶の写真を掲載させていただきます。 

 

http://www.hoko.gr.jp/x02.htm


竹中 様 

  

龍文堂の共箱、見せていただきました。先生が仰ったとおり、木目に垂直に

文字が書かれています。鉄瓶も華美な中にも重厚さがあります。そうします

と、今現在オークションに出ているもので、ひとつ明らかに共箱も鉄瓶も違

うものがあるようです。 

ところで、現代の釜師ということではどうでしょうか。角谷一圭、高橋敬典

などの人間国宝が有名かと思いますが、南部の小泉仁左衛門なども有名です。 

現代の巨匠が作った鉄瓶は鉄瓶全盛期と比べてどうかということについて先

生のお考えをご教示いただければ幸いです。 

また、江戸後期くらいからの著名な釜師にはどういう方がおられるかという

ことも興味があります。 

（２００２．２．１０） 

 

岩岡 様 

 

現代の釜師は、今では殆ど鉄瓶は作りません。 

人間国宝（国指定重要無形文化財保持者）の角谷一圭氏は、大阪の作家で３

年前に亡くなられましたが、父親の代から鉄瓶を作っていたので、古い鉄瓶

は時々共箱のものが出ます。共箱のものでも良いものとそうではないものが

あります。 

晩年の作品は「日刀保たたら」という

日本古来の製鉄法で作った「和銑」で

茶の湯釜を作っておられましたが、鉄

瓶もわずかですがありました。この鉄

瓶の箱書きは「日刀保たたら 和銑 

一圭作」となっています。鉄瓶本体に

も「和銑 一圭」と入っています。こ

の時代の製品は釜、鉄瓶ともに最高の

もので、私も取り扱ったことがありま

すが、価格はデパートの個展で鉄瓶が６０～７０万円くらいで出ていました。 

同じく人間国宝の高橋敬典は山形の作家で、平成８年に指定された後も前作

ということで工房作品を大量に出しましたので、今でもオークションに安く

出てくる釜はこの時のものです。本人の手作りの釜は殆どありません。鉄瓶



も少しありますが、全て同じタイプのものです。 

他に山形の作家は釜や鉄瓶を作っています。特に昭和３０年代に、人間国宝

の長野垤志の指導により、砂鉄による釜作りを行っています。実は、この中

には名前は知られていないのですが腕のよい職人さんがいて、かなり良いも

のもあります。 

盛岡の小泉仁左衛門は古くから続いた釜師の家系で、３代が寛延年間（１７

５０年頃）に初めて鉄瓶作ったものと云われています。当初は「鉄薬罐」や

「薬罐釜」と呼ばれていたことが南部藩の記録に残っていますし、４代が文

化年間（１８０４～１８１７）に尻張形鉄瓶をつくっています。なお、小泉

家は南部藩の御用釜師として「御釜屋」と呼ばれ、現在までこの名称で続い

ています。 

この他にも、盛岡では古い家系として鈴木盛久や鈴木忠兵衛があり、代々が

鉄瓶を製作しています。他に釜定、虎山工房、薫山工房などがあり、かなり

良いものを作っています。特に釜定の宮伸穂は、江戸時代の鍋や釜を材料に

した本物の和銑の釜や鉄瓶を作っています。南部で最大手の岩鋳のものは殆

どが大量生産品です。 

鉄瓶の最盛期は明治から昭和初期迄でした。特に明治時代は茶釜よりは鉄瓶

の需要が多かったので、京都や大阪の釜師の家でも鉄瓶を数多く作っていま

す。その当時は、少なくとも鉄瓶に関しては贋作は無いものと考えて良いと

思います。 

但し、龍文堂に関しては事情が違います。龍文堂

の鉄瓶は、私が持っている資料によりますと、例

えば農商務省主催工芸品展が大正から昭和初期ま

で開かれており、全国の工芸品が一同に集められ

評価がされていますが、その中で山形の釜や鉄瓶

と比べて３倍くらいの価格となっています。龍文

堂の鉄瓶の特徴は、本体の後に鋳出しで名前が入

っているのですが、同時に蓋の裏に名前が彫って

あります。共箱の製品を見ますと、文字の書体も

しっかりしていますし花押も彫ってあります。と

ころが、いま一般に古い鉄瓶の蓋に彫ってある龍

文堂の文字は、全く違うものが殆どです。（滅多にありませんが、時々本物が

あります）当時、龍文堂の名声にあやかって勝手に名前を彫ったものと思わ

れます。 



また同じ京都の金寿堂の鉄瓶も有名で、大正時代の名品は宮内庁にも納入し

た程のものがあります。特に本体や蓋に金象嵌を施したものは、好みは別と

して大変素晴らしいものです。京都で鉄瓶を作っていた業者は、他に金龍堂、

光玉堂など多くあり、いずれも共箱のものは本体蓋共に丁寧に作られており、

それなりの良さがあります。 

もう一人、特色のある鉄瓶を作ったのは近江の亀文堂です。初代は弟の秦蔵

六と共に龍文堂弟子で、蝋型による鉄瓶で名声を博しました。鉄瓶の底に「我

家琵琶湖東在」という角印が鋳出してあります。但し初代の鉄瓶の底には網

目模様が入っています。これも、当時からすでに写しが作られていたようで

す。 

（２００２．２．１３） 

 

その③ 

竹中 様 

  

現代の釜師のお話ありがとうございました。知識が地理的に広がったように

思います。今日は蓋についてのお伺いです。古い鉄瓶の蓋は時代なりにくす

んでいますが、スポンジなどで洗えば輝きが戻りそうです。実際にオークシ

ョンでも蓋の銘の部分をこすって示してあるものも見かけます。鉄瓶の外側

はお茶を浸した布巾などで根気よく拭いてやればそれなりになりますが、蓋

は光るように磨いてもよいものでしょうか。 

 

私、最近気づいたのですが、古い鉄瓶はコンロでお湯を沸かすと、お湯が沸

いている間は鉄の色が良くなるような気がするのですが、気のせいでしょう

か。先生が仰る鉄の良し悪しにも関係があるのかもしれないとも考えていま

す。 

「久しぶりに仕事をさせてもらって喜んでいる」ようだと言えば自己満足的

で好きではないのですが、そんな気持ちにさえなります。 

ところで、お忙しい中、いつも私ごときにお付き合いいただき誠にありがと

うございます。本当に良い師にめぐり合えたと喜びながら恐縮しております。 

 

急に冷え込みが厳しくなりました。先生のご好意に感謝しながらご自愛いた

だきますよう申し上げます。 

（２００２．２．１６） 



岩岡 誠 様 

  

鉄瓶の手入れとのことですが、一般的には次の通りが良いと思います。 

  

１）本体の外側 

  

まず岩岡さんがされている方法が一番良いと思います。お茶にはタンニンが

含まれていますので、これを布につけてお湯を沸かしながらたたくかなでる

ことによって、鉄のさびがタンニンと化合して赤錆が黒くなります。またお

湯を沸かした状態で外側を水でたたくことにより、肌が引き締まってきます。 

専門的には新しい鉄瓶の着色をするときには、漆を塗った後藁にお歯黒を浸

して焼き付けます。この時に水掃きといって最後にお歯黒分のない状態で最

後の仕上げをすると、つやがでてしっとりとした良い感じになります。 

  

２）本体の内側 

  

 錆が出ているように見えても、お湯を沸かしてみるとそれ以上錆がすすま

ないものと、いくら沸かしても金気がとれないものがあります。これは本質

的には鉄の質によるものと思います。 

一番良いのは「和銑」といって、日本の伝統的な製鉄法である「たたら製鉄

法」で精錬したもので、大変さびにくい特質があります。 

次ぎに、作った後の処理ですが、一般に「焼き抜き」という方法が行われま

す。これは鉄瓶を真っ赤に焼いて内側に酸化皮膜を作ることによって、錆が

出にくくする方法

です。この処理をし

てあるものでも、水

を入れたまま放置

をすると錆が出る

ことがあります。少

し出かかると次々

と錆が進む場合と

そうでないものが

あります。 

錆が出てしまった場合は、井戸水を何日も沸かすと内側に薄い石灰分の被膜



が出来、これによって錆がとまる場合が一般的です。 

急いで錆を止める場合は、サツマイモの皮か栗のいがの乾燥したものを入れ

て炊きますと真っ黒になり、赤錆を止めることが出来ます。お茶を煮るとい

うのも同じような効果と考えられます。一般的にはこれで金気は止めること

が出来ますが、それでも止まらないものがあります。この場合は、錆を機械

的に落とした後内側に漆を塗って止めます。 

また水が漏れる場合は、穴から光りが見えるような物は金漆でふさぐ必要が

ありますが、底が極端に薄くなくぽつぽつとしみる程度でしたら、お粥を煮

た後さましてゆすいでから乾かすと止まります。 

 

３）弦の錆 

  

 弦は通常手で触れるものですので、いつも使っていれば自然に手の油がつ

いたりして錆は出ないのですが、あまり使わないで置いておくと錆が出ます。

この場合はナイロンたわし等で錆を落とし、お茶を濃く煮だした液を付けて

拭くと落ち着いた色になってきます。 

またはワックスなどを少し付けて拭いても良いと思います。 

  

４）蓋の錆 

  

 蓋には共蓋と替え蓋（銅蓋）があります。共蓋は本体の外側と同じ手入れ

をします。銅蓋は鉄の手入れとは違って、ワックスをつけて磨く（乾拭きを

する）とつやが出てきます。錆のひどい場合は、ワックスを歯ブラシにつけ

てこするのもよいと思います。真鍮磨きなどで磨くと着色が全てとれてしま

い、生地が出てしまいますので、あまりお勧めは出来ません。ただしきれい

に磨いたあと自然に使ってゆくと、時間の経過によりそれなりに色はなじん

でくることもあります。    

 （２００２．１６） 

 

その④ 

竹中様 

  

鉄瓶のお手入れについて、承知致しました。最近は古い鉄瓶に触れる時間が

多くなり、晩酌も程々にしていますが、ストレス解消にも効果的のようです。



肝臓も傷みませんし。 

  

今回はお湯が沸くときの音、「松風」と言いましたでしょうか、良い音が出る

ように底に鉄に板を貼ってあるようなものもあるようですが、この音につい

てのお尋ねです。 

私の鉄瓶も水を七分目くらい入れて、沸きすぎないように弱火で蓋をとって

いれば、湯気が出てくると良い音がしてきます。しかし、沸きすぎると鳴ら

なくなります。蓋をしたままでは、ちょっと音がしたらそのまま温度が上が

っていくためか、鳴りません。  

しかし、鉄瓶の底を湾曲させたり、中から鉄板を貼って音が鳴るようにして

あるということは、鉄瓶は蓋をとって長時間火にかけておくような使い方が

されるのでしょうか。 

 

また、つまらぬ質問ですがよろしくご教示ください。よろしくお願い致しま

す。 

（２００２．２．１９） 

 

岩岡様 

  

 鉄瓶でお湯を沸かしたときの音ですが、いろいろな条件が重なって出るも

のだと思います。岩岡様が経験されますように、沸き始めは音がするがもう

少したつと音がしなくなるということはあると思います。但し基本的には使

用するにあたり、蓋を取ってお湯を沸かすことはありません。 

 そこで昔から、茶の湯釜の底の部分に鉄片を漆で付けることによって、人

工的に音を出させることが行われています。これを「鳴り」または「鳴り子」

といいますが、原理は鉄片と釜の間に微妙なすき間をつくり、そこから蒸気

が出るときに音が出るというものです。鉄瓶の場合もいわゆる釜師が作った

ものには、釜と同じように底に「鳴り」がついているものがあります。「鳴り」

の付け方は釜師によっていろいろなやり方があり、どれが特によいかという

ことはいえないと思います。 

  

 「松風」の音について夏目漱石の「吾輩は猫である」に次のくだりがあり

ますので、ご紹介します。 

  



 思うにこれは主人の病気で贅沢な人が竜文堂（りゅうぶんどう） 

 に鳴る松風の音を聞かないと寝つかれないごとく、主人も書物を 

 枕元に置かないと眠れないのであろう。 

  

ここでは、龍文堂の鉄瓶を愛用している人が「贅沢な人」とされており、龍

文堂の鉄瓶が高級なものということが窺えます。 

  

また 幸田露伴の「名工出世譚」には下記の記述があります。 

  

   時は明治四年、処は日本の中央、出船入船賑やかな大阪は高津 

  のほとりに、釜貞と云へば土地で唯一軒の鉄瓶の仕上師として知 

  られた家であつた。主人は京都の浄雪の門から出た昔気質の職人 

  肌、頑固の看板と人から笑はれてゐた丁髷《ちよんまげ》を切り  

  もやらぬ心掛が自然その技《わざ》の上にあらはれて、豪放無類 

  の作りが名を得て、関東関西の取引の元締たる久宝寺町の井筒屋、 

  浪花橋の釘吉《くぎよし》、松喜《まつき》、金弥などと云ふ名高 

  い問屋筋の信用も厚く、註文引きも切らずと云つた状態であつた。 

  〈中略〉 

   が、儘ならぬは浮世の常、この忠実な鉄瓶職人の家庭に思はぬ 

  運命の暗影が射し始めた。 

  それは、京都に名高い龍文堂といふ鉄瓶屋が時勢の変遷、世人の 

  嗜好に敏なるところから在来の無地荒作りの鉄瓶に工夫を凝ら 

  して、華奢な仕上、唐草模様や、奇怪な岩組などといつた、型さ 

  まざまの新品を製鋳して評判をとつたのが、抑の初め、追ひゝ  ゝ

  同職の誰彼もがそれを真似して益々珍奇を競ひ立つたので、・・・ 

  

明治の初め頃に龍文堂が工夫を凝らし評判をとったことや、それを真似る業

者が出てきたことなどが窺えて、大変興味のあることです。 

（浄雪の名前も出ていたので、引用が長くなりました） 

  

以上です。      （２００２．２．２０） 

 

その⑤ 

竹中 様 



 

九州では日中は暖かい日が続いております。もう春もすぐそこの感じです。 

今回は鉄瓶内部の錆についてお教えいただきたくメール致しました。 

実は最近入手した鉄瓶なのですが、内側の錆が、どうも今まで見た鉄瓶の錆

とは違うもののように思います。郵送途中で幾辺かの塊が剥げ落ちておりま

したので、触ってみたのですが、錆というより何かがこびりついているよう

な感じです。最初は泥のようなものかとも思いましたが、お湯を沸かしても

溶け出すでもなく、泥や埃の塊ではないようです。 

ひょっとすると、漢方薬か何かを長い間煎じていてこびりついたものかもし

れません。剥げ落ちたところは錆びていない鉄肌が見えます。剥げ落ちたも

のをよく見れば、２センチ×３センチくらいのものが２、３枚ありますが、

炭のような真っ黒いものが０．５ミリから 1 ミリくらいの厚さで、その表面

が赤茶色になっています。注ぎ口付近にも赤茶色のものが付いているので、

お湯を浸した綿棒でこすってみたら溶けて綿に色がつきました。湯垢のよう

でもあります。見た目が錆のようではなく、汚い感じがしますので、これが

錆でないならばきれいに剥ぎ落としてやろうと思っています。 

譲ってもらった方にも何か心当たりがお有りでないかお尋ねしておりますが、

先生の所見を伺いたく、何卒よろしくお願い致します。 

（２００２．３．３） 

 

岩岡 誠 様 

  

北陸の高岡でも今年は例年に比べ雪が少なく、比較的過ごしやすい日が続い

ています。とはいえ九州と比べるとまだ風は冷たい日が多いと思います。 

  

ところで鉄瓶の内部の状態ですが、以前に一般的なお手入れの中で  

  

 「錆が出てしまった場合は、井戸水を何日も沸かすと内側に薄い石灰分の

被膜が出来、これによって錆がとまる場合が一般的です。」 

  

と述べましたが、井戸水の種類によって、内側に付着する早さや状態が違う

ようです。また錆と付着物が混ざって層になっている場合もあります。 

この場合はお湯を沸かしても濁らないようでしたら、そのまま使用するのが

よいと思います。お湯が濁るようでしたら、サツマイモや栗のいがで錆止め



処理をするのが簡単な方法ですが、それでも止まらないようでしたら専門家

に任せて、内側の付着物を取り去った上で漆を塗ることになると思います。 

  

ところで、内側の修理をする専門家として、京都の釜師がお茶の専門誌に広

告を出しています。直接取引はありませんので詳しくは判りませんが、漆と

は別に何かセメントの一種を厚く塗ってある場合があるようです。 

高岡の場合は銅器の着色職人で漆を使い修理をする人が何人かいますので、

当社が依頼を受けた場合はそちらで修理をします。 

  

以上ですが、基本的には鉄の材質が問題ですので、古い鉄瓶の場合はこの点

にも充分注意をする必要があります。 

（２００２．３．４） 

 

その⑥ 

竹中 様 

  

 もう桜は満開の状況です。花見ができるころには葉桜かもそれません。し

かしまだ急に寒が戻ることもございます。ご自愛ください。 

さて、今回は、また龍文堂の鉄瓶に関しての質問です。先生もオークション

ページでご覧になっていたかもしれませんが、蓋に「ナショナル＊発電ラン

プ」とエンボスが入った鉄瓶についてです。蓋の裏には「龍文堂」の凸文字

があります。龍文堂の鉄瓶は銅製の蓋が多いようですが、これは共蓋で鉄製

です。本体と同じあられ文様です。先生のお話では龍文堂の鉄瓶はほとんど

偽物であるということでした。これも共箱があるわけでもなく、一品物では

ない量産物でしょうが、私なりに勉強しまして、まあ、作者はともかく龍文

堂ブランドの品物ではあるのではないかという結論に達しました。そう言い

ますのは、蓋に「ナショナル＊発電ランプ」 と入ったエンボスです。発電ラ

ンプは自転車のライトで、昭和初期に小さな会社が発明して売り出していま

すが、値段が高いため売れませんでした。そこで、昭和 7 年にナショナルが

それを量産し、値段を安くして一般に普及させています。この鉄瓶はそのと

きの販促用のものと思料されます。 

先生のお話では昭和初期まで龍分堂の鉄瓶は製造されていたようですし、ナ

ショナルがわざわざ龍文堂の偽物を注文したとも考えられません。品物もき

れいなあられ文様の鉄瓶ですし、一度お茶で拭いただけで黒光りする鉄肌が

生き返りました。中も保存状態がよかったのか、最近まで使われていたのか、



ほとんど錆がなく、1日ほどの炊き込みで美味しいお湯ができました。小ぶり

の鉄瓶ですが、そういうことで量産品ではあるものの、龍文堂製造には間違

いないと思います。松風もちょっと高音の快い音色です。ただ、販促用の量

産品というところがどうかと思いますが、いかがなものでしょうか。先生の

ご意見をいただきたく存じます。 

（２００２．３．２４） 

 

岩岡 誠 様 

  

ご連絡ありがとうございます。 

『蓋に「ナショナル＊発電ランプ」とエンボスが入った鉄瓶』を入手された

とのこと、資料としてはとても貴重なものと思います。 

実は私は共蓋の龍文堂は見たことがありません。但し、岩岡様の思われると

おり、これは龍文堂の製品だと思います。理由も岩岡様の考えたとおりと思

います。 

もう一つ考えられるのは、前にいいました通り本物は次ぎ口の反対側に横書

きで龍文堂と浮き文字が入っているのですが、この鉄瓶はその代わりに共蓋

に浮き文字を入れたのではないかと思います。書体が一致すれば尚はっきり

すると思います。 

それと量産品に関しては、下請けに出したとも考えられます。当時は生活必

需品として、鍋・釜・鉄瓶などの鉄鋳物の需要が大変多かったので、製作す

る工場も多かったと思われます。 

京都の有名な工房は自社でも作っていましたが、下請けも利用していたよう

です。例えば中川浄益や金谷五郎三郎という金工の名家も鉄瓶を出していま

す。（共箱のものがあります）これらの工房では唐金鋳物は作っていますが、

鉄鋳物は作っていなかったはずです。 

金属の加工技術としては、鋳金・鍛金・彫金とあり、使用する素材も銅・青

銅・黄銅・鉄・銀など様々なものがありますので、全てを一人又は一軒の工

房で作ることは出来ません。今でも分業でもの作りをしているのです。（高岡

でも同じことです。） 

  

いずれにしても、製作年代がはっきりと分かるものは少ないですし使い勝手

も良さそうなので、大事にして下さい。 

（２００２．３．２５） 



 

 

①～⑥以外にも、いくつか関連する質問がありましたので、掲載しておきま

す。 

 

その⑦ 

高岡銅器展示館 御中 

 

はじめまして。 

東京の教科書会社桐原書店の国語教科書編集部の倉俣と申します。突然のメ

ールで失礼いたします。 

小社は、高校生の教科書を作っている出版社でございます。今教師用指導資

料を作成しております。坂口安吾の「日本文化私観」という文章の中に「秦

蔵六」という名前が出てきます。いろいろ調べておりますが、１８２３年～

１８９０年、江戸末期から明治時代の鋳金家ということしかわからず、非常

に困っております。 

たぶん、学校の先生や高校生はまったく知らない人物だと思われます（私も

存じませんでした）ので、何かわかりやすい説明があったらと…考えている

次第でございます。 

インターネットでいろいろ検索したところ、古美術の水谷静光堂のＨＰに四

代秦蔵六の銅香炉が掲載されていました。何かご存知かと思い、水谷様にお

伺いいたしましたら、高岡銅器展示館の館長の竹中様が詳しいとのご紹介を

受けました。 

銅香炉の説明には「初代蔵六」について、「鉄瓶で有名な」京都の龍文堂から

独立して…とございましたが、できましたら、秦蔵六氏について何か書いて

ある資料等ありましたらご紹介くださいませ。突然のメールでの質問でたい

へん恐縮ではございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

       桐原書店編集部 国語教科書課 倉俣 慶子 

 

倉俣 慶子 様 

 

金工家・秦蔵六についてお問い合わせですので、下記の通りお知らせします。 

ヤフーで検索しますと、いくつかのページがありますが、その内「遠くへい



きたい」に下記の住所が掲載されていました。 

 

 青銅器  六代目秦蔵六さんの青銅器の工房です。       

 問い合わせ先： 

 〒604－0952               

 京都市中京区富小路押小路上ル俵屋町 190   TEL 075－231－0541 

 

また「渡辺文雄の京の職人芸」には 

 

  青銅器 

  六代目 秦 蔵六さん        

   蜜蝋で型を取って、時代を感じさせる細工をした青銅器を作る 

  仕事を、明治生まれの初代から代々蔵六の名を引き継いで六代目 

  の蔵六さん「中国、四千年の昔からやっている方法だと思うよ」 

  と事も無げにおっしゃる。初代の仕事のひとつが「天皇家のはん 

  こ」と秦さんがおっしゃる天皇御璽印。四分の一のレプリカを見 

  せて頂きましたが、本物は一貫五百の純金製、印の重さだけで押 

  せるというものだそうです。 

 

 実は、私は２０年以上前に４代及び５代の方とお会いして、いろいろお聞

きしたことがありますが、その後６代が襲名しておられることを今回知りま

した。 

 

 また初代については、昭和１１年発行の富山房の国民大百科辞典に下記の

記載があります。 

 

  幕末明治の鋳金家。龍文堂安之助に師事、特に秦漢の古器の模造 

 に長じた。嘗て孝明天皇の御印を鋳出し、徳川慶喜のために征夷大 

 将軍の金印を作り、明治６年、宮内省の命で大日本国璽・天皇御璽 

 の金印を鋳造妙技を示し、世の名誉を得た。 

 ２３，４月没’（６８）。【１８２３／１８９０】    （香取） 

 

とあります。著者の香取は「香取秀真」で、金工に関する歴史研究の第一人

者で代表的な著書の「金工史談」に中の「茶の湯釜の話」に「鉄瓶について」



の記述があります。 

辞典にある記述の内「秦漢の古器の模造に長じた」とあるのは、中国の古銅

器の写しを巧みに作ったということで、製作技法としては龍文堂安之助より

修得した「蝋型鋳造」によったもので、非常に精巧な模様が表現できる技法

です。 

歴代の蔵六は主に銅器製品を作りましたが、明治時代には鉄瓶の需要が多く

あり、古銅器の饕餮文をつけた鉄瓶もたくさん作っています。 

 因みに、蝋型鉄瓶で有名な「亀文堂」波多野正平は秦蔵六の兄で、同じ２

代龍文堂に師事し近江・能登川に於いて４代まで秦蔵六と同じように蝋形鋳

造による銅器や鉄瓶の製作に従事しました。昭和初めには大阪にも工場をつ

くり、小物から大型銅器まで高級な銅器を盛んに製造したと聞いています。

亀文堂鉄瓶は龍文堂鉄瓶と並んで名声を博しましが、底に「我家琵琶湖在東」

の角印が在ることが特徴となっています。 

３代の二人の息子さんが戦争で亡くなり、戦後東京芸大の彫刻科をでた方が

４代を継ぎましたが、近年亡くなられて代が途絶えました。 

 

 また別に若干の資料がありますので、別便でコピーを送らせていただきま

す。以上ご連絡申し上げます。 

                      竹中 勝治 

 

その⑧ 

竹中様 

 

こんにちは、鉄瓶の写真を送らせて頂きます。 

祖父が毎日、玉露を飲むために、毎日火鉢で湯を沸かしていました、なんで

もどこかに琵琶湖の東とか書いてあるらしいのですが、私には分かりません。 

 岸本吉左衛門 

 

岸本吉左衛門 様 

 

写真を拝見しました。 

これは、蝋型鋳造の宝袋型の鉄瓶で、多分明治から大正にかけて京都で作ら

れたものです。もしかしたら注ぎ口の下の方に、丸か角印で「上田造」と銘

が入っているかもしれません。上田照房という人は明治の人で、欧州の博覧



会にもたびたび出品している名工で、大変手の込んだ製品を作っています。

良くあるのはこの宝袋型と葛屋型ですが、他に井桁の形も見たことがありま

す。 

但し、この形は何人かの鋳物師が造っていますので、在銘でないものもあり

ます。おめでたい形なので、いろいろな注文があったのでしょう、大きさも

大小いろいろとあります。 

以前に大阪在住の人間国宝の角谷一圭先生を訪問したときに、先生の父親が

造られたというほぼ同じ型の鉄瓶を見せていただいたことがあります。 

琵琶湖の云々というのは近江の亀文堂の鉄瓶の場合で、通常の鋳造法（双型

鋳造）とは違う蝋型鋳造法で作ったということで、そのことがわかりやすい

ように、底の中央に角印の中に「我家琵琶湖東在」と鋳出してあります。も

しこの鉄瓶にこの角印があれば亀文堂も同じ型の品を作っていたということ

がわかります。 

いずれにしても、大変よい品だと思います。但し左側の紐の一部が折れてい

るのがとても残念です。 

以上、ご報告します。       

          竹中 勝治 

 

 

その⑨ 

高岡銅器展示館 御中 

 

中古で買った鉄瓶を持っているのですが、穴があいてしまいました。横の面

と底と横の間の角のところで三箇所から水が盛るようです。一杯に水を入れ

ると一秒に一回くらいしずくが垂れます。修理は可能でしょうか。費用など

も教えてください。 

私は金沢市に住んでいます 

使わない時はしっかり水を切っているつもりなのですが、一年くらいほおっ

てありました。よろしくお願いします       

         河南直樹 

 

河南直樹 様 

  

ご連絡ありがとうございます。 



  

一般的には鉄瓶の水漏れの修理をするには、金漆といって漆と鉄粉を混ぜた

もので穴をふさぎます。 

この場合本体の肉厚がある程度必要で、全体に薄くなっていると修理が出来

ない場合があります。（たたいてみて鈍い音がする場合があります）現品を当

館宛に送っていただくか、持参していただければどの程度のものかが判断で

きます。 

また内部の錆の程度によっては、錆取りも必要になります。（錆を取って全体

に漆を焼き付ける） 

通常は、中・外全体の修理費が１０.０００円から２５.０００円位かかります

が、しみる程度の穴ふさぎで錆が余り出ていないようでしたら、もう少し安

く出来る場合もあります。 

金沢ということで、持参される場合は、一度お電話を下されば直接お目にか

かってご説明をしたいと思います。 

                             高岡銅器展示館 館長 竹中勝治 

 
 
 

追記  
 

平成１７年より、高岡銅器発祥の

地であります、金屋町石畳通りに

「鐵瓶屋」をオープンしています。

お近くに来られた折りに、是非お

立ち寄り下さいますようお待ち

申し上げます。 
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