
長曽祢虎徹－新刀随一の匠－　展示作品リスト ※作品番号に＊印のある作品は、半期展示（前期：10/26～11/8 後期：11/9～11/25）となります。

作品
番号

指定等 作品 員数 作者 制作年・時代 所蔵 備考

1 新刀弁疑 ９冊 鎌田魚妙
江戸時代中期
安永6年(1777)

個人蔵

2
刀　銘 （表）洛陽一条堀川住藤原国広造
       　（裏）慶長十八年二月日　松兵庫頭所持

１口 堀川国広
桃山時代
慶長18年(1613)

佐野美術館蔵 新刀の祖とされる刀工。

3
刀　銘 （表）（葵紋）於武州江戸越前康継
 　　　（裏）以南蛮鉄

１口 越前康継
桃山～
江戸時代初期

個人蔵 江戸の刀工。

4 刀　銘 繁慶　（金象嵌銘）  面影（号 面影） １口 野田繁慶 江戸時代初期 彦根城博物館蔵 江戸の刀工。

5 脇指　銘 津田越前守助広 １口 津田助広 江戸時代前期 個人蔵 ２代助広（越前守）。大坂の刀工。

6
重要
刀剣

刀　銘 （表）井上真改
　　　　 （裏）（菊紋）延宝三年八月日

１口
井上国貞
（真改）

江戸時代前期
延宝3年(1675）

個人蔵 大坂の刀工。

7 押形
１冊
（５冊の
うち）

江戸時代後期 彦根城博物館蔵 虎徹作品の茎押形。

8
重要
文化財

刀　銘 長曽祢興里入道乕徹 １口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 個人蔵
「イおき」「ハコトラ」細鏨。寛文１１年
(1671)頃の作。

9
小田籠手
　銘 （馬手）於武州江戸作之
　　　（射向）長曽祢興里

１双
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 東京国立博物館蔵 「おく里」銘。明暦２年(1656)頃の作。

10
刀　銘 （表）和泉守藤原兼重
　　　　 （裏）（金象嵌銘）胴三重同時二度打落　前代未聞
　　　　　　　 剣山野勘十郎切之（花押）

１口 藤原兼重 江戸時代初期 個人蔵 初代和泉守兼重。江戸の刀工。

11
刀　銘 （表）越中住藤原重清
　　　　 （裏）(金象嵌銘)明暦二年四月廾六日　二ツ胴切落
　　　　　　　 山野勘十郎休久（花押）

１口 藤原重清 江戸時代前期 富山市郷土博物館蔵 越中の刀工。

１　新刀の幕開け

２　長曽祢虎徹とその技

　（１）甲冑師 興里

　（２）刀工への転向

　（序）虎徹の鉄と銘字



長曽祢虎徹－新刀随一の匠－　展示作品リスト ※作品番号に＊印のある作品は、半期展示（前期：10/26～11/8 後期：11/9～11/25）となります。

作品
番号

指定等 作品 員数 作者 制作年・時代 所蔵 備考

12
短刀　銘 （表）長曽祢興里虎徹入道

 　　　　（裏）同作彫之　寛文元年九月日
１口

長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期
寛文元年(1661)

東京国立博物館蔵 「おく里」「ハネトラ」銘。

13 刀　銘 長曽祢虎徹入道興里 １口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 京都国立博物館蔵
「イおき」「ハネトラ」銘。寛文２、３年
(1662、1663)頃制作か。

14 　 新刃銘尽　巻五 １冊 神田白龍子
江戸時代中期
享保6年(1721)

京都大学附属図書館
蔵

15 新刀問答 ２冊 若林東水
江戸時代後期
寛政11年(1799)

西尾市岩瀬文庫蔵

16 山田浅右衛門試斬絵図 １巻 江戸時代後期 京都国立博物館蔵 種々の試し斬りの図を載せる。

17
脇指　銘（表）同作彫之　長曽祢興里虎徹入道
　　　　　 （裏）（金象嵌銘）寛文元年八月廾一日　貳ツ胴截
　　　　　　　　 断　山野加右衛門永久（花押）

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期
香川県立ミュージアム
蔵

「ハネトラ」銘。寛文元年(1661)までに制
作か。高松藩の家老家に伝来。

18
＊前期

脇指
　銘 （表）同作彫之　長曽祢興里虎徹入道
　　　（裏）（金象嵌銘）寛文元年霜月廾五日　脇毛貳ツ胴度
　　　　　　々三ツ胴截断　山野加右衛門六十四歳永久（花
　　　　　　押）

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 個人蔵
「おく里」「ハネトラ」銘。寛文元年(1661)
秋頃か。

19
＊後期

刀
　銘 （表）長曽祢虎徹入道興里
 　　 （裏）（金象嵌銘）寛文二年十二月廾七日　三ツ胴截断
　　　　　　　山野加右衛門六十五歳永久（花押）

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 彦根城博物館蔵
「イおき」「ハネトラ」銘。寛文２、３年
(1662、63)頃の作。

20

刀　銘 （表）長曽祢興里入道乕徹
　　　　 （裏）（金象嵌銘）寛文五年十一月廾三日雁金切落
　　　　　　　 寛文六年正月廾六日兩車切落　山野勘十郎久
　　　　　　　 英（花押）

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期
福井県立歴史博物館
蔵

「イおき」「ハコトラ」銘。寛文５年(1665)頃
制作か。

21
重要
美術品

脇指　銘 （表）乕徹入道興里
　　　　　  （裏）彫物同作

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 個人蔵
「イおき」「ハコトラ」銘。寛文４年(1664)頃
の作。表に倶利伽羅龍、裏に梵字と大
黒天を彫る。

22
＊後期

脇指　銘 長曽祢興里入道乕徹 １口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 彦根城博物館蔵
「イおき」「ハコトラ」銘。寛文４年(1664)頃
の作。井伊直弼所用の小さ刀。

　（５）新刀随一の鉄

　（３）記録にみる虎徹

　（４）最上の物切を求めて



長曽祢虎徹－新刀随一の匠－　展示作品リスト ※作品番号に＊印のある作品は、半期展示（前期：10/26～11/8 後期：11/9～11/25）となります。

作品
番号

指定等 作品 員数 作者 制作年・時代 所蔵 備考

23
＊前期

脇指　銘 長曽祢興里入道乕徹 １口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 彦根城博物館蔵
「イおき」「ハコトラ」銘。寛文5年(1665)頃
の作。井伊直弼所用の小刀。

24
福井県
指定文
化財

刀　銘 （表）長曽祢興里入道乕徹
　　　　 （裏）本国越前住人至半百居住爾武州之江戸鍛冶之
　　　　　　　 工精尽

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期
福井県立歴史博物館
蔵

「イおき」「ハコトラ」銘。寛文７年(1667)頃
の作か。本国や生年の参考となる銘。

25 短刀　銘 長曽祢興里作 １口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 佐野美術館蔵 「イおき」銘。寛文10年(1670)頃の作。

26
重要
刀剣

脇指　銘 （表）長曽祢興里入道乕徹
　　　　　　（裏）寛文十年九月吉日

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期
寛文10年(1670)

個人蔵
「イおき」「ハコトラ」銘。虎徹の基準作とも
いえる作品。

27
重要
文化財

刀　銘 （表）住東叡山忍岡辺長曽祢虎入道
　　　　 （裏）寛文拾一年二月吉祥日

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期
寛文11年(1671)

森記念秋水美術館蔵
「虎入道」、「吉祥日」銘。居住地の添
銘。

28
＊後期

重要
刀剣

刀　銘 住東叡山忍岡辺　長曽祢虎入道彫物同作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（号 稲葉虎徹）

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 個人蔵 「虎入道」銘。寛文１１年(1671)頃の作。

29
＊前期

刀　銘 （表）住東叡山忍岡辺長曽祢興里作
　　　　 （裏）延宝二年六月吉祥日

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期
延宝2年（1674）

刀剣博物館蔵 「ハおき」銘。居住地の添銘。

30
重要
文化財

刀　銘 長曽祢興里入道乕徹 １口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期 個人蔵
「イおき」「ハコトラ」銘。延宝２年(1674)頃
の作。

31
脇指　銘 （表）長曽祢興里
　　　　　  （裏）延宝五年二月吉祥日

１口
長曽祢興里
（虎徹）

江戸時代前期
延宝5年(1677）

東京国立博物館蔵 「ハおき」銘。年記のある最晩年の作刀。

32
＊前期

刀　銘 （表）長曽祢興正
　　　　 （裏）（金象嵌銘）延宝二年八月廾九日　貳ツ胴截断
　　　　　　　 山野勘十郎久英（花押）

１口
長曽祢興正
（二代虎徹）

江戸時代前期 個人蔵
虎徹の門人。子あるいは養子とも言われ
る。延宝初年(1673)頃の作か。

33
＊後期

刀　銘 長曽祢興正作 １口
長曽祢興正
（二代虎徹）

江戸時代前期 個人蔵
虎徹の門人。子あるいは養子とも言われ
る。延宝６、７年(1678、79)頃の作。

34
重要
刀剣

刀　銘 長曽祢興直 １口 長曽祢興直 江戸時代前期 個人蔵
虎徹の門人。寛文10年（1670）ないし延
宝頃（1673～81）の作。

３　虎徹に倣う

　（１）虎徹の弟子

　（２）虎徹を騙るモノ



長曽祢虎徹－新刀随一の匠－　展示作品リスト ※作品番号に＊印のある作品は、半期展示（前期：10/26～11/8 後期：11/9～11/25）となります。

作品
番号

指定等 作品 員数 作者 制作年・時代 所蔵 備考

35

刀
　銘 （表）（金象嵌銘）巨溭　（鑑定銘）本邦往昔號良劔多取
　　　　　　諸其敏利與刃文也　此刀則齋藤君之所寶而巧冶
　　　　　  興里作也其精神著明敏利
　　  （裏）無比勿論巳　君請其名余取其刃文如波瀾名曰巨
　　　　　　溭　君名利雄字伯英　寛政辛亥冬鎌田魚妙識
　　（号 巨溭）

１口
江戸時代中期
～江戸時代後期

彦根城博物館蔵 興里偽物。鑑定銘が虎徹。

36 　 御領分并御城下町旧家有増由緒聞書 １冊
昭和時代
昭和17年（1942）

彦根市立図書館蔵
天保15年（1844）の年記を持つ聞書の写
本。

37
重要
文化財

御台所入并御給所御物成高小物成定納開方改出諸事留 １冊 江戸時代中期 彦根城博物館蔵 彦根藩井伊家文書。

38
阿古陀形十二間鉄錆地筋兜
　銘 寛永弐拾年未二月吉日　越前住長曽祢三右衛門尉
　利光作

１頭 長曽祢利光
江戸時代前期
寛永20年(1643)

個人蔵 越前長曽祢鍛冶。

39
責銜
　銘 長曽祢利光作

１本 長曽祢利光 江戸時代前期 東京国立博物館蔵 越前長曽祢鍛冶。

40
梅樹透鐔
　銘（表）長曽祢當則作　（裏）越州住

１枚 長曽祢當則 江戸時代前期 東京国立博物館蔵 越前長曽祢鍛冶。

41
鉄黒漆塗十六間筋兜
　銘 長曽祢橘利宗（花押）

１頭 長曽祢利宗
江戸時代前期
～江戸時代中期

個人蔵

42
落とし金具
　銘 武州江戸住　長曽祢才市元俊作
　承応三年甲午九月吉日

１本
長曽祢元俊
（才市）

江戸時代前期
承応3年(1654)

個人蔵 江戸長曽祢鍛冶。

43
落とし金具（蝶・蝉図）
　銘 長曽祢才市元俊作
　承応三年甲午九月吉日（蝶・蝉）

２本
長曽祢元俊
（才市）

江戸時代前期
承応3年(1654)

刀剣博物館蔵 江戸長曽祢鍛冶。

44
三つ巴透鐔
　銘 才市作

１枚 長曽祢才市
江戸時代前期
～江戸時代中期

個人蔵

45
軍配文鐔
　銘 長曽祢才市作

１枚 長曽祢才市
江戸時代前期
～江戸時代中期

個人蔵

４　長曽祢鍛冶



写 真 解 説

＊番号は作品リストに則しています。

７ 押形 １冊（５冊のうち）
おしがた さつ

縦 28.3㎝ 横 20.3㎝

江戸時代後期

当館蔵（井伊家伝来典籍）

井伊家伝来の刀剣押形集で、さまざまな新刀の刀工の銘が切

られた茎から押形を採取しています。虎徹の場合は、10種類
なかご

以上に分類できるほどバラエティに富んでおり、これほど多く

の銘を一人の刀工が約25年の活動期間で使用するのは稀な例で

す。

この押形には、虎徹初期の銘である「おく里」銘をはじめ、

「ハネトラ」、「ハコトラ」、「虎入道」など、変化の激しい虎徹

の銘字のうち、主立ったものを載せており、それぞれの脇には、

この押形の所有者である井伊家十二代直亮の筆と見られる書き
なおあき

込みがあります。それによれば、井伊家の虎徹作品のほか、試

刀家の山田朝右衛門の元にあったものや他家が所蔵する虎徹の

作品から採集したことが分かります。

８ 刀 銘 長曽祢興里入道乕徹 １口
かたな めい なが そ ね おきさとにゅうどう こ てつ ふり

重要文化財

刃長 69.8㎝ 反り 1.3㎝

江戸時代前期

個人蔵

茎に細い鏨で表された銘字の書体などから、虎徹の鉄が完成した寛文11
ほそ たがね

年（1671）頃の制作と考えられます。目の詰まった密な地に、きらきら光る

細かい鉄の粒子（沸）が厚くつき、やや高低のある互の目刃を基調に、元の
にえ ぐ

方には半円が連なったような数珠刃を焼いています。刃縁から刃先へ伸びる
じゅ ず ば

足と呼ばれる溝が深く入り、また刃縁寄りには砂を流したような文様もいく
あし は ぶち

らか見られるなど、虎徹の技が随所に感じられる代表作の１つです。陸奥国

守山藩（現 福島県郡山市）の藩主を務めた松平家に伝来しました。

◆用語解説◆

＊沸…刃文を構成する目に捉えられる大きさの白く輝く粒子のこと。目に
にえ

捉えられないほど小さな粒子は匂といい、白く霞のように見える。
におい

＊互の目…山なりの連続した刃文のこと。
ぐ め

＊刃縁…刃文と地の境目。刃文の縁。
は ぶち へり

＊足…刃文の中に見られる文様の１つ。刃縁から刃先に向かって垂直に突
あし

出するものを指す。

（虎徹部分）



９ 小田籠手 銘（馬手）於武州江戸作之 （射向）長曽祢興里 １双
お だ ご て ぶしゅうえどにおいてこれをつくる なが そ ね おきさと そう

総長 69.7㎝

江戸時代前期

東京国立博物館蔵

虎徹が甲冑師時代に江戸で制作した数少ない現存作例の１つ。瓢箪形の部位（座盤）には、精緻か
かっちゅう し ざ ばん

つ柔らかな曲線を持つ植物文の据文が施されています。こうした据文の技は、越前で活躍していた長
すえもん

曽祢鍛冶の作に通ずるもので、本作は、虎徹の出自を考える上で重要な資料として注目されます。虎

徹の初期作例には、本名である「興里」を切った銘が多く、「興」の書体が奥に似た異体字を用いるた
おきさと

め、「おく里」銘と通称されます。この形式の銘字は、明暦２年（1656）頃まで見ることができます。

◆用語解説◆

＊馬手…右手のこと。 射向…左手のこと。
め て い むけ

（射向） （馬手）



15 新刀問答 ２冊
しんとうもんどう さつ

若林東水著

縦 25.9㎝ 横 18.2㎝

寛政11年（1799）

西尾市岩瀬文庫蔵

寛政11年（1799）に若林東水が著した刀剣書で、新刀の刀工について、その作品とともに解説して
わかばやしとうすい

います。著者である東水がいかなる人物かはよく分かっておらず、一説には江戸の旗本とするものも

あります。東水は、刀剣に対して武器としての本質、つまり鍛錬がしっかりなされた鉄と、そこから

生まれる優れた斬れ味が重要であることを説いており、この考えに基づき、新刀で最も強い地鉄を生

み出した虎徹を新刀の鍛冶数百工の頂点に据えています。また、虎徹の作品を含め、斬れ味の良い刀

剣に必要な地鉄を表すのに、「地鉄強く、鍛詰り、第一水気十分にして光ある鍛」と「水気十分」とい
じ がね

う他書ではあまり見ない独特な言い回しをするのが特徴で、おそらく水気のある鉄というのは、地鉄

にしっとりとした輝きを持つ鉄を指すと想像されます。本書の筆頭に掲げる虎徹は、その地鉄につい

て、非常に細かく特色を挙げ、その強さと重要性を故事や実戦、書画などの例えを出しながら解説し、

虎徹の刀剣を「希代の上作業物の随一」や「新刀第一の業物」と絶賛しています。

◆用語解説◆

＊地鉄…日本刀の材料になる鋼のことで、特に焼きの入っていない部分のことを指す。鍛錬によ
じ がね

って板目状や杢目状などの文様が表れる。



17 脇指 銘（表）同作彫之 長曽祢興里虎徹入道
わきざし めい どうさくこれをほる なが そ ね おきさと こ てつにゅうどう

（裏）（金象嵌銘）寛文元年八月 廾 一日 貳ツ胴截断
きんぞうがんめい かんぶんがんねんはちがつにじゅういちにち ふた つ どうさいだん

山野加右衛門永久（花押） １口
やま の か え もんながひさ ふり

刃長 47.9㎝ 反り 1.0㎝

江戸時代前期

香川県立ミュージアム蔵

高松藩の家老家に伝来した脇指。9.0㎝に達す

るほどの大 鋒 を持つ特異な姿は、虎徹の初期作
おおきっさき

品にまま見られます。茎に切られた「おく里」と

「ハネトラ」を合わせた銘から、万治年間（1658

～1660）の制作と考えられます。また、茎の裏面

には、虎徹の銘とは別に、金象嵌された截断銘が

表されます。截断銘とは、刀の斬れ味を示したも

ので、刀剣の試し斬りの方法は、いくつか方法が

ありますが、当時は主に人体を斬ることでその斬

れ味を測りました。本作の試し斬りは、寛文元年

（1661）に試刀家の山野加右衛門永久が行い、土
ながひさ

壇の上に２つ重ねた胴（貳ツ胴）が斬れたことを

記録しています。この頃から寛文5年頃まで、山

野父子による試し斬りが頻繁に行われ、こうした

試刀家たちと関わりを持ち、修練を重ねていった

結果、虎徹の鉄は成熟し、寛文末頃に完成を迎え

ます。



27 刀 銘（表）住東叡山忍岡辺長曽祢虎入道
かたな めい じゅうとうえいざんしのびおかあたりなが そ ね とらにゅうどう

（裏）寛文 拾 一年二月吉祥日 １口
かんぶんじゅう.いちねん に がつきっしょうじつ ふり

重要文化財

刃長 71.2㎝ 反り 1.5㎝

寛文11年（1671）

森記念秋水美術館蔵

虎徹の鉄が完成を迎えた寛文11年（1671）の

作。銘には、興里、虎徹の名は用いず、「長曽

祢虎入道」と切り、同様のものが延宝3年（16

75）頃まで数例確認されています。また本作は、

居住地を表す最古の例でもあって、「東叡山忍

岡辺」は、現在の東京都台東区上野の不忍池あ

たりと言われます。本作は、目の詰んだ細やか

な地鉄には沸が均一につくとともに、地景と呼

ばれる黒く沈んだ文様が見られます。刃文はの
・

たれを基調に高低のある互の目を焼き、刃縁に
・ ・

は霞のような白い匂が深く入り、縁から刃先へ
におい

は足と呼ばれる筋が伸びます。地刃冴えわたる

麗しい鉄は、まさに「水気十分」と呼ぶにふさ

わしい作品です。

◆用語解説◆

＊地景…日本刀の地の部分（地鉄）に見える
ち けい

文様の１つ。周囲より黒く、沈んだ

ように見える筋状の文様。

＊のたれ…刃文の１つ。浅い曲線を描く文様。

＊匂…刃文を構成する鉄の粒子のことで、目
におい

に捉えられないほど小さな粒子。白く

霞のように見える。粒の大きなものは

沸という。
にえ



38 阿古陀形十二間鉄錆地筋兜
あ こ だ なりじゅう に けんてつさび じ すじかぶと

銘 寛永弐拾年未二月吉日
かんえい に じゅうねんひつじ に がつきちじつ

越前住長曽祢三右衛門 尉
えちぜんじゅうなが そ ね さん え もんのじょう

利光作
としみつさく

１頭
とう

鉢高 15.8㎝

寛永20年（1643）

個人蔵

銘文が示すように、越前（現 福井県）

で活動していた長曽祢姓を名乗る鍛冶の

作品。

長曽祢鍛冶は、近江国長曽根村（現

滋賀県彦根市内）の出身とされる鍛冶集

団で、その一部が近世の初めに越前へ移住したと伝えます。本作は、その移住した長曽祢鍛冶あるい

は、後裔と考えられる利光の作で、兜の筋金には覆輪を施し、筋と筋の間には柔らかい直線で表され
としみつ

た唐草風の据文を置きます。こうした表現は、虎徹制作の籠手（作品９）や兜にも見るこができ、ま

た銘字にも共通する点が見られることから、近しい関係にあった可能性が考えられます。



42 落とし金具
お かな ぐ

銘 武州江戸住 長曽祢才市元俊作 承応三年甲午九月吉日 １本
めい ぶ しゅう え ど じゅう なが そ ね さ い ちもととしさく しょうおうさんねんこう ご く がつきちじつ ぽん

総長 27.8㎝

承応3年(1654)

個人蔵

落とし金具とは扉を柱などと連結させるための

道具です。これは、承応3年（1654）に江戸城内に

造営された紅葉山東照宮の唐戸に用いられたもの

で、長曽祢才市元俊が制作しました。なお、本作
もととし

に先んじて寛永13年（1636）の年記をもつ同種の

金具が、日光東照宮で用いられており、その作者

は「長曽祢俊家才市」と銘を残しており、東照宮

の造営記録に越前から来た鍛冶がいることから、

彼がその越前鍛冶に当たると考えられています。

この「俊家才市」と本作を制作した「才市元俊」

は、同じ「才市」を名乗ることから同系の長曽祢

鍛冶と考えられ、また俊家と元俊以外の手による

才市銘の鐔が数種現存しており、才市の名を継ぐ

鍛冶が複数いたことが分かります。おそらく、こ

の系譜は江戸において一家をなしていたのでしょ

う。

本作は、鉄地に銀象嵌で宝相華文を表し、中央
ほうそう げ もん

には素銅で蝉を象ったつまみをつけます。蝉の目
・ ・ ・

や羽など、丁寧な細工が施されています。
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