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別府市 鉄輪 地区における噴気の利用実態

山崎福太郎
え，本報告では鉄輪温泉地区における地獄釜を

１．はじめに

中心とした噴気の利用実態を明らかにする。

大分県別府市は明治期からの日本有数の温泉
地として有名である。1935（昭和 10）年には
全国一の入湯者数を誇り（松田・大場，2004）
，

２．調査内容・方法

現在も年間800 万人の観光客が別府市を訪れて

調査地域は大分県別府市鉄輪地区（図 1）と

いる。また別府市内の源泉数および湧出量は共

し，調査地域における地獄釜の利用の歴史につ

に全国一（別府観光情報「別府ナビ」web ペー

いては先行研究を整理し，利用実態については

ジ）で，その数はそれぞれ 2,516（全国総数の

先行研究からと別府市役所 ONSEN ツーリズ

9％）および 89,608ℓ/分（全国総数の 3.2％）と

ム部，別府市教育委員会生涯学習課，観光施設

なっている。また別府市内の噴気・沸騰泉数は

地獄蒸し工房鉄輪，地獄釜を所有する貸間や旅

304 で，全国の 26％が集中するという特徴的な

館，鉄輪地域住民に聞き取り調査を行った。

温泉地である（表 1）
。この噴気・沸騰泉のこと
を別府では「地獄」と呼び，特に鉄輪地区には

３．地獄釜の分布と歴史

沸騰泉を観光利用した地獄めぐりや蒸し湯，ガ

先行研究から，鉄輪地区における噴気利用と

ス替わりに蒸気を利用した地獄釜などがみられ

施設の位置関係を示す（図 2）
。ここから，
「地

る。地獄釜とは噴出する蒸気の上にコンクリー

獄」を利用した観覧施設が西方に拡がり，東部

ト製のかまどを設けたものであり，その蒸気熱
を炊事に利用している。現在は観光施設「地獄
蒸し工房鉄輪」や旅館等で地獄釜を利用して調
理したものを「地獄蒸し料理」と銘打ち，名物
となっている。このように鉄輪地区の地獄釜は
鉄輪温泉の特筆すべき噴気利用の姿であると捉
表 1 2008 年 3 月末における別府温泉の諸元
（別府市，
2012a を一部改変）

全国の温泉地数
全国の源泉数
全国の温泉採取量（ℓ／分）

全国の噴気・沸騰泉数
別府の源泉数
別府の温泉採取量（ℓ／分）

別府の噴気・沸騰泉数

3,139
28,090
2,799,418
1,168
2,516(9.0%)
89,608(3.2%)

図 1 調査地域概要図（白地図は群馬大青木教授個人
web ページより引用，詳細図は数値地図（大分）に著者

304(26.0%)

加筆・作成）
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には旅館や貸間，共同温泉，住宅，商店の分布

挙ニ遑アラス」と現在と同様にかまどを設置し

が集中していることが分かる。また，地獄釜の

使用していたことが分かる。

多くが旅館や貸間に併設される形で存在してい
る様子が見て取れる。
次に，地獄釜の歴史についてみていく。調査
地域の鉄輪地区は鎌倉時代に一遍上人によって
開発されたとされ（辻原・今村，2013）
，蒸気
の炊事利用の歴史は確認できる資料で最も古い
ものは幕末の別府温泉景観を知ることのできる
『鶴見七湯七湯廼記』
（1845）である。この資
料中にある今井地獄には女性が噴気孔上に野菜
や芋や卵を置き，調理している様子が描かれて

図 3 『鶴見七湯七湯廼記』より今井地獄の様子

いる。また，蒸し物を運ぶ女性の姿や薬缶のか

（別府市役所，2012b）

かっている地獄もある（図 3）
。古川古松軒『西

第二次世界大戦後においても地獄釜は利用され

遊雑記』には「土人此地に菜をうでて食事をせ

続け，1952（昭和 27）年『月刊観光温泉雑誌

るなり」と記されており，現代でいう地獄蒸し

湯けむり』には「鉄輪温泉の噴気炊事 これは

調理が行われていたことが分かるが，かまどを

一寸他では見られない図だ。自然噴出の地獄の

設置していた様子は読みとれない
（別府市役所，

噴気を利用して飯もおかずも猛烈に吹き出す蒸

2012b）
。

気で炊き燃料一つ要らないという重宝さ！」と

明治期に入ると当時のガイドブックに地獄釜

いう説明書きと地獄釜に釜とやかんがかかり，

の存在が記載されるようになり，その後鉄輪地

女性 2 人が炊事している写真が掲載されている

区の街の様子が頻繁に紹介されるようになった

（図 4）
。

（表 2）
。また，1888（明治 18）年発行『豊後
国速見郡村史』には「此戸外毎ニ地ヲ穿チ形チ
竃ノ如キヲ作リ、
茶ヲ沸シ、
菜蔬ヲ蒸ニ宜シク、
其温泉ノ脉絡諸処ニ通シ、熱湯ノ湧出スル事枚

表 2 文献記述にみられる鉄輪温泉の地獄釜（大山，2007 を一部改変）

記載文献

地獄釜についての記載

1836（明治 19）
『日
本鉱泉誌』

この地はすこぶる温泉の気脈多く、路傍及び人家接近の所々の道々、含硫蒸気を噴
出す。土地の人は竃をこれに築き、或いは竹筧を架してこれを引き、以って薪炭の
用に換ふ。

1920（大正 9）
『温
泉案内』

温泉の豊富な別府町に譲らず、天然蒸気を利用して、戸々軒先に約 15 寸直径のセ
メント製壺状の竃を設け、炊事用として居る。
現在でも熾烈な蒸気を地上に噴出しているので、之を利用し熱気炊事が行われてい
る。

1928（昭和 3）
『名
勝温泉案内』
1931（昭和 6）
『温
泉案内』

温泉の豊富なこと別府に譲らず、天然蒸気を利用して、戸々檐前に直径約 38cm の
セメント製壺状の竃を設けて炊事している。
1935（昭和 10）
『日 この地域一帯至るところ蒸気を噴出するので、戸々軒先にセメント製壺状の竃を設
本案内記・九州編』 けて炊事に使用しているのは旅行者に珍しがられる光景である。
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表 3 別府市における宿泊施設数と貸間・旅館の占める
割合（別府市役所 2012d より引用）

年

宿泊施

貸間

旅館

設数

（%）

（%）

T2（1913）

－

81.3

18.7

S24（1949）

－

36.0

64.0

S35（1960）

887

12.4

87.6

S61（1986）

539

9.8

56.8

(昭和 61 年：他に寮・保養所 24.6%，モーテル 8.4％)

表 4 鉄輪地区における貸間・旅館数（辻原・今村，2013
より作成）
図 4 『月刊温泉雑誌湯けむり』に掲載された地獄釜

時代
明治

貸間（軒）

旅館（軒）

－

13

現在は，源泉からパイプでコンクリート製の竃

昭和初期

－

20

に噴気を引き，ざるや容器に入れた米，肉類，

昭和 30 年代

魚介類を主として蒸している。地獄釜で蒸した

50

60

2002 年

13
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使用風景（別府市役所，2012c）

料理を「地獄蒸し」と呼称し，鉄輪地区を中心
に観光の一翼を担っている。地獄蒸しを提供す
るのは旅館やホテル，日帰り観光施設地獄蒸し

に利用しているのか（利用の現状）②地獄釜を

工房鉄輪などであるが，鉄輪地区で特徴的なの
は「貸間」の存在である。貸間とは素泊まりで

誰がどのように利用してきたのか
（利用の変遷）

宿泊客が地獄釜を用いて自炊することで費用を

③地獄釜以外の噴気の利用方法はあるのか（利

抑え，湯治等による長期滞在を可能にする宿屋
の形態である。鉄道や港の整備により湯治から

用の多様性）に焦点を当て，聞き取り調査をお

温泉観光が目的の主流となった別府地域とは異

こなった。ここから今日における鉄輪地区の噴

なり，鉄輪地区は鉄道や港から距離があった。

気の利用実態に迫る。

そのため短期滞在型の客のみではなく長期に渡
４．１．１ 貸間「陽光荘」での実態

る客が多く，
現在でも湯治客は貸間の一室借り，

鉄輪地区の貸間陽光荘（図 5）は調理可能な

持参や付近の商店で購入した食材を貸間にある
地獄釜で自炊している（別府市役所，2012c）
。

地獄釜を 27 基，湯沸かし用を 2 基所有してい

これら鉄輪地区の宿泊施設の数は昭和 30 年代

る。この数は鉄輪地区で最多である。地獄釜は

にピークを迎え，その後減少したことが報告さ

建物の中央部分に位置し，宿泊客が泊まる部屋

れている（表 3）
。また，別府市全体においても

が地獄釜を取り囲むように位置している。一階

第二次世界大戦後に貸間を利用する湯治客の割

に 10 基，二階に需要の増加に伴って配管を用

合が減り，旅館等を利用する短期滞在型の客が

いて増設し 17 基設置されている。各階には 1

増加したことが窺える（表 4）
。

基ずつ湯沸かし用釜がある（図 6,7）
①現在地獄釜をどのように利用しているのか

４．噴気の利用実態

地獄釜は 24 時間噴出しており，いつでも利

先行研究を踏まえ，①現在地獄釜をどのよう

用できるが宿泊者のみが使えることになってい
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る。
宿泊者が商店で購入してきた食材を調理，各部

図 7 陽光荘二階の地獄釜（著者撮影）

図 5 陽光荘玄関（著者撮影）

屋に置いてある炊事用の釜を用いて炊飯に利用
している。野菜・肉・魚・豆・栗・さつまいも
など蒸せる食材であれば問題ない（図 8）
。別途
宿泊客用のガスコンロがあるが使用頻度は低い
という。
地域住民は昔からの付き合いの人から頼まれ

図 8 陽光荘の地獄蒸しの調理法（著者撮影）

る以外，地獄釜を使いに訪れることはほとんど
②地獄釜を誰がどのように利用してきたのか

無い。地獄釜を所有しているか否かは蒸気を噴
出する源泉を所有しているかどうかであり，基

地獄釜は噴気を利用しているため，噴出孔を

本的に地域住民は炊事にガス，電気を利用して

掘る必要がある。陽光荘では約 40 年前（1970

いる。また，誰もが使っていいと勘違いして利

年代）に 100m ほど掘削をしたところ自噴して

用する観光客もいるが，治安や管理の問題で勝

きたという。現在もその噴気を地獄釜として利

手に使うのは断っているという。地獄釜が貸間

用している。

の特徴である自炊を担う商売道具であるため，

住民が利用できる共用の地獄釜（以後，共用

地獄釜を所有する陽光荘が維持管理をおこなっ

釜と呼ぶ）の存在について聞いたところ，昭和

ている。

40～60 年頃までは存在していたかもしれない
という回答を得た。道端に個人所有の地獄釜を
出していた所もあったが，子どもや湯治客等が
火傷をしたこともあり，家の敷地内に入れてし
まうようになったという。そして共用釜もその
危険性と責任の所在が曖昧であったため，現在
は存在していない。

図 8 陽光荘の地獄蒸し調理方法（著者撮影）

図 6 陽光荘一階の地獄釜（著者撮影）
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③地獄釜以外の噴気の利用方法はあるのか
温泉があり，冬場は蒸気を配管で各部屋に回
し暖房に使っている。また，蒸気を水道水と熱
交換し，根津湯（90 度以上）にしたものを排水
管に流し，熱湯消毒を行っている。
４．１．２ 貸間「双葉荘」での実態

図 10 双葉荘の地獄釜（著者撮影）

昭和 15 年創業の貸間「双葉荘」は 9 基の地
獄釜を所有し，NHKBS プレミアムドラマ
（2013 年 1 月 13 日放送，同年 9 月 14 日総合
にて全国放送）
「今日も地獄でお待ちしています」
のロケに使用されている（図 9）
。地獄釜は中庭
部分に位置しており，外からは中の様子をすぐ
に窺い知ることはできない（図 10）
。

図 11 地獄蒸し体験（著者撮影）

図 9 双葉荘外観（著者撮影）

①現在地獄釜をどのように利用しているのか
噴気は 24 時間噴出したままであり，宿泊に
来た方のみの利用である。貸間のため食事は出

図 12 地獄釜の内側（著者撮影）

さず，宿泊客が持参や近隣の商店で購入した食

入れ蒸した。地獄釜の利点のひとつとして多少

材を蒸し調理することができる。炒め物や揚げ

加熱しすぎても焦げないことである。サツマイ

物，蒸した物の仕上げ等にガス台を使う以外は

モにも火が通り，美味しくいただいた。

蒸して調理をおこなう。双葉荘の方もほとんど

②地獄釜を誰がどのように利用してきたのか

ガスコンロを使用しないという。また，聞き取
り調査時に居合わせた宿泊客の方と双葉荘の女

創業当初から貸間として営業してきたため，

将さんのご好意により地獄釜を用いて地獄蒸し

その当時から地獄釜を利用している。双葉荘は

料理を調理・実食することができた（図 11,12）
。

源泉を 160m 掘り自噴してきているものを利用

近所の商店で購入してきた
「地獄蒸しセット
（豚

しているという。また，噴気中に含まれる物質

まん・サツマイモ・トウモロコシ・卵）
」を備え

（スケール）が配管内に詰まってしまい，昔は

付けのかごに乗せ，
20〜30 分ほど地獄釜の中に
50

何十年も掃除する必要がなかったが 1～2 ヶ月

宿泊には地獄釜を用いて調理した
「地獄釜懐石」

ごとに棒を通して掃除する必要があると語って

を提供している。湯治部では貸間と同様，食材

いた。

を持ち込んで宿泊客自身が調理するスタイルを
とっている。

③地獄釜以外の噴気の利用方法はあるのか
温泉と一緒に蒸し湯も施設内にあった（図
13）
。蒸気を床下の配管に回し，床を暖めて洗
濯物を干すオンドル室も存在する。また，冬は
蒸気を暖房に利用している。

図 15 サカエ家の地獄釜（著者撮影）

図 13 双葉荘蒸し湯内部（著者撮影）

４．１．３ 旅乃宿サカエ家での実態
旅乃宿サカエ家は約 50 年前に初めて観光客
向けに地獄釜懐石料理の提供を始めた宿である。
旅館部と湯治部があり，旅館部には食事が付く
が湯治部は素泊まりで，地獄釜を用いた自炊が

図 16 地獄釜下部にある調節バルブ（著者撮影）

できることを謳っている（図 14）
。地獄釜は建
物の内部にあり，調理用が 8 基，湯沸かし用が

②地獄釜を誰がどのように利用してきたのか

2 基確認できた（図 15）
。

サカエ家の噴気孔は数十年ごとに掘り直して
おり，54ｍから 96ｍ，現在は 160m まで掘り
下げている。昔は噴気が強く，地表付近に噴出
していた蒸気を利用していたという。しかし噴
気や湯を求めて掘り進んでしまうと今まで地表

図 14 サカエ家看板（著者撮影）

付近で噴出していた噴気が出なくなってしまい，
現在では見られなくなったと語っていた。
また，

①現在地獄釜をどのように利用しているのか

かつて共用釜はあったが，地獄釜の管理は所有

地獄釜の噴気は釜の下部にバルブがついてお

者の責任となるため共用釜はなくなり，個人所

り，使用時以外は止められるようになっていた

有の地獄釜も軒先から敷地内に囲い込むように

（図 16）
。また，利用できるのは宿泊客のみで

なった。結果として源泉を持つ＝地獄釜を持っ

地域住民が使いにくることはない。旅館部での

ている家が貸間や旅館を営むようになったと語

51

ってくれた。
③地獄釜以外の噴気の利用方法はあるのか
蒸気を各部屋に回し，温泉暖房としての利用
や掘りごたつにも利用している（図 17）
。また，
乾燥室やサウナにも蒸気を利用していた。さら
に付近の旅館や貸間に蒸気は 2 件，温泉は 6 件
に分けている。

マツオクリ
ーニング M
氏

図 17 サカエ屋客室にある温泉暖房（著者撮影）

４．２ 地域住民の地獄釜利用実態
地獄釜は地域住民にどのように利用されてき
マツオクリ
ーニング M
氏

たのか。その実態に迫るため，鉄輪地区の方々
に聞き取り調査を行った（表 5）
。
表 5 鉄輪地区住民への聞き取り調査

①現在の地獄

②地獄釜利用の

象者

釜利用実態

歴史と変遷

地獄蒸し工
房鉄輪観光
案内所スタ
ッフ I 氏

住民は地獄釜
を使わず，一
般家庭に地獄
釜はほとんど
ない。
「釜持ち」の
家は個人で利
用するのでは
なく，旅館や
貸間を経営し
ている。
地獄釜は個人
家にはなく，

住民共用釜は現
在ない。

聞き取り対

鉄輪共栄会
Y氏

温泉閣 K 氏

Y さん父（大正
４年まれ）が子
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住民は日常的
に使用してい
ない。タケノ
コを蒸すとき
に近所付き合
いの中で借り
る程度。
地獄蒸し工房
鉄輪開業以前
（〜2009 年）
の観光客は食
材を買って地
獄釜を所有す
る宿に泊まり
調理するしか
なかったが，
現在は日帰り
の観光客でも
地獄蒸しを体
験に訪れるよ
うになった。
個人の家には
地獄釜はなく
3・4 ヶ月に一
度程度，地域
の文化祭でも
ち米を蒸した
り，タケノコ
を蒸したりす
るときにお金
を払って知り
合いの釜持ち
に借りること
はある。ガ
ス・電気があ
るため地獄釜
を借りる理由
がなければ借
りない。
個人宅に地獄
釜がない理由
は家の中に置
くと噴出する
化学物質で家
具家電が傷ん
でしまうと指
摘していた。
地獄釜が無い
家は釜を持っ
ている家に近
所付き合いの
なかで借りに
いく程度。

どもの頃（戦前）
は道路の傍に蒸
気が自噴してい
た。Y 氏が子ど
もの頃（1960〜
1980 年代）に道
端に自噴してい
る蒸気は無く，
共用釜もなかっ
た。

60 年前（1950
年頃）は旅館の
地獄釜を解放し
ている所があっ
たが，維持費が
かかるため現在
は無料で解放は
されておらず，
共用釜もない。

戦 前 〜 戦 中
（1930 年代）は
共用釜があり，
近所同士で使っ
ていた。しかし，
不特定多数で使
用すると誰に管

理の責任がある
か分からなくな
り，責任を取る
人がいなくなっ
てしまうため維
持・管理ができ
なくなり，釜が
壊れたまま放置
されていた。残
った個人所有の
釜は貸間や旅館
に入り，現在に
至る。
第二次世界大戦
後（1940 年代）
までは地表まで
熱湯が噴出し，
水たまりが熱さ
れ，火傷をした
人がいた。60 年
前（1950 年代）
頃も地表に竹筒
を刺すと蒸気が
噴出した。２ｍ
程掘り，石で囲
いを作り煙突を
つけて手作りの
地獄釜を作って
していた。

人の来客数であった。

図 18 地獄蒸し工房鉄輪外観（著者撮影）

ここでは地獄釜の利用券（30 分 500 円の時
間制）を購入し，持ち込みや販売している食材
を用いて地獄蒸し料理を体験できるようになっ
ている（図 19,20）
。施設内には食事スペースや
購入した食材を下ごしらえしてくれる厨房，調
理スタッフがいた。訪れる観光客は 2013 年の
NHKBSプレミアムドラマ放送を契機に県内の
年配層から西日本〜九州の現役世代へと客層が
広がった。

５．地獄蒸し工房鉄輪の取り組み
「地獄蒸し工房鉄輪」は日帰り観光客向けに
気軽に地獄蒸し料理を体験できる施設を，と別
府市が鉄輪温泉地区まちづくり交付金事業の一
環として別府市に寄付された廃業した旅館の跡
地と泉源を整備して 2009（平成 21）年に建物
を完成，2010（平成 22）年から運営をしてい
る（辻原・今村，2013）
（図 18）
。2010〜2011
年は別府市役所が直営で管理していたが，2012
（平成 24）年から指定管理者事業として公募・

図 19 地獄蒸し料理の体験手

選定を行い，鉄輪共栄会が管理・運営をおこな
っている。来客数は閑散期だと 200 人／日，繁
盛記 1000 人／日だという。調査日前日（2013

６．地獄釜の実態に迫る

年 9 月 22 日）は 1000 人が来場し，500 人が食

地獄釜が現在どのように利用されているかそ

事をした。調査日（9 月 23 日）は正午頃で 470

の現状について，地獄蒸し工房鉄輪以外の地獄
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釜は基本的に個人の所有であり，旅館や貸間の

さらに共用釜が誰もが使える道端にあったため

宿泊客とその所有者のみが使用できるのが現状

に子どもや観光客が火傷をする危険性が危惧さ

であることが分かった。旅館や貸間にとって地

れるようになったため共用釜は使用されなくな

獄釜は「地獄蒸し料理」が作れる事として，ま

り，個人所有の釜は敷地内へと入っていく。そ

た宿泊施設の一要素としての商売道具となるの

の個人が地獄釜を利用した貸間や旅館を運営す

で無料で地獄釜を解放することはない。釜の管

るようになったと考えられる。

理についても「自分の地獄は自分で管理」とい

そして 2010（平成 22）年の地獄蒸し工房鉄輪

う言葉の通り，所有者の責任である。また，地

開業によって旅館や貸間に宿泊しなくとも気軽

域住民が日常的に無料で使用できる共用釜は存

に地獄蒸し料理を体験できるようになった。以

在せず，行事等で使用したい際に近所付き合い

上を踏まえると地獄釜の利用が地域住民達の利

や知り合いの範囲内で地獄釜を借りる姿がみて

用から観光向けの利用へと変遷したと考えられ

とれた。現代では地獄釜に依存せずともガス等

る。

で調理ができるため住民達は日常的に利用する

また，地獄釜以外の噴気利用はその熱を暖房

必要がなくなったのであろう。地獄蒸し工房鉄

やサウナ，乾燥室から熱消毒にまで多岐に渡る

輪にて有料で地獄釜を利用できるがこれは観光

活用方法が確認できた。鉄輪地区特有の噴気は

客が対象であり，地域住民にとっては所有者で

地獄釜の利用にとどまることなく生活の中に取

ある旅館と貸間，その宿泊者という限定的な範

り込まれている。

囲で利用されている。
地獄釜利用の変遷については先行研究と聞き

７．結びに

取り調査を踏まえてまとめる。鉄輪地区では江

今回の調査で，別府市鉄輪地区の噴気利用と

戸時代から噴気を利用した炊事がおこなわれて

して特筆される地獄釜は，かつては公共スペー

おり，明治・大正期当時のパンフレット等に家

スで地域住民が利用していたものが管理や維持，

の軒先に地獄釜が置かれていた様子がみられた。

安全性等の問題で個人敷地内に取り込まれてい
くようになり，現在は共用のものはなくなり，
個人所有で貸間や旅館運営に活用され，観光資
源として利用されていることが判明した。この
ように別府市特有の「湯けむり」景観の一翼を
担う地獄釜は個人が管理・運営しているが，行
政は掘削許可等で関与するのみであり，その維
持・管理には関わっていない。今後地獄釜を湯
けむり景観の一つとして活用し，維持・保存し
ていくためには行政も巻き込んだ検討を進めて

図 20 地獄蒸し工房鉄輪の地獄釜（著者撮影）

いくことが必要となるであろう。

これは聞き取り調査での大正期には路傍に蒸気
が自噴していたという証言と整合的である。ま

８．謝辞

た，第二次世界大戦前〜戦後（1930～1940 年

今回の調査にあたり別府市役所 ONSEN ツ

代）には通り沿いなどに住民が利用できる共用

ーリズム部，別府市教育委員会生涯学習課，地

釜が存在し，
利用されていたことが推測できる。

獄蒸し工房鉄輪様，鉄輪共栄会様，陽光荘様，

その後，
共用釜の維持・管理を誰が務めるのか，

双葉荘様と宿泊客様，旅之宿サカエ家様，温泉

維持費用を誰が払うのか等の問題が生じてきた。

閣様，マツオクリーニング様には聞き取り調査
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にご協力していただきました。心より御礼申し
上げます。
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