
の 業|に■つ
iし

ヽ

||■:■李県の鉱業は本県の三大産業の一|つ で,そ

||||‐ 9‐
産‐額Ⅲ本県全産業?琴額,18.7子 (全国

|■平均は7.%)と 木きくなつてlr_る。 1
■■.こ れは

=と
して石炭鉱業にょるものであそ).

■11:石炭鉱業

|■ 1本県の石炭鉱業はその源を明らかにするこ

「●とは出来‐ないが,我霞で洋式探炭法を採用 lノ

■‐,て大企業を始めたのは1覇在の三菱鉱業株式

■il会社高島‐賦鉱にないて,慶応年間佐賀の鍋島「

‐■藩主が英人技師グラバー氏を招聘しために始

|:|す るo(グ ラバニ邸は現在長崎市観光ヨ■ス

■_の■蛛婦本ゆかりの地とrら てぃる.,その

|■後盤大な炭量と優秀な炭費とにより漸次開発
:|:され,現在 C昭和3.6年 6月 )95抗 〔内重

|■要求鉱?鉱,中‐燿羨鉱81鉱となっている)

|■|||:本 界の炭島は地軍的に西彼と北松とに分類

●:|111.される島西彼は松島崎戸地域と高島地域 とに

■分けられる1高島炭田は第二紀層の最も古い|

時代に,佐世保炭自は第二紀の最も新らl′い

時代に生成されたものである.西彼炭出の炭

層につぃては各炭鉱の項に於いて述べる。

||■ 1佐世保炭田の炭層は野島層 〔最上部層,・ 鹿

|1町暦 (上部層)・ 大瀬層 (中 部層),相蒲層

|■ |:(下 部層)に 分かれ相ノ浦層及び野島層中に

:111な優良なる床層の存在はまだ発見さえてt/Qな

い。.大瀬層,鹿町層は主要爽炭層に1′て,1人

瀬層の最下の炭層 (大瀬5尺層,よ り鹿町層

の「最上部の炭層 (福井 1枚層,ま で700″
ち|ク

'そ

・yO間に厚●25昴以上―の炭層11層

二  瀬

に及んでいる.これらの炭層中大瀬5尺層は

本炭日に於ける最良最厚の炭層であるこ

本果の炭田は海底の未開発鉱区が大部分を

l′ めてしヽる。昭和26年度の出炭1量は420
万 Jで 日本全国の構炭量の91%で,北海道

翻岡県に次いで日本舞三位の重要を地位を 1′

めている。埋蔵量は獅 表の通りである●炭

質は北松佐々月|の 西部の強粘結性炭と1高島炭

の発熱量 aOo‐輝.cal以上の弱粘結炭め

本部雛―の優秀炭とが
=41る

ヽのでぁる.:

現在 C昭和 57年)日本は燃料革新により

石炭到査団の調査があり,石炭界の前途は甚

第 1表 長崎県右炭埋蔵量

(昭和 26年 4月調査)

だ悲観的に考えられているが,我が長崎県は

海底の未開発鉱区が大部分をしめ,■つ製鉄

原料として不可欠の粘結性炭を出すことは将

来益々有望 となり,将来九州の炭艶は本県の

海底炭田に移るものと考えられるふ | | :

之を組識別に分類ずれば,大手筋三菱鉱業

崎戸炭鉱外7鉱でその出炭害」合は大手筋48

%,申小炭鉱52%でぁる。尚,炭鶴 むに出

炭を分類すれば原料炭44%,‐般炭56%

一旦

785,541

885,341o″
|

1李合漏!今長 (本付市甲和通り4,161)
11,11■    .      :  二 3‐ ―
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繁2表 重要炭鉱出炭量 館 和26年度)

第二表 炭風澤む年度序1出炭量
:…

… T… …‐Ⅲ…品 .一 ‐…….二^――X~… T… ……… ………

:炭 鉱
:名

:出 炭  量■■11

「下
｀
|…T高

｀

卜……=《=持‐ 75

5｀ 5筆 2,2

第四表 炭種ガ,自炭量%

原料炭の申強結結性のゴヒ松炭が38%,弱
粘結性の高島炭が62%で何れも製鉄用療料

として重要なものである。

次に本県の労務者の一人当り出炭量は第 5

表の通りであるも 1    ‐

塊5表 坑内夫 1人 当り出大量 (lヶ 月)

学  刷   月出炭屯

昭和 26 : 9′ 38
昭 和 55  48.10

労務者 1人 当り・1ケ 月生産量の最高は戦前あ

18屯育で戦時中は 16.7屯前後でぁらたが

終戦後急激に源退し5屯台に落ちたこその後■■|‐|

次第に上昇して―甲和77年には8屯台となっ|:||

たが 響`千,7ア 年91■ lf二けァィ.lT:■言
“

191■
||||

9事に熱し稽劣っているふ本県め炭申駒
`早

|‐ |||:

れば西彼炭霧1112屯で平均以上であるか二‐■|:■ |

北松ではス9屯で著しぐ第って払込儀こfl.は■|■

ゴヒ幹は蒔層炭であることと,技術導入機械イこ|||‐ ||

がかくれていることを示してい:るふ従って本 |||■

~47               .    ■ 11111■

:昭 和  元 年 : 西彼  1296,750
11,492,650

一・一一一一・一一一一一〓

■
=:|

1,168,074

69a25,0



述す  :る。

高島炭鉱は宝永年間平戸の領民 5平太なる

者が対岸 の深堀村より同島た渡来 t′,初めて

り1  石炭を採掘して鏑近の塩鶏に供給したとい,

諄1111■■■13浬で,社船にて2時間で逮す る.炭鉱の  説が無えられているこ往時石炭の3峰を5平

一一一・一
一恭）
一

ある蛎ノ浦島は Jヽ島であるが汽船の出入容易

を良港を有 tノ ている。明治 19年芋島南方の

海底て飽取漁夫の拾った炭塊で露頭を発見 l″

たのが当炭鉱の初まりで,崎戸鉱業組合の所

有鉱区を買収して九州炭鉱汽船会社を倉1立 |′

たのが明治48年 11月でその後の開坑は次

の通りである。

炭質は弱粘結性の発熱量ス800ca■以上

の高品位炭で,埋蔵量は推定5億屯といわれ

今後も相当有墨である。1炭層は上位から4尺

層,5尺層, 15尺層,上炭及び下炭,盤下

炭の5層からなり全響稼行出来る。15尺層の

石炭の厚さ
=味

1‐ 1尺あり'2～ 膠り傾斜を有

す.:最近開擁 t,た北斜抗は推定炭量 1億 Jの

.15尺層採掘計画として,ベル トコンベア式

に数ゆカソベ採
=方

式を採用 !/出炭能率は本

邦発―を示している。昭群26年度には66

万 √の本県第一申出炭を示 t′ている麟・
~

2.:高島炭鉱           |

高島は長埼港頒 南海上4粁にあり,をま船

太と称 していたことは発見者なる者9各を伝

:えたものであることは明らかである.当時西

目本の玄関と lノ て海外貿易の殆んど全部を掌

握していた長崎港には,早 くから外国船の交

通も相当に行なわれ,その港口に住する高島

炭が比等商船の需要を充していたものである。

文fLの末頃佐賀薯主銀島氏がその臣松林源蔵

を 1′ て英人ク
・ラバー氏と共同経営の下に欧米

式麟械設備をな t″,高島本村に深さ,45解 の

北漱井堅坑及び422の南洋堅坑を開さ(採

炭 した.これが我国洋式採炭の警めとなつて

いる。明治 6年 日本坑法発布と共に三地炭鉱

と共に富有となり,同 7年後藤象次郎が払下

けを受け,同 14年岩崎弥太郎 (三菱倉J立者),

買収l′三菱のものとなり,現在は三菱鉱業株

式会社の経営となる.

炭層は第二紀j書 の下部に属する高島層群に

含まれ,上部より上 8尺層,議麻 51尺層,胡

麻下5尺32尺層,磐砥 5尺暦,亀 5尺層,

18尺暦,新 5尺脳等の 16枚 轟るが,採掘

に堪えるものは上記の6枚である。炭質は強

粘結臓で発熱量8,245ca■ の本寡最優秀

炭である。              :
滉 1斜九 塊2斜坑,蒻瀬竪抗 繰ミさ37

52を 開さくしたハ 昭和 32年 50億円の

巨額の予算で起It′た656響 の新堅坑は当

時 日本最新め竪坑でぁった。

b ―
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端島は高島二子坑の西方 1粁の海上に浮ぶ

‐小島で,面積
.15,Oσ

百津あ1ヽきた碁若E7‐ そ

あるふこの炭鉱は萌治初筆噴,天草の人J｀出

某氏の倉J業で, 15家深堀領主鍋島氏の有

に帰したが,種 の々故障で発筑の■むなきに

至った。明治26亀 三菱合資会社の所有と

な多, 26年には第2堅坑が完成し,大正3

筆には新たに 12尺層を発見した。その深部

採掘の第4堅坑は大正 14年に完成した.更

に昭和 11年 6562の当時日本最深の第 2

堅坑の改修を見たのである。務在の鉱区がス

1145鯨でぁるのに夢Iき かえ島の面積は健が

に0,064騰周鯖 ,1932の長方形の島で

明治26筆頃の面積は翼在の半分にも足らず,

その後数回埋立てられた人口島で:島の大部

分は低い丘陵地で最高でも45れ でぁるL

炭層は下位より,4枚層,112尺層1 2尺

1尺層, 1丈層っ亀5尺層:磐砥 5尺層:胡 :

麻 5尺層,4層,上 8尺層の9層で
`概

して

変化に乏しいが,所々玄武岩鋼久の部分があ

るこ―傾斜は上部では45° ,下部に進きにち

れ急傾斜となり65° に及んでいるこ炭層の

厚さは稼行可能な層の合計1965″で我国

第 1の厚層となつているこ炭質は灰分が少な.

く強粘結性で発熱量a000caiを 越え炭

費優秀たことも本邦第 lIな っているふ会社

の炭量算定では確定炭量5,600万 'J,推定

2,600万 Jと なっている.   :

=昭和 26年 2月現在で,I坑道延長 22Lで 1

最深部で海面下820解に速してい4遺 たこ

の最深部の最高温度は32℃とぃ ,高温であ

るt無限に広がる海底下の採掘には通気に限

度があ奮ので特層|の■未研究を要するも:のを

考えるよ昭和26年 2:月現在め稼行人数は4,

625人で,島の人口密度大となる
.こ

と本部

BJを出‐l′崎戸に4ぃで本県第2位の■家量|||||:=|:

争有している,琴量撃警定琴量2,,99=`■|
言奪本量る,700石 1を ,し,零質は弱粘結|||:

性で約Z300ca■ の発熱量を有する優暴 |′
|■

炭で将来有塁な炭鉱である。筆者は大正:81年 |■ |

頃本坑の調査報告を出したことがある。

5。 池島炭鉱       :
池島は周囲4粁で島は玄武岩で被われ

`・

中

央部に鏡ケ池という池があるのでプ池島の1名

がつけられた。現在は池の下部は理立てられ‐

東側は切開けられて外海につながり:水深 8‐

米の港と変勢, 5,800J級 の貨物船が楽に

着岸出来るようになった.この島はもと4'01

0人 しか住んでいなかつた貧しい一孤島であ

ぅたが,現在は1人 甲数千に増加したふ松島炭|

鉱の南方1.5粁め池島に昭群26筆度ょ:夕 粛,

坑に着手 l′,3年計画で斜第 1・ |1甲 ″で松‐

島層の18尺炭に着炭し,4年目より盤炭を

行ない将来は年産20o万
`を

目際として着:

-6-
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る二

1池島炭鉱の埋蔵量は部
'3億

屯ど予鹸 れ鉱区 ‐

外を予想すれば美た13億1屯 という大なる石 '

なが饗蔵されてスる将来性の|あ る炭鉱である。

炭質は平均Z300● ■■以上の粘結性のあ

る爆寿鏡菱そある3   ・   :

■松島炭鉱,'池島炭鉱が開始きれるについて

は松島炭鉱が関係があるあで此に記述する。一

松島炭鉱は明治 18年三菱の手にょらて約 5

1年間工事を続けられたが,技術の不完全なた

め|‐ 埋没してし最い「 その後放置されたもの

|を明治39=佐賀の古賀銀:行の創立者古賀氏

の手により再び着Iされ,大正
‐2軽 井鉱.

業が●れを買
:収

し三井系ど|″ て松島炭鉱株式・

会社を倉1立本格的採炭を始めたι当時年20

万屯昭和2年質の最盛時には50方屯を出炭

したが1大正 51年に二元ぅ
‐8摯は一坑

`昭
和

4年に主坑言同9年に困境と茨 に々水没じセ

=い
廃出のやきた

´
きに至ったのである。そこ

で会なli■な島に4ヶ所松島に2ヶ所遷卑基に

うケ所ハコ島に1ケ所と夫々議―リングを行

なつたこ特に池島のボーリングは2b500
尺に至ったが戦時中の関係上有墨なことが判

明しながら作業が出来ず最後まで放置された

めであるか,松島炭鉱の再開発が計画される

に奪り池島炭鉱の実現が出来ためであるも

増和●51摩農出炭‐1lё
=7

:疑
毒

宛雄1資 して資本金00,9方中み警疇鉱轟 式||:
基暮を嵐笠こそ進善:た塾tモニ

‐
え|ふ:轟羞巌||‐ |

日鉄鉱却 主島鉱業所とな0そいる凛鉱区5 ■■

55万坪で昭和 16年 2月 11日 に開九 1  1
8年 5月着炭同年12月に 1.0尺層に着炭|じ ■ |

た。現在稼行ri4の斜坑は6910カにて5尺炭:

に着炭 l.た。炭層は5尺層, 3尺層: 11尺   :‐

層9 11尺層の4枚で,炭質は発熱量Z610 11
0CaIの優秀である二確定炭量1,00:0万  ‐

屯推定 1億屯,第 1期 30万屯第2期 60万 ‐

屯計画たて稼行中の有菫炭鉱である。|  |

Z 江迎炭鉱            :｀

北松浦郡江迎町にある
.ま

な転な明洛 413年

佐賀県人の有する扶鉱
=を

4併tて大
=1111

年頃ボ‐リングで大瀬5尺層に着炭しだ0そ

吉井江迎鹿町一帯の未開発鉱度を合併lル,睦

和 9年末日本窒素会社が之を買収し現在の日

窒鉱業株式会を卜が譲受け,昭和 12年から本

格的操業に入った。その録昭和20年色轟鉱

業株式会社所有の江里炭鉱を買収し 筆三抗

とliて稼行今日に至る.埋蔵炭量は2:9σ 0

万屯炭層なる1数枚あるが:縁待苛能
‐
二
'お

な

大瀬 5尺層,磐砥餞層:鴨メ|1鷹 松浦層|1移

磐層でいずれもガスが少く,そめ中大瀬,磐

砥,鴨川の3層は強粘結性炭で,現在大瀬 5

尺層を採掘中でぁる.      l  :

8.松浦炭鉱  1      1
北松浦郡世知原駅の近くにある。

当年は警治26年梶闘暴人によ摯採握開始

され,_明治27年間西石炭株式会社を設立,

明治35年合資会社松浦炭鉱とな夕
=`昭

和ア

年代表社零岡本氏がその権ポ|を継承しJ個人

経営となる。昭和 11年松浦炭鉱株式会社に

移り,昭審27崎 名を飯野炭鉱株式会社に



改称して⌒日に至る。埋蔵量は 5,4154,2万

Jで,鉱動 に斌存する炭賠は大練 5尺層,

柚木5枚藩,経未?枚:松浦 3尺層,磐砥層

の5枚で,現在稼行■め旋層は松浦 5尺層で

出丈60翻～ 1解 で,深部に進むにつれ炭丈

増大の見込みである。

1現在稼行中のものは新坑 (延長ユ980駕 ,

南坑 (1,8oo解 ,及び調下開発中の本坑に

ょり採炭 してぃる。霧和 26年出炭 18万 ご。

, 日鉄鹿町炭鉱

北松浦部鹿町にある。江迎駅よクバスにて

35分行春の所にある.文政年間より上層炭

を採掘せるものの如 く,大正元年繁野治八郎

氏鹿町二筑着手,大王 6年大倉組と合同じて

鹿落F炭鉱株式会社モ 倉1立,大正 9年商I省買

収,八藩製鉄所直轄炭鉱として日本製鉄株式

会社の経営を経て昭和 14雛 日鉄鉱業株式会

社のものとなる。叉矢岳鉱を駆和 20年買収

し拡大して現:在に至るム本鉱区は鹿町町小佐

々,佐々,江迎の4町に渡 り:埋蔵炭量 1,4

00万 J,炭離 佐世保層群のri4福井層,世

知原層,柚ノ木j蓄,rin塁層:・ 大瀬 5尺層の 5

層で,佐:々 jll断層を境として本地区の炭質は

強粘結炭である.    1

10。 潜龍炭鉱

`北松浦君5江迎町にある。昭和 8年開坑 した。

―
最近住友作経営を離れ潜龍炭鉱株式会社の

経営に入る.

金属鉱業          :

本県あ金属鉱業で稼行中のものは対馬の対

州鉱業所だけである二

対馬鉱業所      ~

本鉱業所は東京に本社を有する東邦亜鉛株

式会社の経営でI厳原師 颯嘉佐須村)西海岸||
へ茂鵬にある.対馬島は本邦鉱業の発祥地で■

:

約 1,300年前の自鳳6年本邦最初の産銀を
―
|

朝延に献上したことが記されて居り,爾来朝 ||

延もL′ ぐは藩主直轄て稼行して明治竿代に入

り安理坑佐須鉱出が採揮され大正時代に至り :

英人が 1日 25J処理の比重選鉱機を設置し| 
‐

高品位の原鉱を瑞典に輸出したがら第 1.次欧

州大戦後は不振で昭和 15‐年当社の前身日本

亜鉛会社が鉱区を総合員収し,終戦前 1年体  |

出した。その後本格就燥業に入り,資源開1発

のため発電所の建設,索道の架設Ъ重液選鉱

設備等のあらゆる近代設備の充実を図り,現

在月6,5ooJ処理の優先浮遊選鉱処理:の大

選鉱場を設置し,本格的操業に入うている本 |ヽ

邦屈指の優良鉱幽であるo      l   ,
本地域は塊 5紀層に属する粘板岩とこれを

貫入する石英斑岩から威ってぃる。鎮床は主

として熱水祥裂鉾蒸填鉱床にして,部分的に

は交代鉱床になつている.主要鉱詠群は東部

申部,西部の3群て,600～理 πを隔て大体

平行している.その3鉱帯中最も多く開発さ

れた所は中央鉱帯で,東部と西部は未着手の「

部分が多い。鉱石は閑亜鉛鉱で,方鉛鉱及び |

磁硫鉄鉱を伴う。推定埋蔵難 11138万 Jで |

あるふ原鉱の品位は鉛5`69%,亜鉛974

%でその合計品位では恐らく爵へ鵜―の良鉱 |

であるc             ■

馨和 55筆度出鉱量は 122000ι であ
.:

った。               i

短

誓^

一「Ｙ
一

-8-



選鉱設備 (月 4500
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重液選鉱設備

オざい'ル ミル

フアー レンワル ド浮選機

精鐵ま売鉱していたが,昭和26年度より東

邦亜鉛株式会社安中精錬所 C群馬県)で製錬、

してtAるムなか精鉱中の磁硫鉄鉱は之を回収

してお1用 されるようになった。この磁硫鉄鉱

はF⇔ 50%:s35%あ り,最近の化学工

業の発達に伴t/2Sは三菱化FJA黒崎工場で硫安

の原料に,叉残った鉄分は八幡製鉄所で夫タ

本!用 する途が開けるようになった。 |

輸送は出元より厳原港 までの約20臨間を自

家用トラック

'台
で 1日 最台50Jを運んで

いる。        ~

発電設館 本麦め所要電力はチベて目家発電

による。発電能力はディーゼル機3台 100
0kW,汽カポイラー機2岳 1008K"で
あるが,景近5 0 01KWデ ィーゼル機が小茂

譴

`建

設されたo  .   ―

この外かつて稼行されためは波佐見金出及

び彼杵鉄出等があるが現如 体止中でぁる.

非金属鉱業

本果の非金属拡業とl′ ては波佐見三ツ般淘.

土,村馬の対州石,五島,福江島等があるが

,最近重要となったのは大村市雄ケ原の耐火

粘土及び五島翁頭出の蠣石等が注目されるよ

うになった篠_   -    1::

製鉄高炉用耐火煉瓦の原料たる蟻石は,岡

出県三石地区が国内原料の主要なる産地と―じ

て古ぐから稼行されていたが:最近とみに品

質低下 |´鉱出 も既に晩篠.期に入り期待出来な

い現在,かねそ立地爵癖遠のたぎ書境にぁっ

た五島地方の蛾石が一躍斯界め注目する所と

をったのである。就中S K13 5番以上の高級

ダイアスポアニは殆んど五島地区に産 1ィ,国

.内供給の90%を :/め ており,品質及び量的

にも将来大棒に期待される所である。昭無 2

6年全国生産量594,o00屯 の中約半分は

耐火煉
=用

である。

: 蟻石県駒生産量 (昭和26年度,

:~      T~‐ ■
~=~～~TT~~1… …………・….二■

・:県 層ti生 産 量

li_._T    :↓みJ

用途ガむ比率表

鉛精鉱

目召和 241

25。

26.

〔質170、 6 1%菫
=参
登5

2,542銀 1,20

5,292 含む

4,147′

0136%)

0多 /J を

”
〓
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〓
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1号寧石鉱出及|‐

1大和鉱出の11年肇FI予 |‐ |

1.五島鉱幽

本鉱出は福江市増田郷 α日大浜村)にある二

‐ 福江市の略中央の翁頭出麓の増由郷二塁木

1場の現場奎で自動車通行自由にして,パスで

福江より約 1時間を要する。

1 本鉱山は明治年FHI筆用材として
:主

に稼行

さ4た ものの如く,各所に切暦が多数散在す

.る.明治 15午当鉱山前社長野崎文明氏は故

郷飼出県三石地区の蛾石からこの地に着目じ

て開発に着手したこ本鉱出の需要先であるメ|ト

構町,東海炉材工場設置及び天草クレーェ場

の設立に伴い拡張し,月 5,000J出鉱の計

画の下に積極的探鉱作業を実施してぃる。当:

地方は
:中

生層とされる砂岩及び頁岩及びこれ

て選入した石英斑岩により構成されている。

鉱石は申澪から良家用トラ,″ 5台を使甲じ

て往復35飾の岐宿港に輸送し,機嚇 によ

|‐ 多長崎港
`名

古屋港及商出等に出荷しそいる。

2.五島蛾石株式会社鵬尾鉱出

当鉱出は富江町田尾郷にあり,大正 9年頃

よ夕石筆用として採掘さみたヵ準報静 上じ

昭和 14年頃より五島鉱出前社長野崎交FJi氏

に導多本格的採掘が行なゎれ
`昭

和 19年東

紡に移り1昭和 213年末当社が譲受け現在に

至ってぃる。  |    ‐
 |

|の外大和蟻石鉱難 式会社の田尾鉱購が1

あるが,探鉱を行ならたたむそ採掘されるに

至っそムない。    
「

  ・    ■

苦土

力暮 くれたハ 1弩由堪メシト会社あ参撃た||■■ :

515′である。

発蔵LI了::III:段「葛:鯉詰|■
じ潮 鵡 は議 060J十 ふ込ふ 嘉 ど|||::轟

る。1  : : :

〔昭和 57年 1
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