
長崎県地学会誌 第 18号 (1972)

会長論文

まえがき

昭和 44年長崎県石炭鉱業百年の歩みと題し発

表 したが,その後の変化が著しいので,相 は見

方を変えて報告する。すなわち旧藩時代から合理

化 され,機械万能時代を経て斜陽化 し,第 5次石

厠政策が昭和 48年度予算で決定され最終案 とな

ることが考えられるので,lluを追 うて述べるこ

とにする。

一般的記録

明治以来の主な記録は次の通 りである。

明治 16年 出炭量 100万 トン突破

〃 24年   〃  300万 トン 〃

大正 2年  〃 2,000万 トン 〃

〃 7年  当時のベス トテン会社

〃  8年

昭和 11年

〃 16年

三井・ 三菱・ 貝島・ 明治・ 蔵内・

麻生・ 古河・ 日鉄・ 高取・ 大正

出炭量  3,000万 トン突破

〃  4,000万 トン 〃

〃  5,730万 トン 〃

長 崎 県 炭 鉱 開 発 史 話

瀬 旦  (長崎県地学会会長 )

(史上最高 )

昭和 26年 長崎県出炭 420万 トン

(全国比 9。 1%)
〃 40年 出炭量 5,011.3万 トン

(全国 )

長崎県出炭 5,56■735ト ン

(全国比 11%)

埋蔵量は,昭和 31年 に全国 216億 トンと発

表されたが,長崎県は 26億 トン (全国比 12%)

である。長崎県の炭田は,主に海底炭田で,原料

炭が多い。

旧藩時代 (草分け )、 臨 代

旧藩時代は石炭の露頭から炭層にそうて採掘す

るので,狸穴の如 く廻 りくねつて行 くので,間歩

(坑道 )か ら出てくる坑夫は石炭で顔が真黒 くな

つているので,そのすがたは狸同然であるから古

老は狸掘 りと称 した。

高 島炭坑

高島炭坑が発見されたのは宝永 7年 (1711)
五平太なる者が対岸深堀から渡来し高島炭坑の露

頭 (今 も保護されている )を発見し採掘したので,

当時石炭のことを五平太と称したという。当時高

島は鍋島藩 (深堀藩 )が領していたので,領主直

正はその臣松林源蔵をして英人技師グラバーと共

同経営せしめた。

明治元年本村ロヒ援井坑 (洋式竪坑深さ45m)

を開さくした。この竪坑は史跡 として保存 してい

る。 (写真 )

松 島炭坑

大村藩の組村記 (松島村 )に ょれば,元明 3年
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(1781),西 泊・浜・塩浜・藤原の 3カ所よ

り掘始める。その後 ,大村藩主 27代の大村純鎮

より29代の純挽 で,炭坑の経営をしたと伝え

られる。

鹿 町炭 坑

鹿:町炭坑は,安政年間 (1854)採 掘 したと

伝えられるが,詳細は不明である。

洋式採炭 (残柱式採炭 )、 人力万能時代

前述の如 く,高島炭坑では英人技師グラバーが

松林源蔵 と共同で始めたが,明治 2年には蒸気ポ

ンプを使用した。これを学んだ長崎の住人杉山徳

二郎は,明治 14年福岡県筑豊炭田の冒鴬決坑

(古河 )で蒸気ポンプの使用に成功 し,当 時排水

に苦しんでいた筑豊地方に一大光明を与えた。

残柱式とは炭層を基盤の目のように漸次採掘し

て行 く方法で,当時 2人 で 1先を作 り,先山 (採

炭夫 )は男が,後山 (運炭夫 )は女子が受持 ち,

夫婦共稼 ぎの方法で行なわれた。現在のようにミ

ニスカー トが流行 していない大正時代に,坑内婦

人は「 間歩ペコ」というかすりの腰巻 ひとつで,

半裸のすがたはよく見えたものである。古 くから

婦人が美 しく見えるのは,夜眼 (暗 い所 )遠 目傘

の中といわれたものである。暗黒の世界の坑内で

見る肉体婦人は,当時若かった筆者等は強 く刺戦

を受けたことを記憶する。勿論坑内での男女の情

事は堅 く禁 じられていたので,こ れを犯す ものは

絶体ないといえるものである。従 って,坑外での

坑夫の酒盛その他が流行 したのは致し方ないとい

わざるを得ない。

長壁式採炭 (機械化万能時代 )

長壁式採炭法は明治 22年鯰田炭鉱で採用され

たが,本格的採炭が盛んになつたのは,昭和 3年

の,少年 (16才未満 )お よび婦人の入坑禁止法

が制定されてからである。水平坑道 での石炭運搬

は始めは入力でなされたが,馬匹運搬を始めたの

は,明治 10年高島炭鉱である。その後,エ ンド

レ埋 搬 (明治 23年鯰田炭鉱 ,綜合ベル トコン

ペーヤー(昭和 11年夕張鉱,昭和 34年大島坑)

日本最深竪坑 (昭和 40年高島炭鉱 )と発展 した。

坑内の照明は,始めは裸火のカンテラを使用 し

たが,安全燈 (明治 20年鯰田坑 ),電気照明は

(明治 27年勤 炭鉱 )現在に至っている。

石炭採掘では始めはツルハシを使用 したが,大

正 12年北炭でコールピッタを使用 した。最近は

レンジング ドラムカッターを使用している。昭和

43年二子坑で採用,44年 には池島坑で自走枠

ドラムカッターを使用 し,7月 には出炭能率

104.82ト ン/人/月 の新記録を樹立 した。

全国能率は当時 46.9ト ンであった。

斜陽化時代

石炭鉱業は明治以来日本経済の原動力 としての

歩みをつづけてきた。特に第二人戦後は荒廃にひ

んした日本経済復興のにないてとして,いわゆる

傾斜生産方式のもとに国の助成を受けて生産再開

の道 を歩いてきた。しかし,昭和 24年 には価格

差補給金が鱗 され,自立の環境変化に直面した。

このような情勢の中で燃料革新で石油の進出もあ

つて,昭和 28年頃から不況に直面し,合理化問

題が真会1に とりあげられた。昭和 30年 には石炭

鉱業合理化臨時措置法力喘J定 され,石炭鉱業合理

化事業団が設立された。石炭鉱業審議会基本問題

部会から,第 1回中間報告が提出された。それに

よれば,ス クラップアンドビルト方式がとられ,

能率が悪い炭鉱 (月 1人当 り40ト ン以下 )は閉

山し,能率のよい炭鉱には積極的援助策がとられ,

日本全体の生産目標は年 5,500万 トン体制が確
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立した。合理化による結果,単価は昭和 33年の

単価 ょり1,200円引き下げられた。そのため九

州では多 くの古い重要炭鉱が閉山した。その結果 ,

第一次指定鉱は日本全体 42鉱 ,福岡石炭局管内

23鉱 ,長崎県内 14鉱が指定された。更に39

年第二次指定があり,その条件は残存炭量が 10

年以上,日本全体 5,000万 トン体制が定められ

た。その結果長崎県では 12鉱が指定された。す

なわち,二子・端島・池島・伊王島・ 柏木・飛`島

・ 新北松・松浦・潜竜・福島・ 大島・大田第二報

国である。その後崎戸 (43年 3月 閉山 ),大島

(45年 3月閉山 )47年には飛島 伊 王島・柏

木・福島が相ついで閉山した。

長崎県では,昭和27年 (117坑 ), 30年

(105坑 ), 36年 (95坑 ), 37年 (14

坑 ),39年 (12坑 )で残存稼行炭坑は,4坑

(二子・端島・池島 0本ケ浦 )で ある。

最近閉山した炭坑の主なるものは,累積赤字・

坑内悪化・炭質不良(硫黄分 )等によるものである

が,第五次答申案は救済可能であるか期 して待つ。

日本の推定埋蔵量は 200億 トンである。稼行率

を 50%と すれば年出炭量を2000万 トンとす

れば, 5年 で1億 トンであるから,相当長 く稼行

可能と考えられる。

(昭和 47年 10月 21日 受理 )
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第 1回  市民 の ため の地学野外教 室 開 催

好天気に恵まれた 10月 29日 (日 )に ,長崎市稲佐山で開催されました。初めての試みで開

催が懸念されましたが,「 広報ながさき」や各新聞の催 し物欄を見て参加された方が約 20名あ

り,石丼・ 鎌田両副会長1藤田世話人以下数名の地学会員による指導がおこなわれ,ま ずまずの

成果を修めました。

参加者は,小学生 ,中学生,高校生,躍 ,一般 と幅広い階層におよび,70才 以上の高齢

者の方もあり,な ごやかなふん囲気の中にも終始熱心な質疑や討論がなされました。

山頂でおこなつたアンクートの結果は,歩いた距離も大体良 く〕要素 も持って,説明もまあま

あ分り易かった。次回に行きたい場所として,①茂木,野母半島,⑫雲仙岳,伊王島となってい

ます。

次回はさ らにより良い成果 が挙げられ るようにしたい と思います。会員の皆さんのご意見をお

待ち します。
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