
長崎県地学会誌 第 21号 (1974)

会長論説

ま え が き

昭和 48年 11月 ,本誌第 19号 にっ本県石

炭鉱業の現状 を発表 したが,そ の当時の稼行炭

坑は 4坑 (二子・端島 0池島・歌ケ浦 )で あっ

たが,北松唯一の歌ケ浦坑は昭和 48年 11月 ,

また端島坑は 49年 1月 に閉山した。その結果 ,

現在 2坑の稼行 とな り,出炭量 も次第に減少 し

たが,前途にはやや明るい希望が認め られ るよ

うになったので発表す る。

最 近 10年 間 の 動 き

昭和 40年における本県の稼行炭坑は 27坑

(西彼 6坑,北松 21坑 )で あ り,′ 全国では4◎

坑 あった。出炭量は全国 50,113,000ト ンに対

し,本県は556万 トンであった。最近 (昭和 48

長崎県石炭鉱窯の最逸の動 き

瀬 日 (長 崎県地学会長 )

年 3月 )に おける全国出炭見込は 1,500万 トン

(う ち九州 13,390,000ト ン )で あ り,長崎県

の一般炭は 2坑 あわせて 70～ 80万 トンと見

られ る。

端 轟 坑 ∽ 閉 曲

端島坑の石炭はわが国では最優秀 (発熱量

8,000カ ロリーの強粘結炭 )で あるが,現内

状況の悪イヒ等のため,安 全炭柱 を残 し閉山した

ことは,石炭資源の永久放棄の見地か ら残念に

堪 えない。検討の余地はな きか。海底採掘の困

難は,昭 和 9年 の松島炭坑の水没に見 られ るが,

松島炭坑では海面下 50解 の掘進先の断層か ら

海水が浸入 し, 直 ちに水没 し,大惨事 を起 した

前例があ り,安 全のためには止むを得 ざる方法

力ゝ。

闘 山 した端 轟炭鉱 (通 称軍艦 島 )
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石 炭 専 焼 発 電 所 の 建 設

新聞の報ず るところによれば,昭和 49年度 ,

松島炭坑跡地に 50万 キロワシト発電機 2基の

建設計画であるが,将来の発電 としては原子力

及 び天然 ガスに多 く期待 され る見込である。昭

和 49年度電力用石炭 を40万 トン増や し,

490万 トンにす る計画で,そ のため 240万

トンを使 うが,長 崎県産石炭 を優先的に買付 け

るが,県 内には池島 。二子の 2坑が残 ってお り,

合わせて一般炭の出炭量は年約 70～ 80万 ト

ンで需要が確立すれば相当の増産 も可能 で,長

崎県は積極的に協力する方針 と聞 く。

(昭 和 49年 4月 2日 受理 )

文献紹介

片山信夫 :島原大変に関する自然現象の古記録

(九州大学理学部島原観沢J所研究報告 ,第 9号 ,1-45頁 ,1974

島原大変 とい うのは,今か ら約 180年 前の

寛政 4年 (1792年 )に ,雲仙火山群の一つ

である島原市の眉山が,大崩壊 を来たしたため

に発生 した大惨事の ことである。

現在の島原市街地の南半は, この ときの崩壊

物の堆積によつて海が陸地イヒして出来た ものでっ

誘発 された津波 と相 まってぅ有明海沿岸では,

流死者 1万数千人に も達す る大 きな被害が もた

らされている。

この眉山の大崩壊 の約 3カ 月前には,主 rII普

賢岳が噴火 してい るが,大 崩壊の原因について

は,古 くか ら眉山自体の噴火だ とする「火山爆

裂説 」と,単 な る地震動に起因 した とす る「地

震崩壊説」 とが対立 していて,い まだ定説 がな

い。著者はこの論文でこれ らの両説 を否定 し,

新たに「 熱水滲透による地すべ り説」 を提唱 し

ている。 これは著者が,島原大変に関す る古文

書や当時の情景 を描 いた古い絵図 を,最近の火

山現象に関す る知識 に もとすいて検討 して得た

結論である。

本論文は 5章 か らなるが,第 1章では,大変

前後の自然現象に関す る数多 くの古記録 を,わ

か り易 く書 き替 えて紹介 している。第 Ⅱ～ Ⅲ章

では, これ らに記 されている日付けと時刻 を西

暦に直 し, 日誌のかたらで表にまとめてあ り,

大地変の推移が歴然 としている。第Ⅳ章で, こ

れ らに最近の知識でメスを入れ, つぶさに吟味

してい る。そして,第 V章 で総括す るとともに
,

松代群発地震の例 を挙げなが らっ著者の主張す

る「熱水渉透説」 を展開 している。なお,文中

には,写真・説明図 10数 葉が引用されてお り,

巻末 には,大変前後の島原市街地の変貌 を描い

た古絵図 も,カ ラー 1ペ ージ,自黒 5ペ ージを

使 って紹介 されている。

最近,地震ゃ火山噴火に関 して,社会的な関

心が高まっているが,雲仙火山地域の地震発生

のメカニズムについても言及 してお りっ火山現

象に興味のある者 は もちろんのこと,郷土の自

然科学 や歴史に関する教材 として も大変有益だ

と思われ るので,関係者の一読 をぜひおすすめ

したい。専門外の者で も,結構楽 しく読むこと

がで きる。
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(太田一也 )


