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シ ドニー炭田ハンターバレー地区 ドレイ トン炭鉱

永 濱 伸 也 (藤永地建)

Drayton Coal― rrline in Hunterヽralley,Sydney Coal― field

Shinya NAGAHAMA

5月 28日 0 04:30 起床。ルームメイ トの

中野勇三氏 (サ ンコーコンサルタント)が新聞

入手と喫煙の目的でロビーヘ下る (オ ース トラ

リア滞在中の彼の日課)。 この日の交換 レー ト

はA$1=¥75。 07で ,先 日来の円高傾向が続

いている。

06:00 出発に備えて早めの朝食,バイキン

グスタイル。ご飯はカルカン風でなんとも評価

し難 く,パ ンに切り替え『ベジメイ ト』を塗っ

て食べる。この暗褐色のペース トは相原先生の

お勧め品で,独特な香りがあり,多少臭いがピ

リッとしてなかなかの物なので後日空港で一瓶

買った。しかし,帰国後かみさんと娘から,こ

んなまずい物は未だかつて食べたことがない,

と酷評される。

07:00 案内役を引き受けられた現地駐在の

細川氏 (小野田セメント),早川氏 (同 )およ

び田中氏がバスに同乗されてハ ンターバ レー

(Hunter valley)目 指 して出発する。

疾走する車窓からは,枝同志の摩擦熱や落雷

が原因で発生 した山火事の跡が頻繁に身受けら

れる。 ドライバーはこれに巻き込まれたら大変

で,火事情報に頼っている。ところがユーカリ

の木は焼けても2～ 3年で再生するし,バ ンカ

シの種子は非常に堅いので,山火事がなくては

弾じけないと聞き,自 然の摂理に感心する。

またオース トラリアでは,古い屋敷と自然を

ことのほか大切にしており,自分の庭の木でさ

え,皆の財産だから許可なくして切ってはなら

ないし,改築もだめとの説明。日本とはえらい

違いだが,なんとなく納得する。

08:55 ドライブインで暫時休憩。そこで珍

しい “SNAKES(細 長いゼ リー菓子)"を見

つけ一袋買ったが,帰国後その姿が不気味につ

き不評をかう。

11:10 ドレイ トン炭鉱の事務所に到着。セ

ンターポールに歓迎の “日の丸"が嗣翻とはた

めいており,先方の御好意に感謝する。ところ

が,傍 らのオース トラリア国旗は重苦しく垂れ

下がっていて,「両国の経済状態を象徴 してい

る」との失礼な声もでる。(写真 1)。

ドレイ トン鉱山の Chris Roach氏の案内で

露天掘り見学に出発する。

(ド レイ トン炭鉱 Drayton Coal Mine)

(1)位置および炭鉱の概況

ドレイ トン炭鉱はニューサウスウエルズ州

New South Wales,シ ドニー炭田の北東部 ,

ハンターバレー地区に属し,ハ ンター川中流の

マスウエルブルック Muswellbrookの 街か ら

南へ約10kmに位置する。

当地区の石炭の発見は1950年代初めであるが,

本格的な生産開始は1983年 7月 の日本への輸出

からであって歴史は新 しい。説明によれば,産

出炭は高エネルギーの涯青炭であり,灰分が少

なく硫黄分も程々のレベルで質が良いとされ,

一般炭として電力,セ メント産業等に適 してい

る。年産400万 トン余のうち約300万 トンが輸出

であるが,現在は日本以外にも, ヨーロッパ
,

香港,韓国にも輸出されている。さらに,87年

以後は地元のニューサウスウエルズ州電力局に

も,火力発電用として年間100万 トンを供給す

る契約を結んでいる。

また炭鉱の所有権は次の 6社からなるJVに
属し,その比率は以下の通りである。
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健)地質の概要

当地区において露天掘 りの稼行対象とされる

地層は,ペルム紀中期 (250～ 260 Ma)の グレ

タ爽炭層 Greta Coal Measuresと 称されてお

り,ほぼ東西性の軸を持つマスウエルブル ック

背斜 Muswellbrook Anticlineと 呼ばれ る大

きな招曲によって ドーム構造が形成された結果 ,

智
酬Ыrd

NEWCASTLE

ドレイ トン炭鉱位置図

地表近 くにもたらされたものである。この交炭

層の全層厚は約100m,有用部分の石炭の厚さ

は トータルで25m程度であって, この中に炭丈

Oe 5～ 6。 5mの厚さの石炭層を20枚程度をはさむ。

これらは東西両ピットの模式柱状図に示すよ

うに,概ね計 5枚の地層にまとめられており,

上位から順に次のように呼称される。

ブラハム層 BrOughams  O。 ・約 5m
グラスツリー層 Grasstrees O・ ・約 4m

聡

CESSNOCKゝ 〕二
τ Kurri

Kurri
衝むr

図 1

シース層 Thiess

プーツリー層 Puxtrees

0・ ・約 2m
000約 2m

バラモラル層 BalmOrais  000約 13m

次に構造地質を広義に概観すると,当 ドレイ

トン炭鉱を含むハンターバレー地区は北側に分

布する基盤のニューイングランド地塊とは逆断

層で接する。この逆断層 (一部衝上断層)は西

北西に延びており,遠 くクイーンズランド州ボ

ウエン炭田の東部まで追跡できる顕著な構造線

であって,『ハンター.0ボ ウエン構造線と呼ば

れる。この構造線に接する挟炭ペルム系は櫂曲
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しており,当ハンターバレー地区においても例

外ではなく,地層の傾斜は 0° ～60° と変化す

る。また地域によっては半深成岩の貫入よる影

響で,周辺の石炭が無煙炭化 している場所があ

る。

侶)現在の採掘状況と設備

露天掘りはマスウエルブルック背斜の東西両

翼に広がり,面積は約1,700ヘ クタール,埋蔵

炭量 (coal reserve)は 鉱区内で約 1億 トンに

達する。露天掘りの採掘比 (被覆岩石/石炭)

は最初の10年間は4.6:1,次の20年間は4。 9:

1と計算されている。切羽は東西両坑ともに幅

50～ 100m,深 さは傾斜方向に10～20mと 増す。

被覆岩はボーリングで削孔し,発破で緩めた後

ドラッグラインで掬い上げるか,ま たはパワー

ショベルで除去しトラックで後山に移動させる。

そして露出した石炭層はブル トーザー,パ ワー

ショベル,ロ ーダー, トラックなどの組み合わ

せで搬出する。

なお複数炭層の採掘になるので,各層の採掘

計画や混炭による品位保持等の技術的問題を処

理しつつ生産している。

*************

以上のような説明を聞きながら露天掘りの切

羽へ向かうバスの傍 らを,120ト ン積載の小山

のような トラックがすれ違う (“KOMATSU"
と書いてある)。

現場に到着してバスを降りたとたん何やらき

な臭い匂いが鼻をつく。あちらこちらで捨てボ

タが自然発火 し燻っているのである。煙を跨ぎ

ながら露天掘りの切羽を覗き込んで連続写真を

撮る。石炭層の間に数メー トル単位の砂岩・頁

岩互層が認められ,結構 “挟み"が多いと感じ

た。さすがに連続性は良 く,顕著な断層は少な

いようだ。貫入岩は見えない。

再びバスは次の地点に移動 し,間近に露頭を

観察する。0.5～ 2.5m単位の砂岩 0頁岩互層よ

り成り,自 っぽい凝灰岩様の挟みと薄い炭層を

持つ。この地層の時代はペルム系とは言え,岩

相も炭質も意外なことに北部九州の炭田に分布

する古第三系のものと大差ないように見え,さ

Coal within the Drayton lease areas belong to
the lower Permian Greta Coal Measures. There
are f市 e maior COal groups,the Brougham,Grass
trees,Thiess,Puxtrees and Balmoral.

Typical Section

metres EAST PIT

R2BROUGHAM
R3COAL MEMBER

G3GRASrREES
G4COAL MEMBER

T2THIES
COAL MEMBER

P2 PUXTREES
COAL MEMBER

BALMORAL

図2 ドレイトン炭鉱炭柱図
炭層は下部二畳系グレタ交炭層に含まれる。

ほど古いとも思えない, と感じた。これはやは

り大きなテクトニクスの影響を受けていないこ

の大陸の特徴であろう,と解釈することにして

結論は出さず。近 くで緩い角度の落差 2～ 3m
級の正断層を観察。

Chris氏が,ゴ ンドワナ植物群の代表的な化

石グロッソプテ リス (GιοssのιcrιS)が産出

すると言ったので,皆で熱心に探す。吉田利子

さんは現地駐在の人からかなり立派なサンプル

を譲り受けて大喜び。

5分後に発破する予定の切羽を正面から遠望

するためバスで移動。Chris氏の手許の トラン

シーバーを傾聴。

やがて秒読み開始。発破前の写真を撮る。 ・
・three ! 0 0two ! ・ O one ! ・ ・三L煙が見

える・・弾性波到着・ OBOOM!(音 が到着)

00土煙がどんどん立ち登る。・写真撮影

13:10 ドレイ トン炭鉱に別れを告げ,待望

のワイナリーに向かう。

13:30 ワイナリーに到着。建物の入り口で
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見付けた美しい水色の草花を摘んで,手帳の間

に挟み記念の押 し花にする。

薄暗く広い室内に通されると,焦げ茶色の縦

長の分厚いテーブルが置いてあって,ワ イング

ラスと白い皿,それにパンの入った籠が並んで

いる。私たちはその両側のクラシックな椅子に

座る。見回せば周囲の暗が りにワインの樽が

ぎっしり積まれている。

困ったことに,実は,こ の 5年間アルコール

を禁じられていて正味 2年 8か月,一滴も国に

していなかった (言い訳は '93年 1月 30日 付朝

日新聞『声』欄参照)のだが 00。

さてエプロンを着けたワイナリーの亭主が現

われて『YOUKOSO』 と言った。後は全て

英語。先ず,亭主みずから『最初はリンゴの香

りのセミリヨーンをどうぞ』と,注いでくれる。

二人の美しい娘さんも料理を運び始める。

以下,紹介されたワインのメニューは手帳の

メモによれば次のようである。 (小生は全 くの

素人であり,と にかくこのように聞こえた。)

2番 目 :シ ャルネー (ピ ーナッツバターに合

う)

3番 目 :ピナノワ(スパゲティに合う。ちよっ

と冷たくして味わう)

4番 目 :シ ャドネー (?)

5番 目 :セ ビリヨーンブリック (フ ルーツに

合う)

伸  也

6番 目 :シ ラー (“SYRAH" :強 い)

7番 目 :セ ミリヨーン レイ トハーヴェス ト

(熟 した葡萄が原料で甘い)

8番 目 :マ スカット (リ キュール :食後酒)

誘惑に負け,か たっぱしか ら飲み干 して し

まったが,心臓は正常に動いており,なんとも

ない。不思議なことに体質が元に戻ったようだ。

今回の旅の最大の収穫のひとつである。

帰り際にワイン2本 (1番 と 7番)お よびエ

プロンを買って記念とする。

16:20 素晴らしい食事をさせてくれたワイ

ナリーに別れを告げ,一路シドニーヘの帰途に

着 く。眠い・・ ZZZO・ 。

19:00 シドニー ガゼボホテル着。
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1.ド レイ トン炭鉱本部の事務所前には日章
旗も掲揚されていた。

3.ド レイ トン炭鉱東坑 (East Pit)の 地質
断面図

5。 ハンター 0バ レイのワイナリー (ワ イン
エ場)

図版 V

2.ロ ーチ氏の説明に耳をかたむけながら露
天掘を見渡す。

ン ョ ベ ル

6.8種類のワインを満喫した酒蔵内の昼食
(右端は筆者 )

ドレイ トン炭鉱

4.露天掘の掘削切羽とフエース
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(写真提供 :鎌 田泰彦)


