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1. はじめに

江戸時代，長州藩は防長2国36万千余石を領有していたが，藩主毛利氏は，内政の充実とと

もに財政難に対処するため，防長の三白（米，塩，紙）と言われた殖産政策に力をいれた。ま

た，厚狭郡（現・小野間市・宇都市・山陽町・楠町）に産出する石炭は，瀬戸内十州の製塩業に使

用された藩の収入源であった。とくに干拓に便利な‘瀬戸内海沿岸の開発を推進するとともに，

交易港の港湾施設を整備した。そして長州藩は幕末には百万石の実力を持つ雄藩に成長した。

また，長州藩は，人づくりにも力を入れ，明治維新やその後の近代工業を推進する人材を輩出

した。

明治初年頃の山口県工業は，石炭をはじめとする銅などの鉱業のほか，製糸，機械，製紙，

製塩，精虫鼠，搾油などで，家内工業的工場制の域に達したものがあった。やがて近代的な社会

組織の企業に生まれ変わり，近代工業の芽生えとなった。明治14(1881）年， 山口県における

* 1990年12月10日受理， 1991年3月22日改稿受理，同年9月13日再改稿受理，宇都炭田，大嶺炭田，匿
名組合組織，硫安，石炭液化

料東京理科大学山口短期大学
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近代工業の先駆であるとともに，わが国最初の民営セメント工場（現・小野田セメント（株）），

および明治22(1889）年に操業が開始された工業品製造工場日本舎密側（現・日産化学（株））は，

山口県化学工業の民間企業としての草分けである。

わが国における酸・アルカリ工業は，官営事業としてはじまったが，明治10年代に入ると官

営事業に倣った民間企業が設立容れた。 1879年には，硫酸製造会社が，つづいて1885年には，

硫曹製造会社が発足した。乙の 2社は，いわば官営事業（造幣局）の技術をもとにした近代的化

学企業であった。 1889年に小野田に設立された日本舎密製造会社は印刷局一御料局の技術によ

っていたのであるが，典型的な原料立地の企業であっ f~。これらの工業をはじめ，その後の山
口県の工業が，石炭鉱業に関連して発展していった乙とは特筆すべきととである。 18世紀末の

ヨーロッバでは石炭を蒸気機関の動力として使用していたのであるが，わが国では製塩業の燃

料として使用したのである。

石炭鉱業の歴史と，各種の化学工業が企業化され，特色ある多彩な変遷を重ねてきた事情を

記述する。

2. 石炭鉱業の歩み

山口炭田は，筑豊，石狩，常磐炭田とともに，わが国における 4大炭田の一つであるが，宇

部炭田と大嶺炭田をあわせて山口炭田と称している。宇部炭田は一般炭産出地で，小野田市，

宇都市，厚狭郡（楠町，山陽町）にまたがり，とくに海底部に広く延びている。大嶺炭田は，秋

吉台地の西方に位置し，美祢市を中心として南北12km，東西 8kmの楕円形をなす炭田であり，

その南の山陽町埴生地域も無煙炭産出地である。

最も古く確かめ得られるのは約340年前，正保 2 (1645）年どろには， 千崎・高泊・有帆（小

野田市）および船木（楠町）で石炭（いしずみ）を燃料として使用していたと，また寛文12(1672) 

年の奥書にも記述されている。宇部炭田の端緒としては延宝年間 (1673～1680年）とされてい

る。延宝 3 (1675）年，有帆の人，五平太が初めて発見したという。貞享 3 (1686）年に行われ

た貞享検地に「厚狭郡石炭石1石 2斗」と長州藩は石炭に税を課していた。乙の乙とは，石炭

を薪炭の変わりに使用する乙とが普及していたととをうかがわせる。 1739（元文4）年に編纂さ

れた「舟木産物名寄i援」には， “石炭は舟木村，有帆村，千崎村，高畑村，宇部村，車地村，

際波村i乙有之”と記されている。 17世紀末，その乙ろから諸大名の領国経営が地につき，特産

(1) 明治工業史編集委員会編『明治工業史（化学工業篇）』，工学会，大正14(1925）年， 457～484頁。
(2）鎌谷親善著『日本近代化学工業の成立』，朝倉書店，平成元（1989）年， 256～297頁。
(3）松江霊頼編・竹内若校訂 『毛吹草』岩波文庫版による。昭和18(1943）年， 181頁。
(4) 『高泊御開作新田記』，寛文12(1672）年。
(5）俵田明編『字部産業史』，渡辺翁記念文化協会，昭和28(1953）年， 23～24頁。
(6）小野田市史編集委員会編『小野田市史』，小野田市，昭和37(1962）年， 646頁。
(7) 山口県文書館蔵
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物を藩財政にくみ入れるために，各地で開発が盛んになってきた。古いのは畿内（近江栗太），

北九州，つづいて山口炭田の開発が古く，常磐では15世紀に発見されたが使用されず採炭は幕

末（1854～1860年）になってからであり，北海道では江戸中期には発見されていたが， 開発は安

政年間であった。宇部市，小野田市，厚狭郡中 ・東部地域には，古第三紀層lζ 爽炭層が匹胎

し，古くから宇部炭田として有煙炭を採掘していた。また，美祢市 ・厚狭郡西部Iζは，中生代

三畳紀の無煙炭を産出し，大嶺炭閏として，わが国第一の無煙炭の産出地域で明治10年頃から

盛んに採掘された。

(1）宇都炭田

元文 2 (1737）年には有帆 ・高畑 ・千｜｜時 （小野田市）で石炭を採掘し明和 2 (1765）年には有

r）凡炭を製塩の燃料lζ使用したζ とが記述されている。また， 佐藤信淵の「経済要録」 （文政10

(1827）年）には1778年頃，秋穂、（吉敷郡秋穂町）の青ケ浜において，さらに 1810年どろには三田

尻塩田（防府市），そして瀬戸内十州の製塩に舟木 ・有帆（小野田市）の石炭を使用したと記しで

ある。別の文献には，安永 2 (1778）年 3月三田尻周辺の製塩に，つづいて天明 8 (1788）年に

は瀬戸内十州（周防，長門，安芸，備後，備中，備前，播磨，阿波，讃岐，伊予）の塩田の製塩用の燃

料lζ小野田地域の石炭が使用されたと記されている。そして石炭の採掘は藩の収入源として重

要な産業であった。

長州藩は，製塩については盛んに干拓によって塩田の造成lζ努めた。とくに製塩の燃料は宇

部炭に依存していたその乙ろは，有帆炭と称せられ有帆村（小野田市）が中心であったが，そ

の後宇部炭田の名称とともに字部炭と称せられるようになった。石炭の採掘に竪坑から，坑内

の排水と石炭掘り出しに，南蛮車という 6人押しから12人押しの捲き上げ機が宇部の向回七右

衛門兄弟によって， 天保11(1840）年に発明された。南蛮車の発明は採炭の効率を高め，画期

的な発明として賞讃された。安政 7 (1860）年乙ろには字部炭は米船 ・英船に燃料用に販売さ

れたり，薩州藩に移出するなど藩の貴重な収入源となり，有帆中村では藩直営の石炭採掘が行

われるようになった。

天保13(1842）年の採炭量は，全域でl.8万ト ンを超えたと記録されている。小野田市，楠町

地域の爽炭層は緩傾斜で地表近くにあり，採掘はとの地域で始まっ た。慶応 3(1867）年頃にな

ると次第に採炭地域もひろがり，小野田，楠町，宇部など8ケ所におよんだ。 1868（明治元）年

8月ICは藩物産局の下lζ石炭局が設置され， 石炭の生産 ・販売を管理する役所を妻11街開作所lζ

(8) 広島通産局字部石炭支局編『山口炭田三百年史』， 広島通産局字部石炭支局， 昭和44(1969）年， l～ 

7頁。
(9）小野田市史編集委員会編『小野田市史 ・通史』，小野田市，平成2(1990）年， 494～495頁。
帥前掲 『山口炭田三百年史』， 6～9頁。
ω前掲『山口炭田三百年史』， 12～15頁。
同前掲『小野田市史 ・通史』，496～500頁。
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おき，翌年には長州藩は自家用石炭の採掘を厳禁した。

幕末，石炭は藩の管理，直営形式で各地の諸炭鉱が経営されたが，明治政府は旧幕府の鉱山

を接収し，明治 2 (1889）年 2月には諸藩の手中にあった鉱山採掘権を開放する布告を発した。

明治 5 (1872）年 3月，鉱業法の原型「鉱山心得書」を公布し，「日本の鉱物をすべて政府の所

有とし，採掘権も政府に所属する」と，鉱山を政府の所有物として掌握した。そして翌年 7

月，体系化された「日本坑法Jを公布し， 「地表の所有権は地下に及ばない乙と，採掘権は政

府ic所属するが，その使用は地表の所有者に優先権を与える乙と，土地の所有者も，試掘をの

ぞむ他者も，まず政府に出願して，鉱区を借区してのち，はじめて採掘できること，外国人の

鉱山所有を禁ずる乙とを定めた」とした。

ととろが，萩藩では明治元（1868）年8月，旧藩以来の石炭の採掘 ・販売統制を中心にした

藩物産局の下に石炭局を設置した。そして， 1872年には石炭局を民聞に移した。翌年「日本坑

法」公布と同時に，石炭局最後の主任福井忠次郎は，品川称二郎，井上馨，宍戸磯らと合資組

織の石炭会社を創立し，地域内の借区権を一挙lと手中にした。そ乙で，法知識の不足から遅れ

をとった字部の人々は自分の土地でありながら，乙の会社lζ採掘料を納めなければ採掘できな

いという事態となった。そして， ζの借区権をとりもどすために長く苦しむζ ととなった。

福原芳山（字部村旧領主）は，1867年 2月からロンドン lζ留学し，英国で産業革命後の石炭の

重要性を目のあたりにして帰国し，旧領地内における石炭鉱業の助長育成を旧家臣団lζ対する

授産事業と して， また何よりも近代工業発展の原動力となりうると考えた。そして，当時の工

部卿伊藤博文や井上馨ら政府高官をとき，また旧長州藩永代家老としての権威や個人的なつな

がりを利用して，｛昔区権譲渡の斡旋を依頼した。芳山は，イ昔区名義人福井策三（忠次郎の子息）

らの借区を買い戻すために，八方手をつくした。乙の芳山による借区権回収の成功は，伊藤樽

文の斡旋で福原家より 1万円を提供して，明治 9 (1876）年末，イ昔区権を回収して低廉な斤先

料をもって村民lζ稼行させ，芳山は旧家臣俵回瀬兵衛iζ坑業諸世話を委任した。芳山と瀬兵衛

が協力して，村内の石炭坑区を回収した背景ICは， 「日本坑法」の規定lζ反 しない範囲で小坑

区を巧みに経営し，地域社会の利益を図ろうとしたのである。

乙の制度は明治20(1887）年 7月字部共同義会の趣旨に賛同して借区権が閉会へ譲与されるま

で続いた。そして，共同議会の企業統制が殆ど明治20年代を通じて行われた。それ以来，字部

の炭鉱経営などの諸事業の経営を字部の人々だけで独占しようとする，いわゆる「宇部モンロ

ー主義」が発展してゆく乙ととなった。明治初期には， ζ うした冒険的企業家たちによる小炭

鉱（筑豊（貝島 ・麻生））と， 官営（三池，北海道（幌内））もしくは政商などによる大炭鉱の並立時

代であった。宇部炭田においては，明治 3 (1870）年 1月には石炭局は洋式採炭技術導入のた

め，英人モーリスを招聴した。また西洋製石炭掘削用ポンプを購入したが実用化できなかった。

ω渡辺祐策編 『宇部鉱業史J，宇部鉱業組合，大正15(1926）年， 5～10頁。
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明治10(1877）年，笠井順八（！日萩藩士）

は地方人が共同しての石炭会社（のち

に石炭同業組合）を設立した。そして，

明治12(1879）年には年産採炭量 7万

トンとなっ た。 1882年とろから坑内の

排水に蒸気ポンプの使用が始ま り，明

治 17(1884）年から厚南長沢沖で初め

て海底炭鉱が創業した（築島炭鉱）。そ

して深部採掘が竪坑蒸枠の発明によっ

て，さらに明治23(1890）年には斜坑蒸

枠の発明で海底採炭の基礎ができ，と

の年の採炭量は14万ト ンとなった。蒸

枠は1886年， 字部の船大工大和喜之助

が発明した，“せいろ”のように，き っ

ちりした井桁枠で，それを組み掘進し

ていく ，字部では早くから1:1:¥1.klC対抗

する技法であっ た。図－ 1k竪坑に使

用した六角蒸枠と竪坑の構造を示す。
図－1 六角蒸枠（上図）と竪坑の構造（下図）

明治20(1887）年 7月 には， 字部共同義会が設立され，字部共同義会は借区権の管理を行う

ようになっ た。その規則は， 「字部の炭鉱業者はすべて共同義会の所有の鉱区を借区し， “石

炭開坑約定書”を義会ととりかわして初めて採掘権をうる」となっている。しかし，義会の所

有の鉱区は限られており， 1897年以降は義会所有外の鉱区を任意lζ 採掘するものが ふえてき

た。そして， 字部独特の匿名組合組織を案出し，議会に属さない鉱区で炭鉱を企業化していっ

た。そ ζで，地元資本優勢はあとまでつづいた。匿名組合というのは，一種の頼母子講で，有

志が金をだし，株式会社に似ているが，その組織者（頭取）の権限ははるかにつよく ，有志を中

心とした共同義会が鉱業権を牛耳っていたが， ζ れにあきたらない新興グループによる組織で

あった。しかし既存の鉱区より，採掘条件は悪く，炭層は海底にのびていた。そして，炭層

が薄く ，炭質が劣っているので，九州の諸炭田とは違った条件であり，中央大資本の進出は避

けられた。

南蛮車は採炭を容易lζ し，蒸枠によって海底炭田の採炭が進み，採炭量は1895年には20万ト

ンとなり，明治29(1896）年には坑内石炭運搬に蒸気機関車が動くようになっ た（王子炭鉱）。蒸

枠は第四紀層中lζ開坑 し砂利7）くを完全IC防止する当地方独特の枠入法で，船匠和田喜之介の考

案により，炭田の開発に貢献した。
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石炭の販路は製壌用から船舶用，鉄道用， 工場用にと次第に拡大された。 明治30(1897）年

6月，後年，字部の父とうたはれた渡辺祐策は，沖ノ山炭鉱組合（現 ・字部興産（株）前身） を 設

立した。その頃の主な炭鉱は， 潟炭鉱（1890年）など字部地域16，小野田地域17，楠町地域4炭

鉱などであった。明治30年代からは小野田から宇都lζ，そして海底炭田の採掘に移行していっ

た。

日清戦争当時は増産したが，明治34(1901）年には採炭量12万トン と減産となった。しかし，

明治末期の経済不況にもかかわらず，明治末年に40万トンに増産し， 明治45(1912）年 3月沖

ノ山炭鉱で，初めて坑内K電灯が使用されるよう K-なり，明治中頃から蒸気ポンプを使用して

排水問題が解決されるようになった。明治期の山口炭田の採炭量と全国生産量lと対する比率を

表－ 11ζ示す。明治の末から大正にかけて，各産炭地は近代化の道を歩んだ。大正時代のわが

国石炭鉱業は第一次大戦の勃発による好況の石炭需要の激増，炭価高騰の前半期と，戦後恐慌

による不況の後半期と明暗相反した経過をたどった。字部炭田では1912年の生産量61万トンの

増産で，炭価は 5倍lζ高騰した。

大正期に入ると蒸気力は電力へと次第に転換されていった。さらに海底炭鉱は本山，西見

初，東見初，沖ノ山，第二沖ノ山，沖見初，新浦炭鉱など，次第lζ海底採掘が増していった。

その海底炭鉱の生産量は1912年の全生産量の50%から， 1926年には937ちに及んだ。そして，蒸

粋のみを用いていた開抗法は，大正11(1922）年には沖ノ山炭鉱において円筒型鉄筋コンクリ

ート製のものに改良された。そして海底の第四紀層を閥抗するようになった。字部の海底炭鉱

は， 出水が多くて海7.J<.で

(1915）年の東見初坑の浸水災害は被災者 235名lζおよんだ、。採炭現場は陸地から270m，海水

面から深さ72mであった。

大正中頃の主要炭鉱は，宇部16，小野田13，楠町 7炭鉱で， 1926年 4月には沖ノ山炭鉱の旧

同工業都市宇部の父と字部市民から崇められた渡辺祐策について，記しておく。 祐策は1864年（元治元
年） 6月16日，宇部市小串に父恭輔の次男として生まれ，少年時代は家族の不幸のなかに成長した。兄
は安政の大火で焼死し姉は 7歳で＇7j(難で、死亡。5歳のとき生母を失い， 10歳で祖母が没し， 15歳の春
には父と死別した。そして頼りになる肉親をすべて失い悲運の中IC成長する ζ ととなった。 15歳の春
（明治11年），厚狭の協興学舎に入学したが，父の言卜報lζ接し直ちに帰宅して家督を相続したが，学業を
廃するにしのびず，岩国の東沢潟の門にはいった。沢潟の学は，陽明学の知行合ーを，その訓育は翁の
人生観の基礎を形造るうえで最も重要な役割を果たした。祐策の生涯の社会活動が，全く知行合ーの人
生観re左右せられ，事業界に政界IC，私生活lζ，徳行を形成した原動力は， 沢潟の指導感化lζ負うと ζ

ろが大きかった。
祐策の生涯は，明治16年， 戸長役場用掛拝命以来，晩年に至るまで， いずれの時代を見ても，常に精

一杯の努力をかさね，明治30年，沖／ 0-1炭鉱創業より，永眠IC至るまでの40年の期間を仕事l乙集中し
事業K，政治re，教育iζ，活動IC継ぐ活動をもって，その生涯を終わった。そして，その活動l時代にお
いて，翁は不出世の事業家として，理想的政治家として，偉大な人格者として，卓絶せる教育家，指導
者として，字部市の燈明台となり，市民の脳裏IC強い印象と感化影響とを残したのである。しかしそ
の活動時代は，決して春風険蕩の日ばかりではな く，むしろ苦闘受難の連続であったのである。祐策の
晩年の書には， 「天地皆春」と，揮牽されている。

乙の記述は， 『山口県百年の先駆者』（山口県立山口博物館， 1984年刊行）より引用した。
同明治工業史編集委員会編 『明治工業史（鉱業篇）』，工学会，昭和 5(1930）年，647頁。
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表－ 1 明治期の山口炭田の採炭霊と全国比率 （単位：万トン）

期 問
宇 部炭田 大嶺炭田

生産量 全国量比 生 産 量 全国量比

1857 （安政4）年 2.7 

1879 （明治12）年 7.0 

1887年 3.0 1. 77ぢ
1888年 6.9 3.47ぢ

1889年 7. 1 2. 996 

1890～1893年 13. 7～14.3 5. 296～4. 296 

1894～1899年 18. 8～20. 3 4.4%～2.6% 

1900～1904年 12.2～13.4 1. 69ぢ～1.2% 

1905～1906年 20.3～21. 1 1. 896～1696 
1907～1909年 29.3～31. 1 2.1% 6. 6～9. 5 0.5% 

1910～1911年 39 3～40.0 2 596～2. 396 

出典資料は「山口炭悶三百年史J，「福岡鉱山監督局管内一覧」などから作成．

表－2 採炭量と全国出炭量との比率（大正期） （単位万トン）

宇部炭回 大嶺炭田
期 間

生産量 全国量比海底炭鉱比 生 産 量 全国量比

1912年（大正元年） 61 3.19ぢ 50% 6. 6 0. 3396 

1913年 74 3.5% 5396 7.0 o. 33% 

1914年 69 3.1% 52% 7.2 0. 32% 

1915年 57 2.89ぢ 529ぢ 7.6 0. 37% 

1916年 79 3. 49ぢ 65% 7.0 0. 30% 

1917年 101 3. 696 739ぢ 9.7 0. 3596 

1918年 132 4. 796 7396 10.5 0. 3796 

1919年 147 4.79ぢ 829ぢ 5.9 o. 1996 

1920年 140 4.89ぢ 8496 6.5 0.22必

1921年 138 5. 396 899ぢ 8.4 0. 3296 

1922年 127 4.79ぢ 889ぢ 10.6 0.399ぢ

1923年 139 4.8% 939ぢ 8 5 0. 2996 

1924年 148 4. 996 9496 13.3 0. 4496 

1925年 139 4.49ぢ 93必 17. 5 0.559ぢ

出典・資料は「石炭統計要覧J，「福岡鉱山監督局区－j'J:J，「山口炭田三百年史Jなどにより作成。

坑と本坑間連絡坑道が開通したが，大正末期には次第に合併と閉山などで整理され合理化され

ていった。山口炭固における大正期の採炭量と海底採炭畳比，及び全国生産量との比率を表－

2 ！ζ示す。

宇部炭の需要は，江戸中期以来の瀬戸内塩田用，明治末期以来阪神地方向けの家庭用，工場用

としては地元の発電用とボイラー用であった。主要炭層は上級の五段炭（5,200～5,700Kcal/kg) 

と下級の大派炭（3,300～4, 200Kcal/kg）で，水分多く発熱量は低いが，火はっき易く硫黄分が少
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なく家庭用炭として適している。しかし，天盤，下盤は安定して掘りやすいが，出水が大きい

i海底炭鉱が多く，薄層で最大 l.6 m程度である。

宇部が日本の産業で独自の地位を築いたのは，字部の企業家たちが独自の団結力で港湾 ・鉄

道などを自力で開発し，石炭を基礎において，多角的な工業を展開していったからである。

わが国の出炭量は戦争になると増加を示しており，また炭価も高騰して，字部匿名組合では

株式が高値で月 2回配当したという。しかし，大正末年には炭価は半値で，中小企業は閉山し，

労働者を減少する ためにも機械化していった。乙の乙ろから低賃金で朝鮮人を雇用するように

なった。昭和初期には海底採掘が主力となったが，埋立てによる廃土処理が容易などのこと も

あって，宇部の炭鉱といえば海底炭鉱といいかえられる程になった。

1925年沖 ノ山炭鉱では 600馬力電化捲揚機が設置され，大正末年乙ろには採炭も手堀Iζ代わ

って発破採炭となったが，昭和 5 (1930）年ζろは日本経済の不況 （昭和恐慌）と外国炭の輸入

で石炭業界は不況で炭鉱は合併整理されて主要炭鉱は28坑となった。そして採炭量は50万ト ン

lζ落ちたが，次第に石炭の需要も増し，手堀は削岩機lζ，また坑内輸送はコンベアーが使用さ

れ，動力は電力となった。昭和10(1935）年には採炭量231万トンの増産となった。その後，終

戦までは石炭は増産で大いに活況を呈した。沖／山は東見初とともに宇部の炭鉱中，炭質 ・炭

量ともに群を抜き最盛期には字部炭田の支柱となった。 1940年には史上最大生産額 423万トン

となり終戦まで増産がつづいた。

第 2次大戦終戦の年には採炭量 134万トンに減産したが，1948年には沖ノ山炭鉱の坑内lと電

車が開通した。沖ノ山炭鉱の海底電車坑道の様子を図－ 2において示す。坑道の側壁はコンク

リー卜で舗装されている。その年には炭鉱国家管理となり，字部石炭局（通産省） が設置された

が1950年には廃止となった。

図－ 2 沖ノ山炭鉱海底電車坑道（『宇部産業史』より）
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図－ 3 山口炭田炭鉱分布図(1951年） ／／ 
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表－ 3 採炭量と全国生産量との比率（昭和期） （単位万トン）

宇都炭田 大嶺炭田
期 間

生 産量 全国量比 海底炭鉱比 生産量 全国比

1926～1932年 155～171 4.9～5. 7~ぢ 9296 19～28 0. 7596 

1933年 198 6.1% 9 1 ~ぢ 30 0. 92% 

1934～1935年 237～231 6.6～6.196 87～927ぢ 29～26 0. 75% 

1936年 256 6.1% 9296 34 0.81% 

1937年 278 6.196 39 0.857ぢ

1938年 314 6. 47ぢ 49 l. 0 % 

1939年 376 7. 47ぢ 46 0 . 90~ぢ

1940年 423 7 57ぢ 667ぢ 52 0. 92% 

1941年 405 7.37ぢ 42 0. 75% 

1942年 365 も.7% 64% 38 0. 707ぢ

1943年 398 7. 27ぢ 64~ぢ 44 0. 80% 

1944年 351 7.17ぢ 6196 37 0. 75% 

1945年終戦 134 6. 096 17 0. 76% 

1946年 155 6. 97ぢ 27 l. 20% 

1947年 208 7.1% 40 l. 369ぢ

1948年 247 7.1% 48 l. 38% 

1949年 239 6. 996 38 l. 1096 

1950年 216 5. 57ぢ 38 0. 97% 

1951年 278 6.09ぢ 5896 59 l. 279ぢ

1952年 242 55% 54% 56 l. 279ぢ

1953年 251 5.896 63% 62 l. 4396 
1954年 231 5.49ぢ 70% 68 l. 59% 

1955年 221 5.29ぢ 70% 74 l. 7496 
1956～1959年 240～259 5. o；；ぢ 71～689ち 84～92 l. 76% 

19印年 216 4.17ぢ 649ぢ 98 1. 86% 

1961年 211 3.89ぢ 103 l. 859ぢ

1962年 195 3目 69ぢ 106 l. 959ぢ

1963年 132 2. 696 105 2. 07% 

1964年 111 2.2% 109 2.16% 

1965年 98 2. 096 115 2.35% 

1966年 100 2.0% 115 2. 30% 

1967年 51 1.1% 112 2.42% 

出典 『統計要覧』 『宇部産業史』 『福岡鉱山監督局筋出炭畳表』 『山口炭回三百年史』 『111口石炭統制組合資

料』などleより作成。

昭和25(1950）年，朝鮮動乱による需要景気は日本の産業界をうるおし，コーノレピ y ク採炭

や坑内電車の開通など普及し， 1951年には採炭量 278万ト ンで最高となったが，翌年には長期

スト で減産し， 1953年から産業界の石油への転向が急速に促進された。 1952年11月には沖／山

鉱業所等 4鉱業所 （東見初，西沖／山，本山）が宇部鉱業所lζ統合された。

1955年どろから炭界は不況となったが，石炭産業の救済のため 「関税定立法」 の一部改正お
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よび重油関税の復活で，その効果は翌年から1959年までつづき増産したが，宇部炭田は1960年

には216万トンに減産し，1962年には24炭鉱となっ た。全国的には1961年戦後最高生産額5,541 

万トンを最後に中小炭鉱を中心に閉山が相次ぎ石炭危機が叫ばれはじめ，次第に減産していっ

た。山口炭田における戦後最盛時の昭和26(1951）年の炭鉱分布図を図－ 31ζ示す（当時は美祢

市は美祢郡に属していた）。

昭和34(1959）年には炭鉱合理化lζ伴う失業で「炭鉱離職者臨時措置法」が成立するなどした。

1967年には世界的には石油の供給が石炭を抜き，我が国では75~ぢが石油 lζ置き換えられた。そ

の頃，国内炭は 5,000万ト ンを下回り，全国で炭鉱数は 146炭鉱（最盛時の1952年には949炭鉱）

で，宇部炭回では 3炭鉱で採炭量は51万ト ンに急減した。昭和期の採炭量と全国生産量との比

率および海底炭鉱生産比率を表－ 31と示す。70年の歴史をもっ，宇部鉱業所は昭和43(1968) 

年10月間山し， ついに昭和45(1970）年には，小野田，宇都，厚狭郡地域の宇部炭田はすべて

閉山 した。乙の乙ろから石炭は重油に次第に切り替えられていった。中国地方の大口消費工場

における山口炭の消費状況は，1959年において製造工業部門では，肥料，ソーダ，化繊，紙 －

バルフ。，セメント，鉄鋼， 繊維，その他のJI買で合計147万 トン， 電力60万トンとなっているが，

1964年には肥料，化繊，ソーダ，セメント ，その他のJi頂で合計56万トン， 電力33万トンで， 電

力を除く と3分の 1程度に激減した。

(2）大嶺炭田

大嶺炭田の発見は， 明治10(1877）年と伝えられている。宇部炭田の地質時代は，新生代古

第三紀（約5000万年前）の地層に合まれる炭層で有煙炭であるが，大嶺炭田は中生代三畳紀（2.2

～1. 8億年前）の地層に合まれる無煙炭で，炭化が進んで無煙炭化している。

明治20(1887）年乙ろから，乙の地域に広く分布する石灰石の焼成lζ使用している。そして，

1894年乙ろには，乙の地域lζ産する銅鉱の精錬用の燃料lζ使用し始めた。その乙 ろの採炭量は

l千 トン／年といわれている。そして， 明治30(1897）年9月， 渋沢栄一，浅野総一郎，吉原

政造ほか4名の発起で桃ノ木， 荒川地区 （美祢市大嶺町）の鉱区を買収して採炭 し， 長門無煙

（株）を設立して稼行した。その当時の採炭量は 4千 トン／年であった。明治37(1904）年日露

戦争の開戦によって，海軍省はζの石炭が無煙燃料である ζ とに着目して軍艇の燃料用にする

ため， 長門無煙（株）を貿収 して， 荒川坑，桃ノ木坑のほか椀ヶ谷坑，草井川坑，桃ノ木坑上層

炭を北坑，南坑として開坑して拡張した。と乙で採掘された無煙炭は日本海海戦の連合艦隊の

燃料として使用され戦勝を得たという。そして明治38(1905）年には無煙炭輸送のため厚狭一

大嶺聞に鉄道を開通させた。翌年lとは海軍省直轄（練炭製造所採炭部） 海軍炭鉱として， 1, 000 

K Wの自家発電所をもち，坑内外の設備はすべて電化され当時としてはまれにみる近代的な炭

。日東京鉱山監督署編『日本鉱業誌J，東京鉱山監督署，明治44(1911）年，162頁。
(1司前掲『明治工業史（鉱業縞）』，851～853頁。
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鉱であった。その生産量は1907年 66,560トン， 1908年 98,441トンを生産した。明治42(1909) 

年には，美称、市から南部lζ厚狭地域（乙乙では津布田炭田として区別しない）に拡がる大嶺炭田に

は，大嶺，於福，西市，豊田前，津布団に14炭鉱が開坑して，採炭量 9.5万トン／年を産出し

た。そして，明治41(1908）年発電所を麦川（大嶺町） IC設け，桃ノ木，櫨ケ谷の炭鉱に電力を

供給し，揚水ポンプ，捲揚機械，運送架空式鉄索，坑内用「エンドレスロープ」に電力を利用

した。通気には桃ノ木坑では扇風機一台，揚水ポンプは桃ノ木，綴ケ谷ともKタービン式5台

を設備した。桃ノ木一麦川聞の運搬設備は架空索道（1.750m）を， ドイツ人技師リップ7 ンが

架設した。

大正 5 (1916）年には，日本窒素（株）が大嶺無煙炭鉱（株）を創立して大嶺炭田北部の恵平炭鉱

を買収して大嶺鉱業所を設置した。 1918年ICは採炭畳10万トン／年となり ，海軍練炭製造所採

炭部，大嶺無煙炭鉱をはじめ於福，大嶺，豊田前（美称市）Iζ12の炭鉱が稼行していた。

第 1次世界大戦を契機として， 海軍艦艇の燃料は重油となり，無煙炭の必要はなく，海軍炭

鉱は大蔵省l乙移管され，大正13(1924）年大日本人造肥料（株） （現 ・日産化学）山陽無煙炭鉱（株）

となった。大嶺無煙炭鉱（株）は，水洗選炭機，自家発電所を設置し，坑口～大嶺駅間 5kmは蒸

気機関車によ る石炭輸送を始めた。大正15(1925）年の，大嶺炭田の採炭量は17.5万トン／年

であった。

昭和期に入って，昭和 6 (1931）年 6月， 大嶺炭鉱（株）は山陽無煙炭鉱（株）に売り渡され，

1932年には山陽町 （厚狭郡）埴生lζ，埴生炭鉱が創業した。昭和10年代の大嶺炭田の主な炭鉱

は， 15炭鉱であった。

荒川地区（標山，有ノ木，長尾荒J11) 大嶺南部地区（滝口，第二荒川山陽無煙） 北部地

区（萩嶺，美祢無煙） 厚狭郡山陽地区（埴生，生田） その他，小炭鉱

大嶺炭田は大正期から昭和初期までの聞は多くの変遷をとげつつも採炭をつづけ，昭和10年

代には石炭鉱業の好況によって増産につとめた。昭和15(1940）年の採炭量は52万トン／年で

あった。 1943年 3月ICは日産化学山陽無煙（株）は日本鉱業（株）が買収し，翌年 5月日本鉱業山

陽無煙炭鉱（株）は字部興産（株）で賃収した。第 2次大戦後は，従来の炭鉱に加えて， 1947年 4

月大明炭鉱が宇部興産（株）の傍系として創業し， 1950年採炭量38万トンと減炭となったが，鉄

製炭車，ガソリン機関車の導入によって， 1951年59万トンに増産し，練炭， 豆炭lζ 使用され

た。朝鮮動乱を契機lζ活況となり，山陽無煙炭鉱を主力lζ， 「ドリルJ，「コールカッタ－Jな

ど電気さく孔機や，ダイナマイトを使用し， 1953年 8月には山陽無煙鉱業所は，石炭運搬にデ

ィーゼル機関車を採用，1954年には「チェンカ y ター」「ジャクハン 7 ー」などによる機械採

炭を進めていった。また字部興産は，大嶺無煙炭鉱，大嶺選炭を設立し，大明炭鉱の経営IC参

加し，1960年にはケーブノレベルトコンベアを設置 し， 翌年11月椀ケ谷無煙炭鉱設立し，空気選

08) 前掲『山口炭田三百年史』，63～64貰。
09) 前掲『山口炭田三百年史』， 62～65頁。
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炭機を設置し，つづいて水力採炭機，新鋭採炭機 「ホーベル」を導入などに努め，採炭量を112

万トンlとまで増産 した。 しかし，昭和45(1970）年11月山陽無煙鉱業所は閉山した。榎山炭鉱

も1972年 7月， 大明炭鉱も1977年 3月間山した。そして採掘から約100年，採炭量3,000万トン

と推定される大嶺炭田も殆ど閉山したが， 1979年11月露天堀炭鉱として復活した吉部鉱業美祢

炭鉱は， 1980年 9月から旧山陽無煙荒川l坑を10年ぶりに採炭し始めている。

3. 石炭から化学工業へ

“石炭はただ燃やすいだけでは能がない，成分を化学に利用し尽くしてとそ進歩がある” そ

して， “天与の限りある石炭から受ける恩恵を，決してとの地の もののみで独占してはいけな

い，ちょ うど太古の太陽熱を石炭に転化して人類の現在の生活を保持していると同様に，現在

の石炭の恩恵は，将来の工業lζ転化し，有限の石炭はたとえ消滅しても工業を残す乙とによ っ
ω 

て，子々孫々の生活を豊にするよう ICしなければならない”と，それは工都，宇部の父，渡辺

祐策（1864～1934）の生涯の信念であった。

字部炭田は，300年前の元禄時代にさかのぼると，閉山までに推定 1億3,000万トンが採掘さ

れたのである。そして， 宇都炭とともに掘り出された 「ボタ」によって，埋め立てられた海岸

には，今日，化学工業，セメント，肥料，機械など各種の工場群や製油所，火力発電所，石油

タンクが立ちならび，沖ノ｜」l，西沖ノ山地区に配j災地として 400万 トンの貯炭能力を持つコー

ルセンターが豪州炭，カナダ炭，米炭を積み上げている。宇部，小野田地域の工業の特色は，

かつての石炭鉱業と深くかかわっている乙とは他県にみられない特徴である。

(1) 明治期の工業

石炭の採掘，そ して運搬には，機械工業を要求し， 1897年 6月，宇都新川鉄工所が設立され

た。石炭の燃料としての利用にセメン 卜の製造が始まった。 1881年 5月，小野田セメン卜（株），

1923年9月，字部セメン卜製造（株）' 1933年 3月には徳山首逮（株）セメン ト工場，そして，1953

年10月， 東洋曹達工業（株）セメン卜工場が設立された。

硫酸の製造が化学工業への第 1歩であったが，乙のJ也の石炭は，硫黄または硫化鉱を船室内

で硝石を触媒としての硫酸製造の燃料として，また製塩業の盛んなζの地域で生産される食塩

は，ソーダ工業の原料として利用された。 ζの地は， 駿 ・ソーダ工業lζ 恵まれた条件にあっ

た。かようにして，わが国において，初期IC酸 ・ソーダ工業 (1889年）が，セメント工業 (1881

年）とともに小野田に始まった。石炭はセメン卜工業，酸 ・ソーダ工業に利用され，また石炭

を電気エネルギーに変換して電気事業がはじまったのである。

山口県下電気事業の発祥は明治29(1896）年 1月，下闘に馬関電灯（株）の発足が最初で， つ

側俵回明編 『宇部産業史』，渡辺翁記念文化協会，昭和28(1953）年，178～179頁。
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づいて，明治31(1898）年4月には火力発電所として山口電燈会社 （山口町），大正 4 (1915）年

8月萩火力発電所など，各地に火力 ・水力発電による電灯事業が始められた。 また工場用とし

ては小野田セメント（株）において明治32(1899）年4月から，炭鉱坑内では明治45(1912）年

3月，沖ノ山炭鉱iζ初めて照明用として電灯が設備された。明治30年前後には，石炭は火力発

電により電気エネルギーに転換使用され始めた。

(2) 大正期の工業

大正 2 (1913）年ベルギウス（独）は石炭の直接液化lζ成功した。石炭を空気のない状態、で，

350～1000°C K乾溜すると，揮発性の石炭ガス（水素，メタン），ねばりけのある液体のコール

タール（芳香族炭化水素，ピッチ）と，多孔質でかたいコークスに分かれる。石炭ガスは都市ガ

スとして，コールタールは18世紀以来，有機化学工業の原料として用いられた。乙の芳香族工

業は，石炭の乾溜工程からの製品によって石炭化学工業の代表的分野として成立したものであ

る。

山口県では，下関彦島に大正11(1922）年4月鈴木商店によりクロード式窒素工業（株）（現 ・

三井東圧彦島工業所）が設立され， 1924年12月，アンモニア合成に成功， 1925年 2月には硫安製
関

造を開始した。クロード窒素工業は石炭ガス化に苦労したが，そのガ．ス化の技術は原料の石炭

により微妙な相違があった。彦島では一部字部炭を使用したが，石炭ガス化による水素の発生

には大部分は粘結炭の三池炭を使用した。石炭ガ、ス化による水素の発生と高圧化学技術によっ

て 1,000気圧のもとでアンモニア合成に成功し，1925年 2月硫安製造を開始した。

(3) 昭和前期

昭和初期石炭Kよる新物質の生産が可能となり， 石炭化学工業化の道が拓かれるにいたっ

た。クロード式窒素工場は1924年12月から1960年 2月までアンモニアを， 1933年 7月から1960
ω 

年 2月までメタノール合成を， 1938年 2月から1953年 7月まで尿素合成を行った。乙乙lと明治

期の酸 ・アルカリ工業についで第二の近代化学工業が始まった。硫安はアンモニアと硫酸から

つくられ，アンモニア合成は一般には高品位粘結炭をコークスにして熱分解により発生する水

素と空中窒素の化合によって生成される。石炭は，各種の工業分野に利用されるにいたった。

1935年度における宇部炭の工業別需要状況を表－ 4K示す。

渡辺祐策は，年来の夢を実現するため，俵田明らの協力をえて昭和 5 (1930）年頃から，宇

部炭を使用して，硫安の製造を研究していた。そして， 昭和 8 (1933）年4月， 宇部窒素工業

（株） を設立した。宇部窒素工場では，字部の非粘結炭は乾溜してもコークス とならず，ばらば

削 日本化学会編『日本の化学百年史』，東京化学同人，昭和53(1978）年， 766～772頁。
問三井東圧化学（株）彦島工業所編『彦工六十年史』，三井東圧化学（株）彦島工業所， 昭和60(1985）年，
35～38頁。

闘前掲『彦工六十年史1 56～98頁。
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表－4 宇都炭の工業別需要状況 （単位トン）

構成比 用 途 Jll] 
工業別

% 発 電用｜化学工業用 ｜その他

重 工 業 6,595 0.5 6,595 

窯 業 145,073 11. 0 123, 972 21. 101 

石『ヨ予' 気 業 257, 174 19. 5 257. 174 

ガス ・コークス 5,275 0.4 5,275 

化学工業 844.057 64.0 640,955 131. 884 71. 218 

紡 。草1三ずl 60,666 4.6 

メ,5- 言十 1,348,840 100. 0 1. 022, 101 131. 884 164,855 

出典化学工業lζは人絹を含む。 『字部産業史』198～199頁による。 〔1935年度）

らのコークスの半成品のガス化により ，ファウザ一式によってアンモニア合成をし，そして硫

酸をつくり翌年7月硫安の合成に成功した。乙れは非粘結性の字部炭から生まれた硫安であっ

ード」。

その生産の実務の責任者俵田明は， 病床の渡辺祐策を見舞って最初に生産された白い硫安を

入れた試験管を見せた。渡辺は “喜びの涙を流 して感激した”という，そ して，その 5日後に
ω 

永眠した。乙れによって，字部炭を原料とする石炭化学工業が幕を聞くにいたったのである。

宇部窒素工業は石炭の低温乾溜方式によるアンモニアおよびタール製品を製造し， 昭和23

(1948）年 3月には， 硫安生産は， 単一工場では全国第二位をしめるにいたった。翌年第一位

となり，戦後業界の最高生産実績を記録した。1949年 5月には硫安製造過程で生成する一酸化

炭素からの蔭酸製造に着目， J彦酸製造工場を建設し，翌年 2月には月産25トンの諺酸を生産し

た。1956年 4月には， 原料のアンモニアと亜硫酸ガ、スから ヒドロキシンアミンをつくり，水素

と他社からフェノール，シクロヘキサ ノンを入手し，合成繊維ナイロンの原料，カプロラク タ

ムの工業化Eζの工程での廃液から多量の副生硫安を回収した。 宇部炭の低温乾溜同芳香

族系の物質を副生しないため，ベンゼン系の製品には進出できず， 1957年 3月字部窒素工場で

は硫安製造中のアンモニア製造工程からでる廃ガス中の炭酸ガ、スを活用してアンモニアを反応
閣

させ，硫安工場lζ併設して尿素を生産 した。

尿素の製造は， 昭和13(1938）年東洋高圧（株）彦島工場で工業化されていたが，当時は窒素
tzn 

肥料として無酸根の尿素が重要視されていたのである。

昭和14(1939）年 8月には字部藤幽K，字部炭を乾溜したタールlζ水素を添加して，石油を

生産する宇部油化工業（株）が設立された。戦時中，わが国の人造石油工場は 6社（大日本人造石

似） 俵田翁伝記編集委員会編『俵国明伝J，字部興産（株），昭和37(1962）年， 171～236頁。
闘 中安閑ー伝編集委員会編『中安閑ー伝』，宇都興産（株），昭和59(1984）年， 405～413頁。
凶前掲 『俵回明伝J.286～312頁。
間 前掲『彦工六十年史上 96～98頁。
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油（株），宇部油化工業（株），日産液体燃料（株）， 日本製鉄， 日本油化工業（株）， 帝国燃料興業（株））で，

宇部油化工業は低温乾溜による人造石油の製造にアンモニア合成設備を加え，硫安を併産する

方式として発足した。年間20万トンの石炭を原料として， 人造石油を年産4万キロリットル

（航空機用ガソリンと自動車用ガソリン， 2対 lの割合），硫安生産15万トンを目標とした。しかし，

人造石油の工業化は曲折を経ておくれ， 昭和18(1943）年末になって規模を大幅に縮小して工

場が竣工した。そして，第 2次世界大戦lζよって装置の心臓部に当たる高圧反応筒のアメリカ

からの輸入も不能となり，その後，資材不足でついに硫安計画を放棄し，人造石油のみの設備

となった。低温乾溜によって生成するタール溜分のうち，ソルベントナフサは燃料用として使

用され，その生産は1940年には1,624トンに及んだ。

人造石油の工業化は，総投資額は l億 4,000万円を超える大事業であった。人造石油の生産

は，戦局の悪化とともK，南方からの原油の導入が途絶え1944年10月には，国策会社の帝国燃

料興業側lζ吸収され，重要な使命をおびて，その第一事業所となった。字部窒素工業の低温乾

溜によって副生するタール系溜分のク レゾール樹脂は，クレゾールlζホルマリンを加え，さら
閣

にアルコールを反応させ，高性能の接着剤を開発した。乙の合成樹脂工場は1943年 8月，宇部

室索工場合成樹脂部として， 9月から宇部市藤曲に接着剤と積層板の加工設備が建設された。

しかし， 乙の合成樹脂部門は，1945年 7月の空襲によって壊滅したが，戦後1946年12月，明

和化成（株）の設立によって存続した。宇都窒素工場は，宇都油化工業による人造石油やクレゾ

ール樹脂の生産母体となったが，商品名「ウベノール」として自動車ガソリンも供給した。字

部炭を原料にして，硫安 .｛修酸 ・カプロラクタム ・尿素 ・ナフサ ・石油精製など，無機化学工

業 ・有機合成化学 ・高分子合成化学へと発展していった。

山口県下の石炭鉱業は，採炭コストが高く，かっ産炭量は枯渇の状態 lと近かった。昭和27

(1952）年には，日本石油精製（株），興E石油（株）など，米 UOP社からの石油の接触改良法の

技術導入が認可され，乙れを契機に製鋼用平炉や窯業用燃料は石炭にかわって石油になりはじ

め，石炭から石油への「エネルギー革命」が表面化していった。アンモニアの水素源として石

油のほか，石油化学の登場による廃ガス，コークス炉ガス，製鋼高炉の廃ガス，天然ガスなど

ガス原料が注目され始めた。そして，従来の石炭 ・コークスなどの原料はコストが高くなり，

競争力を失っていった。

硫安 ・尿素 ・カプロラクタム ・硝安など一連の製品の競争力を高めるためには，アンモニア

の価格を引下げるととが必要であった。そして，石炭から肥料工業の原料を逐次原油へと転換

させていった。石炭を基礎として発展していった石炭化学工業は次第に衰微して，昭和30年代
伺

から逐次石油lζ転換していった。そして石炭を原料として発展していった石炭化学工業は次第

に衰微して，昭和30年代後半から，山口県の化学工業も岩国 ・徳山地域における大石油コンビ

閥前掲『中安閑ー伝』，179～181頁。
側前掲『日本の化学百年史J.641～643頁。
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ナートに移行して行った。

昭和48(1973）年春には第一次オイルショックで，わが国においても石油危機をのりとえる

代替燃料として再び石炭見直しの時代となった。 山口県においても，宇部アンモニア工業（株）

は昭和58(1983）年 7月， アンモニア製造のガス源lζ石炭ガ、ス化プラントを完成し， 安価な輸

入炭（豪州、｜炭： ・カナダ炭）を使用して， 高圧下での部分酸化の技術，テキサコ法石炭ガ、ス化lζよ

って，アンモニア製造が順調に稼働している。技術面では固体原料を使用する昭和初期の技術

が再び役立ち，またコスト面でも有利に展開している。

4，む すび

18世紀の末どろから瀬戸内卜州の製塩業の燃料を供給した宇部炭田は，わが国における四大

炭田の一つであったが，その推定埋蔵量においては北海道31.8億トン，九州18.7億ト ン，常磐

4. 6億トンlζ対して，約 2億トンと推定されている。そして，大正15(1926）年までの実収炭量

は，北海道 4.4億トン，九州 4.6億トン，常磐 0.8億トンlζ対して， 字部炭田は約 0.5億トン
ω 

と見積もられている。字部炭田は， 300年前にさかのぼると閉山までに推定約 1.3億ト ン，大

嶺炭田は，約 100年聞に 0.3億トンと推定される。また，大嶺炭田の無煙炭は煉炭 ・豆炭lζ加

工され鍛船用・家庭用燃料などとして利用された。

幕末，各地の炭鉱は藩の管理 ・直営形式で経営されたが，維新後も旧藩以来の方法で藩物産

局のもとに石炭局を設置して管理し，その後石炭局は民聞に移された。 「日本坑法」公布と同

時に石炭局最後の主任などによる石炭会祉によって，地域内の借区権を掌握して， 一般民の採

掘できない事態となった。借区の買戻しにながく苦労し，それ以来，宇都の炭鉱経営などの諸

事業を字部の人々で独占するという，いわゆる「宇部モンロー主義」が発展した。その後，字

部共同義会つづいて匿名組合組織が借区権もっとととなった。とのような字部方式という独特

の方式によって，一般人の炭鉱経営が行われる ζ ととなった。

宇部炭田は炭層は薄く ，非粘結炭で炭質は悪く，明治20年代から始まった海底採掘は，明治

末年には採炭量の約50%が，大正末年lとは採炭量の93必が海底炭鉱となった。しかし昭和10年

代から海底炭鉱からの採炭量が次第に増えはじめ，60～70%を占めるようになった。出炭量は

全国出炭量に対して， 3～ 7%程度を占めていた。

海底から掘り 出されたボタによって海岸は逐次埋め立てられ，一大工場地帯となっていっ

た。そして石炭を原料として硫安をはじめ肥料，合成樹脂 ・合成繊維，その他有機原料製品，

人造石油などを生産した。かくして，昭和前半期には石炭鉱業からわが国における独自の特色

ある石炭化学工業地帯を生んだ。

側滝本誠一編 『日本産業資料大系（4）鉱業J，中外商業新報社，大正15(1926）年， 817～818頁。
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“The Mining Industry in the Yamaguchi Coal Field and 

the Developments of Related Chemical Industries" 

by 

Takeshi TOMISAKA 

(Science〔Jniversityof Tokyo, Yamagvchi College) 

The Ube coal field was one of Japan’s four great coal fields that also included the 

Chikuho, Ishikari and Joban coal fi巴lds. The output of the Ub巴 coalfield during the 

Meiji era was 2～5 % of all the coal production in Japan, and at the end of Meiji 

through to Taisho 3～5 %. and in the Showa era 5～7%. 

The Ube coal mine was an undersea one, which originated in the tw巴ntiesof the 

Meiji era. Coal mining was extend巴d up to 50～90 % in th巴 Taisisho巴ra from the 

end of the Meiji era, and up to 60～70 96 in the Showa era. 

The Ube coal field was founded about thr巴巴 handred years ago, and from the end 

of the eighteenth century the coal was used as fuel for salt manufacture, and after 

the Meiji巴raas fuel for steam engines, for generating electric power and for cement 

manufacture. The Omine smokelesscoal field was found巴dabout one handred years 

ago, it was mainly used as fu巴lfor vessels and dom巴sticfu巴l The Ub巴 coalmine, 

however, closed in 1970, and the omin巴 coalmine in 1977. 

Sukesaku Watanabe, respected as the father of Ube inderstrial city, believed that 

the coal chemical industries should be established using Ube coal. In the early Showa 

era his dreams came true ammonium and chemical manure, such as ammonium 

sulphate, were produced, up until the 1950’s. Many other chemical materials were 

produced, for 巴xample; urea and ammonium nitrate, oxalic acid, plastics, raw 

materials of chemical fiber, naphtha and oil etc .. 

After the 1950’s these industries were replaced by the oil ch巴micalindustries. 
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