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解説

本史料は，北海道立文書館所蔵農商務省北

海道事業管理局及び北海道庁炭蹟鉄道事務所

の『復命書』 （簿書番号ぬ10515）に編綴されて

いる 3点の北九州炭蹟の調査復命書のうちの

ひとつである。この史料の内容を紹介するに

あたり，最初にこの史料が作成された背景に

ついてみておこう。

周知のように，北海道においては，幕末以

来，開港場箱館に寄港する外国船への石炭補

給のために炭璃開発が茅沼で、なされ， 1879年

（明治12）末に幌内でも着手された。幌内で

の開発は， 1879年12月に大坑道掘撃を着手

し， 1882年（明治15〕に同坑道東西一番沿層

坑で採炭をはじめ，また滝ノ沢・本沢にでも

同年に沿層坑が聞かれた。そこに至る迄の聞

に導入された欧米技術は，お雇外国人の指導

もあったが，むしろ日本人技術者によ って担

われたものであった。お雇外国人の影響をみ

ると， 1879年に開拓使雇米人技師ゴージョー

* 1992年7月18日受理
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（翌年解雇）によって大坑道開削プランがた

てられた点，また上記滝ノ沢 ・本沢開坑の契

機が工部省雇英人ポッター（三池炭磁改良を担

当〉の意見にあった点などがみられるが， 実

際の炭磁開発は開拓使の技術官僚が担ってい

た。この間，開拓使技術官僚が他の炭蹟へ視

察した痕跡はいまのところ見あたらない。

このような経緯のなかで，幌内の技術官僚

が積極的に他の炭碩を視察し始めるのは， 18

83年以降である。上記『復命書』には， 83年

1月に三池 ・高島炭蹟を視察した工部省、三等

属徳見淳三郎の復命書，翌84年 3月に北九州

諸炭磁を視察した本史料，そして85年 5月農

商務省権少技長河野統雄の三池 ・高島炭噴視

察復命書が編擁されており，本史料はこれら

のなかで視察炭韻が最も多く，同時に詳細で

あり，また後に紹介するように調査頃目が多

岐にわたっている復命書である。

報告者山内徳三郎は， 1881年（明治14〕以

降幌内炭磁開発の責任者であり， 83年時点で

は農商務省北海道事業管理局炭蹟鉄道事務所

(1) なお，開拓使技術官僚が独自で，欧米の炭旗開発技術を導入したとは思われない。直接的には，ゴー
ジョ ーが茅沼炭綴改良事業で指導した技術のほかに，間接的には開拓使お雇米人ライマンの地質調査と
開拓使技術官僚養成や，榎本武揚 ・大鳥圭介などの旧幕臣の開拓使官僚の調査などによって蓄積された
と推定される。

(2) 幌内炭臣賞と鉄道は，開拓使廃止後， 1882年2月に工部省に所轄され，翌83年1月に農商務省北海道事
業管理局の所轄に変更されている。
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技術と文明

暁内出張所長である。それまでの官吏履歴

を判明する範囲で紹介すると， 1844年 （弘

化元） 3月16日京都で生ま れ， 1872年（明治

5) 3月に開拓使御用掛（翻訳方〉に任命され

たが，同年11月に免ぜられ，翌73年3月に再

び開拓使御用掛に任命され， 翌年まで開拓使

雇米人ライマンの翻訳方として北海道の地質

調査に従事し，75年5月御用掛を免ぜられた。

同年7月に内務省勧業寮雇となり，同年9月

に大島圭介の信越地方出張に随行し， 翌76年

3月勧業寮八等出仕 ・地質測量補助手取締に

任命され，同年4月ライマンに随行して北越

地方の石油地質測量調査に従事した。 77年1

月に廃官になり勧農寮雇となったが，同年2

月に工部省工部一等技手となり，工作局勤務

を命ぜられ，越後地方の石油調査に従事し

た。80年9月依頼免職となり，同月再度開拓

使の御用掛になり，同年10月煤団関採事務

係，翌81年12月に煤回開採事務係幌内出張所

長心得，82年3月に幌内出張所主任， 83年1

月に煤回井鉄道管理局幌内出張所長になり，

同年3月に上記職に任命されていた。

以上のように， 山内は開拓使雇米人ライマ

ンのもとで地質調査技術を修得し， 80年10月

以降幌内炭碩開発に従事してきた技術官僚で・

あり， 84年3月6日に「笑地景況視察ノ為福

岡佐賀長崎三県下各炭山へ」出張を命ぜられ

たのである。

山内は， 3月13日下闘を出発して同月29日

長崎を離れるまでの16日聞に，福岡県下の遠

賀郡香月村，鞍手郡直方村，穂波郡白尾村，

佐賀県下の東松浦郡 ・杵島及び多久郡の炭

蹟，そして官営の三池炭蹟と三菱会社の高島

炭蹟を巡回しあわせて長崎県の中の島炭醸

の聞き取り調査を行った。巡回目的は，主と

して幌内炭蹟開発のための参考材料収集にあ

ったようであり，当時近代技術導入の最先端

にあった三池 ・高島炭蹟を中心にみており，

9巻1号申告

それ以外の炭磁は巡回の行程上，中小の炭碩

は聞き取り調査程度で済ませ，実地視察はほ

とんど省略しているが3 その中で近代的技術

が導入されつつある炭砿は視察している。

各炭蹟での調査事項は統一されたものでは

ないが，ほぼ次のような関心でなされている。

①各炭磁の地理的 ・地質的条件，炭層の

状態，石炭の品質

②採炭 ・運炭等の諸施設一竪坑状態，坑

道 ・切羽状態，坑道内運炭方法，採炭

方法， 坑道外運炭方法， 排水方法，機

械等の動力源く蒸気機関 ・馬力 ・人

力〉

③採炭 ・運炭等の人的配置，その雇用形

態 ・賃金等

④生産量，製品の質，市場への輸送方

法，市場での価格と販路等

視察した主要な炭磁の状態は，別表に見る

ように，三池 ・高島で、は坑道内外に運炭のた

めの器械が導入されており，福岡県下中小炭

臓の一部でも同様な器械が採用されている

が，佐賀県下ではその動きがほとんどみられ

ず，器械導入炭臓は84年当時休山していた。

視察の中心地，三池炭磁七浦坑報告の一部

を紹介すると，第1竪坑は40馬力の捲揚機に

より 2炭車が昇降し，建設中の第2堅坑には

扇風器を設営し坑内空気の出口とする予定で

あるとし，坑外に設置の蒸気機関は11馬力の

「コルニシ汽缶」 2器と30馬力の「ランカシ

ト汽缶」 l器である。坑内採炭は「ポストエ

ンドスト ーノレ法」により行われ，11間方の炭

柱を残し，幅15尺の坑道には留木がなく， 50

カ所の切羽で採炭されている。採炭は先山が

鶴はしで行い，後山が石炭を円形竹龍に積み

炭車が運行する所まで天秤で運ぶ。炭車は自

転車で坑道を上下し（曳揚機設置予定〉，上記

竪坑をへて坑外に搬出され，斜道上自転車で

炭車は下り，その後馬で横須浜まで運送され

(3) 山内の履歴は，北海道総務部人事課所蔵記録による。
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山内徳三郎「福岡佐賀長崎三県下炭坑巡回報告努」（1) （青山 ・遠藤）

る。坑内外車道には鉄製の軌道が敷設されて

いる。炭車はその容積が19立方尺で，総数40

0台。使用の馬は55頭。坑夫は，採炭部に三

池監獄と長崎県 ・福岡県監獄の囚徒が配置さ

れ，先山に 2名配置される。後山人数は切羽

から車道までの距離によって決められてお

り，20間毎に増員し100閉までの距離を 5段

階とし， 81～100間の場合に 4名（原文のま

ま〉であると してい る。鶴はしは坑夫自弁

で， 1日の採炭量は約500トンであった。彼

らの賃金は炭車l台で、行われ，先述の後山配

置数5段階と対応して炭車価格も 5段階であ

り， 塊炭では4.41銭から6.09銭， 粉炭では

2. 1銭から3.29銭で，先山と後山の賃金比率

は2対1である。 このほかに坑道掘進などに請

負人を導入することもある。坑内車道の炭車

運搬は炭蹴雇用の持取夫（時給）が行い，炭

車の点検は坑口でなされ，坑外車道運搬は囚

徒が行い，馬車運搬は請負人が行っていた。

報告者山内は，この七浦坑に入って，次の

感想、を記している。 「坑道四通八達，恰モ黒

扉裡ニ歩スガ如ク，上下左右皆是炭壁ニシテ

ーノ留木ヲ見ス。且又頭ヲ縮メ胸ヲ併セテ歩

スルニ及ハス。直ニ快乎ニ歎ヲ免レス。幌内

炭山ノ如キ狭陸ナノレ坑内ニ在リシモノ，忽チ

此坑ニ入レハ恰モ掻屋ヲ出テ太閤ニ昇リシノ

感ナキ能ハザラン」。しかし，同時に次の 2点

も指摘している。第ltこは炭質が良好でない

こと，第 2vこは輸出の際の良港がないことで

ある。 また， 総勢約l,100名の囚徒の使役に

ついては，幌内炭蹴と比べて，参考とすべき

点は賃金と衣食費の際価な事以外はないと述

べている。これは，この地方の物価が安価な

事によるものであるとしている（この点は他の

北九州炭磁でも同様であることを記述している〕。

むしろ， 83年に大r~i坑で， 84年に七浦坑で囚

徒による暴動があり，経営に苦心している姿

に失望している。

三菱会社経営の高島 ・中の島炭蹴について

は，炭層のあり方などによって坑道経営が三
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池よりコスト高であること（例えば排水問題以

外にガス問題があること，坑木を配置しているこ

と〉，納屋制度によって採炭・運炭が行われ

ていること，三池と同様に運炭部分に機械化

がなされていること， などが報告されてい

る。だが，高島では切羽をあらたに展開する

状態ではなく，残された炭柱から採炭してお

り，この炭蹟の寿命が短いことを指摘してい

る。

また，筑前及び唐津 ・多久地方の中小炭磁

の営業状態では，前者について，その石炭は

唐津や多久地方より劣っているが，すでに紹

介したように 2, 3の炭碩で蒸気機関を設営

し， 機械化を計り経営が安定しつつあるこ と

を報告している。

唐津 ・多久地方については，海軍省予備炭

田下での下稼人が経営する炭蹟などを報告し

ている。これらの炭碩が北九州炭の中心的位

置にあったのであるが，機械化が進行してお

らず，より良質な炭田があると推定できるに

もかかわらず，地質調査を実施しないで，大

半の炭碩が薄い炭層をいわば狸掘り的に採炭

している実態を見聞し 「此地方ノ形状ニ就

テ痛惜ニ耐ザノレモノハ， 目前ノ利ニ浪々トシ

テ遂ニ永遠ノ富源ヲ失セシ如キモノアル」と

述べている。それとは対象的に，筑前の目尾

村や堂前の赤池地方の石炭が唐津炭よ り良質

で，高島炭に次ぐものであるとし「必ラス

後来盛大ニ至ノレノ期アルベシ」と記述してい

る。

また， 北九州諸炭磁の生産量が，関西 ・上

海等中国沿岸主要開港都市の需要を上回るも

のであることも報告している。

以上のように，この報告書は，松方デフレ

政策下での北九州地方主要炭砿における欧米

石炭開発技術導入と経営実態を報告したもの

である。と同時に，報告者山内は，幌内で出

炭されつつある石炭が，北九州炭碩の生産状

況のに｜コで，どのように進出していけるかを視

察した報告書で、もあり，日本石炭産業の成立
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表 1884年調査北九州主要炭繍概要

採炭層 竪坑等 採炭方法 坑道状態 切羽状態 蒸気機関 坑外運炭

福岡県 厚 2尺 竪坑 ピラ ーオーク法 坑道坑木無 切羽 4台 （8' 川船積込

香月村 8寸 坑幅 7尺長11尺 幅 7尺高4尺 幅 3尺 10, 15, 場迄27田I

炭繍 深125尺 長4200尺 25.馬力） 鉄路被線

権錫器械 軌道有 姥揚器械 （人力）

炭車620斤入 ポンプ

（長3.8幅2.9

深2.9吠）

福岡県 第 l番層 竪坑 ピラーオーク法 第 2番層坑道 第 2番層 3台（馬 川船積込

目尾村 厚 4尺 I元幅9尺長13尺 坑木無 切羽 力不明） 場迄 3田I

炭積 第 2番層 深175尺 幅6尺高6尺余 幅 6尺 権揚器械 車道炭車

厚 5尺 権揚器械 炭柱方 5間 炭主主 ポンプ6 運搬

軌道無 方 3問

炭車無

佐賀県 第 l番層 竪坑 坑道 革担粉炭区別 1台カ？ 川船積込

岸山村 厚 3尺 深120尺 幅 6尺高4尺 (8馬力） 場迄10町

炭日高 第 3番層 権揚器械 倦揚器械 車道木輪

厚 5尺 斜坑 ポンプ2 車道徹

780余尺

福岡県 厚 8尺 第 1是正坑 ポストエンド 坑道坑木無 切羽50ヵ所 3台 （11, 斜道一 自

三 池 坑直径14日尺 スト ール法 幅15尺 鶴町首 11, 30馬 転車道綴

七 j甫 深225尺 炭柱方11問 塊粉炭区別 カ） 鉄路

炭繍 権湯器械 軌道 2個の竹笹 権揚器械 十策須t兵迄

(40馬力・ 炭車700斤入 にで運搬 (40馬力） 一馬運搬

2炭車） （長3.3幅2.5 ポンプ 複線

第 2竪坑 深2.5~沢） 扇風機予

坑直径14q尺 自転車 ー疋
深200尺 曳揚器械設置

扇風機設置予定 予定

長崎県 第 2番層 第 2坑斜坑 ピラーオークI去 坑道坑木有 切羽若干 台数不明 斜道一自

高 島 厚 5尺 長2100尺 軌道 炭主主採炭 倦湯器械 転車速綴

炭 磁 第 4番層 第 l竪坑 炭車600斤入 鶴町町 ポンプ24

厚18尺 坑幅10尺長12尺 曳揚器械 塊粉炭区別 扇風機

深138尺 自転車 2 f函の番に

終揚器t戚 ．馬 で逮捕監

( 2炭車）
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山内徳三郎「福岡佐賀長崎三県下炭坑巡回報告書」（1)（青山・遠藤）

その他諸施設 納屋頭 ・坑夫・職員等 生産量 石炭価格等 主な生産費

大棟梁 l名職員数不明 日産15～ 原価 1万斤に付9.20 l万斤に付

棟梁10名 16万斤 円（輸送費込み） 坑内費（石炭買上 ・坑道掘進

坑失約120名 若松港価格ー 1万斤 修繕 ・棟梁給料等） 3.80円

（近傍村民） に付12～13円 採炭 1～2.3円／坑内運炭

前山 l名後山 I名 9.7銭／坑外運炭56.4銭

番方 2番（現在日中のみ） 坑外資（器械費・役員給料）

3.20円

運送費（若松港迄） 2.20円

棟梁 l名 日産12万斤 原価 l万斤に付6円 l万斤に付

坑夫人数不明 （輸送費込み） 採炭上等2円、中等 1円

前山後山各 1名 若松港価格一 1万斤 本道掘進 6尺付 1円

就業時6～18B寺 に付13円 坑外運炭費55銭

書記 1名 棟梁8銭

機械ポンプ等数名 運送費（若松港迄） 2.60円

下稼人 ・職員数不明 日産15万斤 l万斤に付

坑夫430～50名 （最盛期） 下稼人へ（土場渡）

（運搬夫込？） 塊炭13円、粉炭 3円

（村民） 本道掘進 6尺に付2.50円

番方 2番 下稼人から坑主へ

器械費 1月350円

運送貸（満島迄）1.3～1.4円

坑夫（弘l人）約1100名 日産約500トン 1万斤に付

前山 2名後山 1～4名 採炭ー魂炭63～87銭

番方2番 粉炭30～47銭

職員・職工等約1100名 坑内運炭 1時間当り0.7

坑外馬車運敏一請負 ～1. 72銭

囚人 1日当り衣食費8.5～6

主主

良民坑夫 1時間1.58銭以下

デウヒ一安全燈 納屋頭20名 日産850～ 原価 1トンに付3.392 1万斤に付

クラニ一安全燈 坑夫約2000名（大半渡り 900トン 円（境炭粉炭平均） 採炭塊炭2.464～3.584円

坑夫）番方 2番 粉炭1.632～2.176円

各種工場 職員・職工等約2000名

外国人 4名

鉱山師 ・機械師各 l名

向上助手各 1名
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過程解明に有益な材料を提供する ものと言え

るであろう。また，北九州各炭臓で用いられ

ていた切羽や先山・後山などの用語が，北海道

では使用されていないことを示唆する箇所も

あり，その点でも興味をそそる史料である。

本文は農商務省罫紙に書かれており，これ

は炭蹟事務所の控ないし写本である。本史料

前月六日福岡佐賀長崎三県下炭坑実際ノ景況

視察ノ命ヲ蒙リ，同月八日東京出発仕候。然

レトモ右三県下ノ炭坑ハ其数実ニ思多数。若シ

一々 之ヲ視察セントスレハ，時日 ヲ要スノレ久

シカ ラザルヲ得ス。然ノレニ小官ノ本務上永ク

他方ニ留ノレコト ヲ得ザルト，筑前弁ニ唐津多

久等ノ地方ニ於ケノレ無数ノ小炭坑及ヒ平戸今

福等ノ如キ地方ニ至テノ、緊切ノ関係齢ナカル

ベシト思惟セラ レ候ニ由リ ，筑前及ヒ唐津多

久地方ハ途次ノ便宜ニ任セ其一二ヲ訪問仕，

平戸今福等ハ出炭ノ高梢多キモ元ヨリ劣質不

良ノ石炭ナル由多ク世人ノ説ク所ナノレヲ以テ

全ク之ヲ不問ニ付、ン，単ニ筑後三池肥前高島

ノ両炭山ハ最モ規模壮大完備ノ炭山ニテ，特

ニ九州ニ於ケノレノミナラス本邦中一等ノ地位

ヲ占メ， 殊ニ三池炭山ノ如キハ我幌内ノ参考

ニ供スヘキ材料ニ富ムヘキノ地ト被存（展開，

可成詳細ノ調査ヲ加エ，同月廿八日 ニ於テ巡

回ヲ終リ，本月七日帰京仕候。依テ巡回取調

侠各地炭山ノ景況ハ之ヲ別冊報告書ト為シ，

謹而供電覧候。 但シ其間伝聞ニ属スルモノ亦

砂カ ラス。故ニ或ハ正鵠ヲ失セルモノ必ラス

シモ コレナキヲ保スル能ハス。請フ，閣下幸

ニ之ヲ明察セランコトヲ。此段謹而復命仕候

也。

明治十七年四月廿日

炭顕鉄道事務所幌内出張所長

権少技長山内徳三郎

北海道事業管理局長

農商務大書記官安田定則般

102 

9巻1号仰Z

解読にあたり，原則と して， 常用漢字を用

い，異字 ・俗字等は常用漢字以外のものは正

字に改めた。また，句読点は解読者が適宜付

与し解読者が必要と思われた点は〔〕内に

注記した。なお，本文中「堀進」などは「掘」

の誤用であるので，訂正した。

〔別冊〕

福岡佐賀長崎三県下炭坑巡回報告書

福岡佐賀長崎三県下ノ炭坑其数甚タ多シ。今

回実際ノ形況ヲ視察セノレモノ専ラ筑後国三池
カツキノ ー

肥前国高嶋ノ二坑ニ‘ンテ，其余筑前国香月直
カタシヤカノ ー

方自尾村ノ三坑肥前国唐津地方向多久地方等

ノ如キハ巡回ノ途次順路ノ便宜ニ任セ大体ヲ

見聞セシニ過キス。然レトモ，今其巡回ノ 順次

ニ由リ筑前炭坑ヨリ創メ，左ニ之ヲ述ベシ。

筑前炭坑

福岡県下筑前一国中炭坑亦多シ。左ニ掲ノレモ

ノハ其間唯一二ノ炭坑ニ止マレトモ， 其筑前

ニ属スルヲ以テ此称ヲ下セシノ ミ。
カフキ

O香月村炭坑

香月村ハ同国遠賀郡ニア リ。豊前小倉ヨリ長

崎ニ至ルノ街道石阪村ヨリ小流ニ沿ヒ右折シ

凡ソ十余町ノ川｜下ニアリ。其炭坑ハ帆足某ノ

所有ニシテ，之ヲ斯波第一炭坑ト称セリ（1j凡

足氏始メ斯波 ト称セ、ン趣〉。借区ハ「拾万坪。

炭坑ノ地位ハ村中少シク高キ所ニ就テ， 愛ニ

竪坑ヲ下セリ。長サ拾ー尺幅七尺深サ百弐拾

五尺ニシテ，第二層ニ達セノレモノ ナリ。

炭層二アリ。第一層ヲ「エザリ」ト呼ヒ，厚

サ七寸。其下ニ五寸ノ中石ヲ隔テ第二層ア

リ。 「大ネト」ト称ス。厚サ弐尺八寸。 則チ

採炭ヲナスモノトス。其傾斜凡五度，西北ノ

方向ニテ盤状層ノ側面タリ。坑道ノ長延ハ前

後各弐千百尺幅七尺高サ四尺許。 「ピラーオ
キリハ

ーグ」法ヲ用牛， 炭柱ヲ留メ ，切羽〈採炭ノ

場所ヲ云フ〉ヲ設ク。幅員三尺ニシテ，目下

最モ進ミタノレモノ四百弐拾尺許。使役坑夫ノ
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数ハ「百弐拾余名。皆近傍ノ土民ナリ。其坑

夫番方ハ二方ニ分チタルモ，現今ハ昼間ノ 一

方ニノミ止メタル由。一ヶ月間十五日ト尽
サキ アト

日トノ二臼ヲ休暇ト定メ ，若シ前山後山 （此

等坑夫ノ方言ハ三池炭坑ノ部ニ注釈セリ〉両

名ニテ一切羽ヨリート方ニ六千斤ヲ採出スレ

へ奨励ノ為メ 買上定価ノ外ニ手巾乃至白布

若干尺ヲ賞与スノレノ法ヲ設ケ， 目下日々ノ出

炭高ハ「卜五六万斤ナリト云フ。

坑外ニ蒸気汽缶四アリ。八馬力拾馬力拾五馬

力廿五馬力ナリト。捲揚器械ヲ装置、ン，粗製
ケージ

ノ鉄龍ヲ付シテ炭車弁ニ坑夫等昇降ノ用ニ供

、ン，兼テ P~p筒ヲ用ヰ排水ニ備フル等，三池高

島両炭坑ト其方法ヲ均シクス。唯大小完不完

ノ差アノレノミ。捲揚綱ハ広島産ノ麻ヲ以テ製
インチ

セルモノヲ用ユ。直径凡二吋，月ニ両回新旧

交換スト云フ。

坑夫等ノ取締ニノ＼棟梁ト称スルモノ坑外弁

ニ坑内ニ各五名アリ。外ニ大棟梁ー名ヲ置

ク。此ハ其実坑主ノ兼ル所ニシテ，十名ノ棟

梁ナルモノ専ラ坑事ヲ統へ坑夫等ヲ指揮ス。

又其理財法タノレ，始ヨリ石炭壱万斤ヲ金七円

ト定メ，之ヲ坑内費三円八拾銭坑外費三円弐

拾銭ニ分チ，煤炭ノ買上坑道ノ掘進修繕棟梁

ノ給料等ハ此坑内費ヲ以テ弁セシメ ，器械費

井ニ役員ノ給料等ハ又此坑外費ヲ以テ支弁ス

ノレモノトセリ。但シ， 坑夫 ヨリノ買上直段

ハ，本道即チiJVL鉄ヲ布設セノレ車道ト切羽トノ

距離ニヨリ壱荷百斤入ニテ壱銭ヨリ弐銭三厘

（本道迄ノ運搬賃ヲ込ム〉ナリト。其坑内所

用ノ器具需用品等ハ一切坑夫ノ自弁トス。又

本道壱車（六百廿斤入 ト云フ，長サ三拾八吋

深サ二十吋巾二拾九吋ナリ〉ノ運賃ハ平均六

厘許ナノレヨシ。 O坑口ヨリ 川船積込場マテハ

距離廿七町アリテ，二条ノ鉄路ヲ布設セリ。

更ニ勾配ヲ付セス。往返共ニ人力ヲ用ユ。壱

車ノ運賃三銭五厘。壱人一日平均五往返。即

チ五車ヲ運搬スノレヲ常 トスト云へリ。
／小倉ノ西北凡一星

船積場ヨ リ同郡木城湾若松港民，現今博多へ／
浜街道ニシテ，曾テ団炭製造所ヲ1
設ケタノレ有名ノ港脚ナリト悶ケリ）迄ノ運搬賃ノ＼
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壱万斤ニ付弐円二十銭ナリ ト云フ。 市シテ若

松港現時ノ炭価ノ、壱万斤概ネ拾二三円ナリ

ト。今若シ七円ト弐円二十銭ヲ合スレハ「九

円二十銭，之ヲ拾二円ヨリ控除スレハ壱万斤

ニ付弐円八拾銭ノ残金アノレベ、ン。之ヲ以テ，

軌道炭車ノ修繕事務所ノ諸費井ニ器械等一切

ノ元資償却ニi"'iいキモノトス。然ノレニ，事

務所員ノ云フ所ニヨレハ，近来炭価ノ下落ニ

ヨリ頗ノレ閤難ヲ感セリト。惟フニ，炭価下落

スノレモ亦坑夫等ノ賃銭モ白米壱升金五銭ナノレ

ニ起因シ，大ニ減少セシ実アレへ差引不利

ナラザノレベシ。唯其採出炭ノ不捌ナノレノ＼坑

業ヲ昼間ノミニ止メタノレヲ以テモ証スベキノ

、。

此坑ヲ距ノレ弐里許，黒未 トII昌ノレ地ニー炭坑ア

リ。 支那人其資金ヲ弁シ，梢盛大ニ赴ケリト

云フ。又近傍ニ無数ノ炭坑アリト雌トモ，大
マプ

概村民三三名協力シテ開ク所ノ小坑ナレペ

見ルニ足ルモノニアラスト云へリ。
ナオガタ

O直方村炭坑

直方村野訂う主主二ナハ長崎街道ニ・ンテ，鞍

手郡ニアリ。香月村ヨリ西南凡弐里許。村中

字「切抜ト JI昌ル地ニ斯波第二炭坑ヲ設グ。坑

主ハ香月村ニ於ケルモノ ト同一ナリ。 コノ地

ノ借区ノ、八万坪ニシテ， 目下竪坑着手中ニ係

ノレ。其坑ノ大サハ幅八尺長サ拾五尺深サ七姶

五尺ニ及ベリ。尚六十五尺ヲ進七合計百四

拾尺ニシテ竣功ノ回途ナリト。又ソノ 目的ト

セル炭層ノ勺第一層五尺第二層三尺（第一二

層ノ間ハ凡四十尺〉ノ由。此ハ近傍ノ小炭坑

等ニ由リ推測セシモノ ナリト云フ。 0坑外蒸

気器械壱台ヲ設置シ，又凡二filJ許街道ヲ隔タ

ル林中ニー斜坑ヲ穿テリ。鉄管ト竹管 トヲ以

テ蒸気ヲ引キ， 11~11筒ノ用ニ供ス。此ハ後来，

風坑ト坑夫出入ノ門トニ供スベキノ見込ナリ

ト云ヘリ。

此地ハ直ニ飯塚川ニ臨ミ，運搬ノ使頗／レ良ナ

リ。其川路ハ香月村ヨリモ遠キヲ加フト雌

モ，廿七町ノ車道ヲ要セス。且果而其言ノ如

ク五尺ト三尺ノ炭層ヲ得ルモノトセノ＼他日
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坑業ノ便益アノレ香月炭坑ニ勝ノレベキハ又論ヲ

挨タス。然レトモ，坑事尚落成セサレハ，此

他ニ報スベキノ要件ナシ。
シヤカノオ

O目尾村炭坑

目尾村勃J~J ~fil喜；＿~~サクモ亦タ長崎街
道ノ 一村落ニシテ，穂波郡ニ属、ン，直方村ノ

南三里ニアリ。 村中飯塚川ニ接ジタル字山ノ

谷ト唱ル地ニ炭坑ヲ開ケリ。長崎人杉山某ヲ

坑主トス。其竪坑ハ十三年ニ着手セシト云。

巾九尺長サ拾三尺深サ百七拾五尺ニシテ，第

二番五尺層ニ達ス。坑口ヨリ百三十尺ノ所ニ

第一番四尺層アリテ，従前専ラ採炭セシモノ

ナレトモ，炭質良ナラザルニヨリ近年第二番

層ニ着手セリト。蓋シ当初開坑ノ主限ハ此五

尺層ニアリタレトモ，業ヲ起セル中路資金ニ

欠乏ヲ生セシニヨリ ，不得止四尺層ヲ関取セ

シニ，時恰モ炭価ノ騰貴ニ際シ大ニ資金ヲ加

エタルヲ以テ，遂ニ業ヲ進メテ五尺層ニ及ボ

シ，始ノ目的ヲ達スノレヲ得タリト云。其上部

ヨリノ石層ヲ調査セノレモノヲ見ノレニ，炭層合

計拾壱層アルコト左ノ如、ン。

第一七ヘダ三尺 中石セウ ド三尺

第二タドン三尺 中石三尺

第三 カンカン五尺 中石二尺

第四一番四尺層 中石六尺

第五 クサ石 中石八尺

第六 ドマグサ壱尺六寸中石四尺

第七三枚壱尺六寸 中石壱尺

第八中メ三尺 中石三尺

第九上亀壱尺六寸 中石二尺

第拾下亀壱尺六寸 中石四尺

第拾壱二番五尺層

傾斜ハ平均拾八度許， 北六十七度半西ノ方向

ニシテ盤状層ノ側面ナリ。第二番層ハ縮緬五

尺ト唱フ，組織ノ相類セルニヨノレナラン。良

煤ニシテ香月炭ニ優ル数等ナリ。

第一番層ヨリハ既ニ八百万斤余採出セル由。

其本道ノ長延千弐百尺，下リノ最モ遠キハ

「千弐百尺，上リノ最モ長キハ「百五十尺（上

リハ旧坑ト河水 トノ関係ニヨリ高ク進ムコト
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能ハサ事ル由〉ニ及ベリト云フ。第二番五尺層

ニ入リテ捻スルニ，坑内本道ハ幅六尺高サ六

尺余，方五間〈三十尺〉ノ炭柱ヲ留メ ，切羽

ヲ進ム。切羽ノ、方三間ノ炭柱ヲ留メ，幅六尺

ニ掘進セノレモノニシテ， 「ピラ ーオーク」ニ

由ノレ。着手後未タ久シカラザレハ区域広カラ

ス。且車道ノ設ケナシ。 O坑夫使役法ハ棟梁

一名ヲ置キ，都市坑事ヲ委ネ， 其採炭ハ坑内

ニテ壱万斤上等弐円中等壱円ト定テ之ヲ買上

ケ，本道掘進ミノミ別ニ掘込六尺ニ付金壱円

ヲ給スノレノ外，下水井ニ 「ドヂ」掘取等一切

坑夫ノ負担ト定メ，其棟梁ニハ出炭高壱万斤

ニ付金八銭宛ヲ給シ，以テ之ガ手当トナシ，

坑夫ヲ統ベシムルノ方法ナリト云フ。目下日

々ノ出炭高ハ「拾弐万斤ニシテ，朝六時ヨリ

業ヲ執リタ六時ニ終ラシム。 0此炭層ニハ三

池高島ニ於ケルガ如ク「トヂ」ト唱ルモノア

リ。本道ハ必ラス之ヲ掘除カシムノレモ，切羽

ノ如キハ避ケテ坑道ヲ迂曲セシムノレヲ常ト

ス。甚タ坑業ニ有害ノモノナリト云へリ。 O
上磐極テ竪良，又留木ヲ要セス。且坑内瓦斯

等ノ恐レ更ニナキヲ以テ，坑夫ノ灯火皆石油

ヲ使用セリ。実ニ便宜ノ良坑トス。 0坑夫一

日ノ稼高ハ前後山両人ニテ平均三千斤ヲ得ベ

シト云。

煤炭ノ坑外ニ達スルヤ，之ヲ炭車ニ積入レ，

川端迄三町許ノ車道ヲ運送シ，一旦船積場ニ

卸シ，再ヒ之ヲ船積セ、ンム。 此坑外費用ハ壱

万斤ニ付船積迄金五拾五銭ヲ要スト云フ。

坑上櫓ノ高三拾三尺，車ノ径五呪十吋。又捲

揚器械「ドロム」ノ径五択十吋長サ六択六

吋。銅製捲揚綱ヲ用ヰ粗製ノ鉄龍ヲ以テ昇降

セシム。蒸汽気缶三個ヲ備エ，坑内四尺層ノ

所ニ弐個，五尺層ノ所ニ四座ノ削筒ヲ据付ケ

タリ。 O坑主杉山某ハ元器械士ノ由ニテ，自

ラ器械ヲ司リ，兼テ坑内ノ測量採炭ノ方法ヲ

指揮シ，会計運輸販売ノ諸務ヲモ親掌シ，僅

カニ書記壱名ト器械胸筒等ニ数名ノ人ヲ役ス

ルノミナリ。甚タ簡易ノ炭坑ト云フベシ。同

氏ノ言ニ，煤炭壱万斤ヲ若松港ニ運送スル
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ニ， 其賃銭弐円六十銭ナレへ諸雑費（器械

費ヲ除キ〉ヲ合セ都而若松港ニ於ケノレ壱万斤

ノ原費ノ、金六円ニ超エス。故ニ目下炭価下落

シテ壱万斤拾三円ナレトモ，差引金七円ヲ余

スヲ 以テ，器械諸費ヲ償ヒ，尚若干ノ益金ア

リ。唯近来不捌ナノレヨリ巨多ノ益ヲ見ノレ能ノ、

ザノレモ， 更ニ困難ヲ感セ守ザノレナリト云ヘリ。

現ニ同坑組織ノ簡易ナノレト，同氏ノ鋭敏ナル

トヲ以テ推測スレノ＼其言強チ矯飾ニプラザ

ルモノ、加シ。同氏其始メ 凡三四千円ノ 資本

ニテ事ヲ起シ，一時大ニ困難セシモ，今日ハ

全ク其資金丈ハ之ヲ取戻シタレハ，此坑所属

ノ諸器械ハ業ニ既ニ純益ト看ノレベキモノナリ

ト云フ。且其炭質ハ良好ニシテ，坑内ハ「ト

ヂ」ト水ト ノ外ニハ冗費ヲ要スノレモノナケレ

，数年ナラザルニ同氏ヲシテ巨財ヲ握ラ シ

メンコト，深ク疑ヲ容ルベキナキニ似タリ。

0 
筑前中前二坑ノ外各所ノ 小坑モ多数ナレへ

日々ノ採出高又以テ巨額ニ至ノレベシ。市シテ

其運輸ノ、概ネ飯塚川ニ籍ラザノレノ、ナク，沿岸

一路船積場ヲ設ケ，石炭ヲ貯フル所其数幾個
直方村ヨリー

ナルヲ知ラス。且此河流木屋瀬駅塁小倉ノ方エ

品工7ノ南ニ於テ分岐シ， 豊前ニ入レリ。 之

ヲ赤池JIIト唱ル由。則チ同国赤池地方ノ 産炭

モ亦之ヲ下リテ，共ニ若松港ニ輯湊ス。故ニ

日々同港ニ会スノレ所ノ船数ハ概ネ三四百般ニ

下ラスト云へリ。今仮ニ此壱般ノ 容量ヲ五千

斤， 一日ノ船数ヲ三百五十般ト算センニ， 合

計百七拾五万斤則チ「千噸余ナノレベ、ン。但シ

香月炭ハ其：質良ナラス。其他河畔所々 ノ船積

場ニ在ノレ所ノモノモ，亦彼ト伯仲ノ間ニアレ

トモ，目尾村ノ縮緬五尺ハ唐津炭ニ優リタ

リ。曾テ若松港団炭製造所ノ器械師仏人エゴ

イ氏カ該炭ヲ分析セシ由ノ表ヲ見ルニ，

揮発分三六、 炭五八、五灰五、五ニシ

テ，枯煤ノ、「百ニ付六回、ノ割合ナリト。

且云グ。此炭ハ豊筑中最モ灰分ノ少キモ

ノ，然モ油分ハーノ谷君事民ョリ少シ云々

トアリ 。其記載簡易ニ過タレトモ，其質ノ：不

良ナラザノレヲ知ノレベク，又彼赤池炭ノ、此近ニ

テノ 最上炭ナリトノ評アレヘ此二品ハ唐津

ノ上高島ノ下ニ立ツコトヲ得ベク，必ラス後

来盛大ニ至ノレノ期アノレベシ。

唐津炭坑

世ニ唐津炭坑ト称スルモノへ佐賀県下肥前

国東松浦郡ノ各村ヨ リ採出スノレ石炭ノ総称ニ

シテ，此名アル所以ノ モノへ 各地ノ産炭

皆松浦川ヲ下リテ唐津河口許停？ニニ湊合

シ，愛ヨリ本船ニ積入レ各地ニ輸出スノレニ由

レノレナルベシ。 市シテ唐津炭ト総称スルモノ

へ概スルニ「壱枚モノ」二枚モノ 」三枚モ

ノ」 、三種 ト岸山村炭トノ四種ナノレモノ 、如

、ン。然モ其壱枚モノハ多ク不良至蒋ナノレヲ以

テ掘採スノレモノ少ク，二枚三枚モノ、二種最

モ多数ナリト云フ。

唐津ノ 旧城跡ニ対スノレ東岸ノ 地ヲ満島 ト呼

フ。船舶ノ幅濠スノレ所ナリ。但シ此松浦河口

ハ遠浅ニ、ンテ大船ノ、入ノレコ トヲ得ス。唯々沖

合ナノレ島興ノ間ニ碇泊シ貯ー船ニ由テ船積ヲナ

スノ外ナケレハ，風波アレハ荷積ノ便宜ヲ失

シ，徒ニ滞泊セザノレヲ得ス ト云フ。O旧域内

J 11ニ臨メ ル所ニ唐津海軍石炭用所守Ttii要所
アリテ，同省用ノ石炭ハ皆愛ニ貯蔵セリ。蓋

シ東松浦杵島両郡ノ産炭地方ハ概ネ用所ノ予

備地ニシテ， 其間従来借区ノ許可ヲ得タル私

坑亦散在セリ。然レトモ開採日久ケレハ，坑

内ニ入リテ厳ニ之ヲ測量セハ，恐ラ クイ昔区外

ニ及ベノレモノ 、ミナラントノ評アリ 。今用所

ノ予備地ニ属スル村名坑数井ニ昨年ノ採炭高

ヲ聴ク ニ，大略左表ノ 如、ン。
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〔表は次頁に:tl¥11¥¥X;〕

則チ総計五千五百六十九万三千六百八拾斤

〈三万三千四百噸余〉 ナリ。而シテ用所ハ更

ニ坑業ニ直接ノ関係ナク，何人ニテモ予備地

内ニ就テ坑ヲ開キ，採炭井ニ産炭買上ヲ願出

ノレモノ アノレ時ハ，之ヲ下稼人ト シテ許可シ，

兼テ松浦河畔ニ設ケタノレ四ケ所ノ土場〈船積

場ヲ云フ〉 ニ其採炭ヲ運出セシメ，役員捻査

シテ之ヲ最上等上等下等ノ三種ニ区分シ，最
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郡 名 村 名 坑現数業 廃坑数 所産炭最上等斤数 向上上等向上 向上下等向上

東松 浦 相 主日 三七 四三 一，五三四、七五O 一，一一四，二九五 九．八八五，五八六

本 山 一五 二，八四｝L，八九O 一，四三二，三O六 五，七九五，O四O

岩 屋 ノ、 四 二，一二一，七七O 一，四一一，ニニO 五，三一O，三六O
j皮 口 四九0,000 四七一，八六O 四，二O九，000

平山上 五二 四，二二四，七七O 一，九六八，五O五 四，二二五，四八O

平 山下 五 二，九四八，0四八 九六一，二九O 三，一六O，七八O

佐 里 }L 五八、000 九九，八九O 一町四一九．七三O

岸 LU 一七

久 保 二0

杵 島 大 山奇

〔ママ〕

合計二君fl 十 ヶ 村 一一 -0三 一四．二二七，二二八 七，四六0，四七六 三四，00五．九七六

上等ト上等ト ハ用所用ト シテ船積セシメ， 下

等〈剥ネ炭ト唱フ〉ハ其下稼人ニ限キリ之ヲ

授ケ，彼等ニ於テ他へ売払タノレ後，収入金高

百分ノ八ヲ用所ニ納メシメ〈坑業税ニ均シ〉，

土場井ニ掘採ノ際ニ生シタノレ粉炭へ下稼

人ノ所得トナサシムルノ方法ナリト云フ。

土場ニテ船積ノ容赦ハ弐割（百斤ニ付廿斤〉

ヲ見込マシメ，其憧用所へ廻送ス。右弐割ノ

内五分（百斤ニ付五斤〉ハ用所ノ所得トシ

（貯蔵欠滅ノ見込〉，一割五分（百斤ニ付十

五斤〉ハ各所廻炭雇船揚卸ノ欠滅ト見倣セ

リ。若シ廻送先ニ於テ陸揚ケニ剰余アレヘ

其船主ノ所得トスト云フ。

炭価ハ一年両国（六月十二月〉ニ定メ，其間

ノ高低ハ顧ミスト云フ。試ニ其最上等上等下

等ト称スノレモノヲ見ノレニ，均シク同一層ノ炭

ナレハ別ニ差異ナキモ，凡六七寸以上ノ塊炭

ヲ最上等，其以下ヲ上等トシ，下等ト称スル

モノハ二三寸以下磐付（上下磐石ノ付着セノレ

モノ最上等ニモ往々之ヲ見ノレ〉等ノ塊炭ニ外

ナラズ。而シテ目今ノ炭価ノ＼用所受取ニテ

最上等壱万斤弐拾三円五拾九銭九厘，上等同

弐拾壱円五十四銭七厘。又川下ケ賃ハ，土場

ノ遠近ニ由リ壱円四拾五銭ヨリ七拾五銭迄ノ

差アリトス。然モ之ヲj筒島港ノ炭価上等一万

斤拾八円五拾銭以下拾円迄ノ格ニ比スレハ，

最上等ハ凡五円余，上等ニテモ尚三円余ノ差

アリトス。惟フニ此下稼人ナノレモノハ最上ノ
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常得意ヲ有シ，頗／レ便宜ナルモノナリ。故ニ

却テ坑事ニ十分ノ資金ヲ投、ンテ永遠ノ策ヲ言葉

センヨリハ，寧口目前ノ利ニ馳ラザルヲ得ザ

ノレノ勧奨ヲ与ノレガ如キ傾向アノレヲ以テ，彼等

唯表面簡易ノ部分ノミヲ縦横ニ穿掘シ去リ，

産炭地ハ恰モ蜂巣状ヲナシ，遂ニ地下富源

ノ大部分ハ又之ヲ採出スルノ道ナカラシム

ベシ。誠二一国ノ経済上歎惜ニ耐ザノレ所ナ

リ。

用所ノ官吏ハ所長奏任壱名所員判任三名雇十

四名ニシテ，其組織ハ営業費ナリト。然モ本

省ヨリ一ヶ年所用ノ炭量若干万斤ノ注文ヲ受

ケ，之ニ由テ買入ヲナスト云へハ，他ノ営業

場トハ大ニ異ナノレ所アノレヘシ。其本年度ノ買

入定額ハ壱千八百万斤〈壱万O八百噸許〉ニ

テ，現在貯蓄炭二百五十万斤許，既ニ各地送

遺済壱千二百五十万斤余，向後買入ヲナスベ

キ残額ハ僅ニ三百万斤弱ナリト云フ。 0用所

ニ於ケノレノ雑費ヲ開ク ニ， 船便ノ都合ニヨリ

其買入炭ハ之ヲ一旦倉庫ニ陸上セザルヲ得

ス。市シテ倉庫ノ位置ニヨリ賃額ニ差等ア

リ。之ヲ四別ス。其平均壱万斤ノ陸上ヶ庫入

費金七拾壱銭二五。又風帆船へ庫出井ニ貯賃

モ同シク四等アリテ，平均壱万斤壱円六十七

銭五厘ナリト云へノ＼唐津港船積ニテ最上炭

壱万斤ノ価格ノ、金廿五円九拾八銭六厘余ナル

ヘク，之ヲ東京ニ回漕スレハ其運賃少クモ拾

八円以上ナランカ。然、ラハ品川港ニテノ価格
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ハ金四拾三円九拾八銭六厘余（用所ノ経費ハ

暫ラク算外トナスモ〉三至ノレベシ。若シ之ヲ

幌内炭ニ比センニ，同炭手宮ノ価格ハ壱噸金

五円，東京へノ運賃壱噸金弐円〈三菱汽船会

社申込賃額〉，之ニ桟橋積込費等トシテ五拾

銭ヲ加算スノレモ壱噸金七円五十銭， 此六噸

（即チ一万斤〉ノ品JIIニ於ケノレ価格ノ、金四拾

五円ナノレベ、ン。而シテ幌内炭ト唐津炭トノ従

来ノ試験比例ニヨリ極テ安全ノ算ヲ以テ一割

ノ差トセンモ，彼ハ四拾八円三拾八銭四厘

〈壱万壱千斤ノ価格〉ニシテ三円以上ノ差ア

リ。加ルニ艦内炭庫ノ容量上ニモ一割ノ 差ア

リトセハ，弐百噸ヲ入ノレベキ炭庫ハ二百二拾

噸ヲ貯へ得ノレニ均シカノレベケレハ，東京以北

ニ於ケル海軍所用ノ炭へ之ヲ幌内ニ仰クノ

得策タノレ経済上ノ一理ニ於テモ亦明カナリト

云フベキナリ。

用所ノ刻ネ炭即チ下等炭弁ニ近傍私有ノ炭坑

ヨリ満島ニ幅湊スノレ所ノ炭量亦砂カラス。従

来社ヲ組ミ其売捌ヲナセルモノ公平社，合併

社，炭山組等ア リ。近時又開産社ナノレモノ起

リ，内地各所及ヒ海外輸出ヲ謀リ， 一倒ー起

相続テ業ヲ営メノレ由。 凡此松浦JI!ヲ下ル所ノ

炭量ハ，一ヶ月一千三百万斤ニ及フベシト云

フ。此内ヨリ用所ノ分ヲ除クモ一ヶ月壱千万

斤内外ノ出炭ナノレベ、ン。其相場ノ如キハ前既

ニ之ヲ述タルカ如シ。而シテ自今開産社ヨリ

東京印刷局ト約定ヲナセノレ価格ノ＼同局届ケ

最上等壱万斤四拾五円四十銭ニテ，一ヶ月ノ

需用高百廿万斤ナリト云ヘ リ。然ノレニ 目下東

京唐津炭ノ相場ノ、壱万斤三拾四円許ナリト聞

ケハ，此言容易ニ信シ期Lキガ如ツト雌モ， j筒

島ニ於テ上等炭既ニ十八円五十銭ナリ，之ニ

東京迄ノ運賃ヲ拾八円トシ，鮮弁ニ爾余ノ諸

費ヲ合算セハ，東京ニ於ケル上等炭ノ価格ハ

少クモ三拾八九円ニ至ルベク，決シテ当今ノ

相場ニテ売却シ得ベキニプラス。其之レアノレ

モノハ，或ノ、殊更ニ捨売ヲナスモノカ，不然

ノ、下等炭ナノレベ、ン。

前表ニ掲シ相知村以下ノ炭坑ノ＼所謂小坑ニ
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シテ，壱枚弐枚及ヒ三枚モノヲ掘採スルモ

ノ、ミ。其層ノ最モ厚キ尚二尺ニ過キス。薄

キハ六七寸ナリ。故ニ坑内ハ筒筒セザレハ進

ムコト能ハザルモノ多、ン。其排水法ハ水坑ヲ

穿チ之ヲ導クモノアリ。若シ地下ニ入ルコ ト

梢深ク，此方法ヲ行ヒ得ザノレモノハ，粗造ナ

ノレ竹製昨日筒ヲ設置シ，人力ニヨリ排水スノレア

リ。灯火ハ普通ノ灯葦皿ニ灯心種油ヲ用ルヲ

常トス。故ニ到底深ク進ミ遠ク穿ツコト能ハ

ス。大気ノ流通ヲ失フカ排水ニ困シメハ此ヲ

捨テ他ニ就クノ 外ナキナリ。依之此地方ニテ

ハ特ニ掲出スヘキ程ノ炭坑ヲ見ス。日住斧山村

ニ在ノレー坑ニ就テ其概況ヲ掲クベシ。

0岸山村炭坑
／唐津ヨリ伊万里ェ至ノレ街道／

岸山村ハ同郡徳末村 lー駅ニ・ンテ唐津ヨリ三塁松浦
出手玉手流） ノ東壱里ニ在リ。此地竪坑ヲ設ケ

タノレー炭坑アリ。坑主ハ長崎人長見某ニテ，

用所予備地内ノ借区坑ト ス。其坪数六万ナノレ

由。三面小丘ニ囲鏡セラレタルー渓側ノ田園

ヲ埋メ，竪坑ヲ設ク。然モ本年一月以来器械

ノ破損資金ノ欠乏トニヨリ廃業セルヲ以テ，

水ハ竪坑弁ニ斜坑ニ充満シ，事務所ニモーノ

役員ヲ見ス。依テ村民ヲ呼ヒ概略ヲ問フニ，

竪坑ノ深サハ「百二十尺ニテ，炭層三ア リ。

第一ハ坑口ヨリ八十五尺ノ点ニ在テ，厚サ三

尺ナレトモ中石ー尺アリテ，上下一尺宛ノ炭

層ナリ。第二ハ「百十尺ノ点ニアリ。厚サー

尺，之ヲ壱枚モノト JI昌フ。第三，即チ此坑主

眼ノ炭層ハ厚サ五尺，上中下ニ悪石アリテ正

味三尺ノ炭アリト。竪坑ハ此炭層ニ止ノレ。其

層ノ傾斜ハ凡八度，殆 ンド南ノ方向ヲトレ

リ。坑内ノ木道ハ高サ四尺巾六尺ニ‘ンテ，東
オロ

ノ方へ七百八十尺余進ミ ，下 シハ凡百八十

尺，以テ切羽ヲ設ク。但シ採炭ハ第一第三ノ

両層ニ於テス。昨年中出炭ノ最モIJ1tナリシ頃

ハ，日々両層ニテ平均拾五万斤ナリシト云

フ。 O坑夫ハ村民ニテ，其重立タノレモノ坑主

ニ対シ下稼人トナリ，採出炭ハ塊粉ニ区分

シ，土場渡シ塊壱万斤ニ付拾三円粉同三円ヲ

受取リ，別ニ本道六尺ノ掘進ミ賃二円五十銭
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ギシ同三円五拾銭宛ハ坑主ヨリ給与スノレモノ

トセリ。然モ器械費トシテ一ヶ月三百五十円

宛ヲ，下稼人ヨリ坑主へ仕払ヒタリト。其坑

口ヨリ土場迄ノ距離拾町ノ間ハ，厚サ壱寸五

分長サ五尺ノ松板二枚乃至三枚ヲ敷設シテ車

道トナシ，深サ拾七吋巾十九吋半長サ二択六

吋ニ、ンテ直径三択五吋厚サ四吋許ナル木車輪

ヲ付シ，之ニ長サ十二択余ナル二本ノ腕木ヲ

貫キ，其末端ニハ撞木形ニ長サ七吋余ナノレ木

片ヲ付着シタル炭車ヲ以テ運搬ヲナセリ。此

一車ノ容量ハ五百斤アリト云フ。 0昨年中使

役ノ坑夫ハ四百三十乃至五十名許（恐ラク運

搬夫ヲモ込タル数ナラン〉之ヲ昼夜ノ二番方

ニ分チ，壱人一方平均百斤〈其実百三十五斤

入〉入脊七個ヲ採出セリト。蓋シ此三割五分

J増量ハ，坑夫ヨリ下稼人ニ渡スノ容赦ニシ

テ，又下稼人ノ土場ニ於テ坑主へ渡スニハ二

割五分ノ容赦ヲ見込ヲ例トス。其土場ハ松浦

川ノー小支流ニ設ク。此所ヨリ満島迄ノ水運

ハ壱万斤金一円乃至壱円拾銭，外ニ満島ニテ

ノ揚ケ賃三十銭ヲ要セシト。是皆昨年中ノ賃

額ナ リト云フ。

坑外ニハ「八馬力ノ捲揚器械ヲ設ク。櫓ノ高

サハ三十余尺ナリ。坑内ニハ二台ノ 「スベシ

アノレ削筒ヲ備付タリト云フ。 0村民又云ク。

此坑ノ第三五尺層ハ炭質最モ良好ニシテ唐津

地方ノ第一等炭ナリ，未タ他坑ニ於テ之ヲ掘

採スノレモノアルナシト。試ニ坑外ニ散在セル

炭塊ヲ取テー閲セシニ，其言敢テ謹ザルモノ

、如シ。但シ居民ノ片言ニヨリ此坑果而永遠

ニ利益アノレベキヤ否ヲ推測センコトへ元ヨ

リ能ハザル所ナレトモ，資金欠耗ノ為メ事業

ノ中絶ニ至リシハ真ニ借ムベキモノアリ。若

シ有力者アリテ計画宜キヲ得ハ，恐ラク不利

ノ坑ニハアラザルヘシ。

0 
此地方ノ形状ニ就テ痛惜ニ耐ザノレモノハ，目

前ノ利ニ波々トシテ遂ニ永遠ノ富源ヲ失セシ

如キモノアノレ是ナリ。然レトモ果而岸山村民

ノp昌ル如ク，同坑第三ノ五尺層ハ未タ他坑ニ
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於テノ、掘採ァセザルモノ ナランニハ，後年ニ望

ナシトセンヤ。然モ是将タ薄資ヲ以テ暗中模

索ニ類スル坑業ヲ起サハ，決テ富源ヲ開クコ

ト能ハザラ ン。第一詳細ナ ノレ地質測量ヲ起

シ，大体ノ地質ヲ講明セル後，永遠ノ計画ヲ

為シ，以テ其業ヲ開カハ，将ニ滅セントスル

ノ灯火ヲシテ更ニ一層ノ光明ヲ加ルガ如キ盛

業ヲ占ムノレノ期ナシトセス。若シ然ラス， 目

今ノ鑑ニノミ安ンセハ，久シカラスシテ世上

唐津炭ノ痕ヲ絶ツニ至ルベシ。地方殖産ニ志

アノレモノ，宣之ヲ忽、ニシテ可ナランヤ。

多久炭坑

多久ト称スル村落ノ＼肥前園小城郡ニ在リ

テ，其炭坑アノレノ地ハ久原村小待村等ニ属

シ，彼ト相懸隔セリ。然モ此地方ノ所産ハ之

ヲ多久石炭ト称スルガ故ニ，此名ヲ下サマノレ

ヲ得ス。 0此地方ハ東松浦郡トー続ノ煤回ナ
キウヲギ

ルノ＼復疑ヲ容レザノレベ、ン。唯同郡厳木村ト

此小侍村トノ間ニハーノ峠アリテ，以テ郡界

ヲナシ，山脈以東ノ炭ハ運路ヲ東ニ取リテ多

久川ヲ下リ，佳江湾ニ出ルガ故ニ， 唐津炭ト

ノ、腹背相反セリ。

多久地方ニハ別ニ著明ノ炭坑アルヲ聞カス。

且ツ途次ノ便宜ヲ失シ，親シク各所ヲ巡視ス

ルコトヲ得ス。僅ニ小侍村ナル鼠喰山ノー炭

坑ヲ訪タレトモ，此モ亦小坑ニシテサセル要

件ヲ見ス。其炭層ハ，一枚モノ厚サ六寸，三枚

モノ厚サ壱尺八寸（壱枚ト三枚ノ間二十尺〉，

借区三千六百坪， 日々ノ採出炭量二万五千乃

至三万斤ニ過スト云へリ。 O此地ハ山間ニ僻

在シ，運搬ノ便最モ困難ナリトス。近来道ヲ

厳木村ニ取リ，彼岸山村ニ於ケノレガ如キ炭車

或ハ馬ヲ以テ数里ノ山路ヲ経，松浦川ニ達

シ， j筒島ニ輸送ス。其運搬費ノミ ニテモ，壱

万斤凡七円乃至八円ヲ費セリト云フ。文「ガ

ラ」ト唱ルモノヲ製出ス。即チ粗製枯煤ナ

リ。其製法ハ地上ニ少シク窪ミヲ起、ン，此内

ニ煤炭ヲ盛リテ焚燃セシメ，炎々ノ消スルニ

随ヒ粉炭ヲ被覆シ，適度ヲ計リ水ヲ濯クナ

リ。此ガラ」ハ，之ヲ俵ニ入レ，馬ニ載セ，
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村駅市街ニ欝キ，以テ日用ニ供セリ。

多久地方中ニテ坑業梢盛ナノレハ蜂ノ 巣，榎木

原ナリト云フ。然モ其一ヶ月ノ採出額ハ各百

万斤許ナル由（鼠喰山ト甚キ差ナカラン〉。

多久全地方ノ所産高ヲ統ノレモ，現今平均一ヶ

月四百万斤ニ過スト云ヘリ。

此地方ノ炭ヲ三層トス。地ニ由 リ厚サヲ異ニ

ス。即チ壱枚モノ八寸乃至壱尺八寸，二枚モ

ノ六寸乃至七寸，三枚モノ壱尺八寸乃至三

尺。其間三枚モノヲ最上等トス ト云フ。O坑

主ノ坑夫ヨリ買上直段ハ，切羽ノ遠近ニ ヨリ

三枚モノニテ壱万斤三円ヨリ四円トス。市シ

テ侶強ノ坑夫ニテモ前後山両人ニテ一日採出
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ノ額壱千斤内外ナリト云。

多久炭ハ佳江ニ於テ，之ヲ一二三四ノ四等ニ

区分ス。壱万斤ニ付壱等九壱円落チノ価格ニ

シテ，平均二等ヲ精撰炭ト称ス。自今ノ相場

ハ壱万斤拾五円ナリト云フ。長崎ニ於ケル三

井物産会社ノ支店ハ，此地方ノ炭ヲ引受販売

スル由。長崎港ニテノ相場ハ壱万斤弐十円ナ

リト聞ケリ。

多久村ニ接シタル杵島郡福母村ニモ炭坑ア リ

シ由ナルガ，現今ハ廃業セシト云。

以上多久地方ノ概況トス。然レトモ鼠喰山ヲ

除クノ外ハ親ク巡視セザノレヲ以テ，其詳細ヲ

知ルニ由ナ‘ン。 （以下次号〉


