
資料紹介

大島善太郎

「故釜石鉱山田中製鉄所所長横山久太郎殿功績録」キ（2)

岡田賢吉林

製炭木材製出方

制大橋ニ属スル製炭ノ、直結焼夫ニ村方焼

出買上ノ弐途ノ扱ヒデアッタ。田中鉱山所有

ニ属スノレ山林ノ、大橋周囲内部ノ地上（抹消〉

発生ノ樹木ハ明治廿参四年頃迄製炭，焚用

（＊燃料〉ニ充テ伐採シアッタ所水源地酒養禁

伐林ノ規定ニ従ッテ伐採方ヲ厳禁セラレ故ヒ

ニ焚用材ハ近傍ノ官山払下ヶ伐採スルコトニ

ナッタ。

(51) 甲子村方ノ製炭ハ洞泉ヨリノ登リ〈＊

上流側〉大橋迄買入レトス。外中橋山ノ立木

ヲ買入レ直轄扱ヒトシテ製出ス。 （抹消〉漸次

使用増炭ノ都合ニテ気仙郡有住村ノ内土倉山

反別相ヒナシ山林南ハタモノ木ヨリ愛染山ノ

峰通甲子村大松ノタウノ底東ハ大松峰境通リ

北 （抹消〉唄貝ニ連続ス西ハ鬼ノ沢迄峰界西

南峰通リ金山沢清水沢迄ノ界ニ止メ其内部全

部ノ立木ヲ故高橋亦助氏ト吾ラカ、出張実地踏

査ノ上ニ買入レ製炭ニ及ヒタルニ多大ノ 出産

（＊出炭か〕 デアッタ。夏期中ハ牛馬駄送ヲ以

テ大橋工場ニ収炭セリ。初年ハ冬期中犠リ運

ヒヲ応用シタノレモ困難ノ為メ 旧二月上旬ヲ以

テ運夫ハ退山ス大橋引付ハ初年度限リトセ

リ。其後ニ於テ大橋構内ヨリ坂ノ沢ヲ経テ鬼

ノ沢奥迄山ノ中腹ヲ馬車鉄道ヲ開通ス派出場

* 1992年 5月2日受理
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ヲ設ヶ土倉卜甲子境ノ峰脇キニ収炭庫ト派出

所ヲ設置ス該所ヨリ夏期ハ人夫ノ背負運ヒ牛

馬ノ駄送デアッタ。冬期中ハ鵬テ背負込ト棒

ノ運ヒノ取扱ヒテアッタ。鬼ノ沢派出所ヨリ

台車ヲ以テ運搬ス大橋工場ニ収炭セリ。

駒大松佐々木己之助外四名所有山林ハ愛

染山南界ヨリ東ハ本堂山峰境トシテ下リ西ハ

土倉山界小皮山界下リ枯松舞々沢ノ落合境ノ

内部ヲ吾ラ実査ノ上ニ立木全部買ヒ受ヶ製炭

セリ。愛染下ヨリ大松ノ部落本線ニ連絡ノ馬

車鉄道ヲ開通セシメ而シテ土倉ノタモノ木ヨ

リタウノ底中間全部立木ヲ越中（＊富山県〉

ノ焼夫ヲ雇入レ製炭ナサシメ〈＊タノ；欠か〉

テアッタ。最初ハ愛染下大松炭庫ニ背負運ン

デアッタ。後チタウノ底ト愛染下ニ至リ（抹

消）走根ニ鉄索ヲ設ヶテ運搬セリ。大松枯松

山舞々沢等ノ製炭ハ（抹消〉大橋工場ニ弐回

ノ運搬セシメ（＊タノ：欠か〉テアッタ。大松

ノ小皮山ノ立木ヲ買入レ大松部落本線辺 リノ

受渡トシテ製炭セシメ又本堂山ノ立木ヲ買入

レ中腹ニ馬車鉄道ヲ開設シ鉄索ヲ設ケ愛染下

線二連絡ス製炭運搬セシメ（＊タ／；欠か〉テ

アッタ。

明治廿壱年ヨリ同廿参年頃迄焼賃ノ、最初木

炭ノ買入レ大橋工場附込拾貫目ニ付八銭弐参

厘漸次高値トナッテ拾壱弐銭デアッタ。反ッ



技術と文明

テ直轄扱ヒノ方ハ立木伐ハ事務所持チテ焼賃

ハ八銭五六厘ヨリ拾壱銭迄デノ焼賃デアッ

タ。追々村方及ヒ直扱ヒトモ増賃トナッテ拾

参四銭デアッタガ尚ホ拾六七銭ト増進スルノ

景勢（キ形勢〉トナッタ。是レ則チ製銑（キ銑

鉄〉ノ信用ヲ博シ販売ノ途ハ拡張シ製産ニ伴

フ幸運ノ兆デア ッタ。

（お） 土倉及ヒ大松枯松沢舞々沢本堂山小皮

山鍋倉山等ノ如キハ製炭ノ外該山ヨリ棒，

視， セノ木（＊栓木か〉， 檎， 栂， 松， 楢，

栗， ガチノ建築用材多大ノ産出セシメ（＊タ

ノ：欠か〉テアッ タ。工場用材ノ外東京ニ輸送

セリ。又スルパ（＊スリッノミ。枕木〉材ノ如キ

ノ、支那行トシテ製出ノ分ハ釜石桟橋受渡シ又

ノ、横浜田送販売ニ及 ンタモノモ多数デアッ

タ。

制上郷村小字日出山，佐曽多山，来内山

方面ノ松棒槻ノ角相応ニ製材搬出ノ上遠野愛

宕下ヨリ猿返川 （＊猿ケ石JI／）北上川 ヲ経テ

石ノ巻川｜ 口ニ筏トシテ流送セリ。

伺此外東磐井郡黄海村三ケ二山国有林百

六拾七町七反壱畝拾壱分ノ内ヨリ松角ヲ製材

ノ上，野々島（本宮域県塩竃市野々島。松島湾の

島〉ニ向ケ筏トシテ流送セリ。此ノ分モ多数

デアッタ。宮城県加賀（キ加美〉郡中新田小

野田ニ於テ森田辰之助ノ計画ニ 擢ル（＊係ノレ

か〉スルパ材ヲ買ヒ受ケ其数ハ判明セス。現

物ノ受渡及野々島迄ノ搬出方小野彦左衛門氏

担当者トナッテ結了セラレタノレト開ク。是レ

等ノ製材ノ分トモ悉皆石浜（＊宮主主県塩竃市桂

島の集落。桂島は松島湾の島〉ニ於テ船積ノ上

ニ東京ニ向ケ輸送セ ラレ〈＊タノ：欠か〉テア

ッタ。

倒其外北ハ両石箱崎大槌吉里々々浪板下

閉伊郡田ノ浜， 織笠， 山田方面， 宮古， 田

老， 安賀〈＊安家〉迄南ハ平田白浜， 気仙郡

唐丹村鍋倉，五葉山半腹荒川山吉浜，有住村

火ノ土，大股z 世田米， 矢作， オサベ（本長

部〉，宮城県遠田郡稲井（本石巻市稲井か〉， 湧

津（＊湧谷か。湧津なら岩手県西磐井郡花泉町〉
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方面等ノ樺楓松杉角製材分ハ多数デア ッタ。

鉱山工場建築又ハ雑用材ノ外皆産出ノ分ハ東

京販売輸送トナッタ。 白浜康待（＊康徳〉氏

田中製鉄所最初ノ採用奉務者デ専ラ木材事業

ノ担当ヲ受ケ大概実地踏査ノ上売買ノ交捗或

ハ製材文ノ、搬出等ニ奔走ス能ク尽力セラレ為

メニ故所長殿ノ胸算ニ叶ヒ相応ノ功労ガアラ

レタト云フ。

帥 甲子村大畑山林立木弁ニ気仙郡唐丹村

鍋倉山林立木ヲ吾ラハ実査ノ上，買受ヶ製炭

製材スルコト、ナッテ牛馬ノ駄送ヲ以テ大畑

ノ炭庫ニ運ヒ入レ皆大橋分工場ノ使用トセ

リ。最初ハ荷馬車ニテ運ヒタノレモ後チ馬車鉄

道開通トナッテ台車ヲ以テ運搬セリ。大橋ノ

製錬廃止（* 38年7月〉ノ後チノ、鈴子へ転業

直扱ヒトナッテ廻送セラレタノデアッタ。此

ノ産出ノ如キ多数ノ収入トナツタノデアリ。

大橋工場ニ属スノレ製炭ノ、焼尽ストナッテ製

錬供給ニ充タザノレ都合ノ所ヨリ第三第五高炉

ヲ廃業ス単ニ採磁ト運顕経営ノ執務トセラレ

タノデアリ。

製錬改良方

側第五高炉及硝石焼釜（＊焼竃〉ヲ業！？ニ

増設ス〈本23年10月〉。 外附属ノ暖炉ノ如キハ

最初ハ第三高炉ト 同構造デパイプハ参拾参本

使用シテアッタ。更 ニ随円 （＊婿円〉形ノ内

径壱尺壱寸長七尺四拾五本ヲ用へテ弐基新設

改造シタノレ所パイアノ重量ノ為メニ反ッテ膨

脹破損ガ容易トナッテ保命長カラス損害モ多

大デアッタカラ改造セリ。

問 吾ラハ大橋ニ赴任当時ノ、悪塊石ナノレ鉄

破ハ皆不用物トシテ除棄ス或ハJIIニ放擁ス使

用スベキモノハ紅柄付半焼ト生嶺石ヲ再焼シ

テ使用スノレコトニナッテアッタ。此ノ量ハ凡

悪塊石半焼生蹟交ニテ六拾余万貫目以上粉焼

蹟弐拾余万貫目残鉱テアッタ。

間逸態（＊一体〉悪塊石ナノレ物ノ、焼過キ

タノレ舘解ノ粘着シタ塊則チ浅黄色ニ最良ニ焼

キ揚リタルモノデアッタ。此レガ全ク製錬ニ
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ハ至極適当ノモノト認メタリ。然ノレヲ （＊ ニ〕

使用セザノレハ実ニ無益ナノレ故ニ除楽スアノレモ

ノハ勿論Jllニ放揮ツタル悪、塊石ヲ拾ヒ集メテ

壱弐拾万貫目 以上物〈本物は不用〉 ト外焼粉

ノ如キ細末分ヲ除キ壱分以上ノモノニ良積ト

称フル則チ紅柄付半焼ノ蹴石ヲ再焼シタノレモ

ノトヲ配合シテ悉皆製錬方ニ使用ス終ワ γタ

ノデアリ。夫レガ反ッテ順次出銑ノ増量トナ

ッテ非常ナ良結果ヲ挙ゲタノデ以後ハ悪塊石

ナノレモノハナクナッタ。因テ此悪、塊石使用ノ

件ニ付テハ故所長殿ノ異議ノ、ナカッタ。

仰 該悪塊石及粉蹟ヲ製錬 ニ使用 〈抹消〉

其外改良ヲ要スノレ事柄ニ付テハヨ色モ先輩ノ所

員職工等ニ至リ迄見界〈ホ見解〉ヲ奥 エス。

加之各々稿ヤモス レバ抗拒セラノレ 、場合モア

ッタナレトモ充分理害〈＊利害〉ノ証ヲ挙ケ

腹従〈＊服従〉セシメ既ニ前陳ニ列挙スアノレ

所ノ 事項ノ 如ク不完全ノ部分ハ皆ナ共ニ改良

進行スノレニ及ンタノレニ夫レガ空シカラス五百

貫目以内稀ニ六百貫目位ノ出銑ノ寸前次増量ト

ナッテ六七百貫目ノ産絡〈＊産額〉トナッタ

〈＊テ〉毎日餅ト酒肴ヲ下賜スノレ様ニナッタ。

然ノレ所該賞与ヲ変更ス八百貫目以上トナリ或

ハ五日間出銑続キ毎ニ金員ニテ下賜スル事 ト

ナッタ。 尚ホ良好ノ進運ヲ見／レニ至 γ タ〈キ

テ〉壱千貫目以上壱千参百貫目ノ産出トナッ

テ剰へ参号白銑ノ如キハ稀ニ 出産（＊出銑〉

ス多分ハ壱号弐号ノ出銑デアッタ。大橋棒銑

ニハ大ノ字印ヲ以テ産場ノ仕分トス。専ラ大

坂砲兵工廠ニ於テハ大印ニ限リ納入スノレコト

、ナ ッテ其外ハ採納ニナラス廃物 トナ ッタ。

為メ ニ鈴子栗橋ノ方ハ壱号ノ 出銑ノ分ハ大印

ヲ以テ混浴納入セラレテアノレト折々故所長殿

ハ漏サレ（＊タノ：欠か〉テアッタ。

製錬日数モ参四十日デアツタノガ追々百弐

参拾日間乃至壱ヶ年以上に豆リ吹続ニナッテ

益々歓喜幸運ニ至ツタノデアリ 。尚ホ時宜到

来デ日清北清日露戦争ガ引統キトナ ッテ益々

事業ガ進運ス一層故所長殿ノ哲励セラレタル

福縁トナツタノデア リ。大坂砲兵工廠へ納入
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ノ大印ノ銑鉄ノ信用ハ則チ暖炉ノ増築其外ノ

改良エ従リト雌モ悪、塊石ヲ製錬ニ及ンタ〈＊

使用ツタか〉 以来ノ結果デ ア ッタ。然ノレ ト雌

モ此ノコトハ故高橋亦助氏ノー話〈＊逸話〉

ニナッ タ種因（＊主因〉ニ対ス大印ノ説明ス

ル時ノ、抗間スノレノ嫌ヒアッテ穏当ヲ欠クカラ

是迄ハ箱ロシテアッタ。既ニ前載ニ明カ ニ陳

弁シタノレ如ク浅黄色ニ焼流シノ塊リ蹟石ガ則

チ反ッテ壱号ノ良銑剰ヒ大貫ノ増量ノ産出ニ

及ンタ大ナル進化デ且ツ一般ノ信用ヲ博シタ

ル種デ敢テ狩倣〈＊狩誇〉 トスノレノデア リ。

故ニ悪塊石ナノレモノハ大橋ニハ壱塊モ放棄シ

タノレモノ特ニ残存ノモノガナク鈴子工場トテ

モ漸次ニ陰カ ニ皆使用ス終ツタノデアリ 。此

レガ果シテ飽迄不用トスルモノデアノレナラパ

棄場ニ山盛 トナッテ玄人ノ後考トシテ標本ガ

アルベキニ夫レガ壱塊モ残存ガナキニ至ッ

タ。悪、塊石ノ俗称ナノレモノ ハ果シテ使用セザ

ルモノ トセバ是レガ既ニ生蹟石ノ内ニアルノ

デ通00諜Oベキモノトスノレ撰碩ノ標準ヲ定

ムノレ事ノ、至難ナノレハ明ナノレ。寛ニ壱時的ノ名

称ニ過ギジ当然消滅スノレニ至ッタ。此ノ件ニ

付テハ只傍観誠黙シテアッタ。当時使用済ト

ナッタ悪塊石ノ、多量デ兎角焼過キ蹟石ハ製錬

ニ適当デアッ タカラ出銑モ増進トナ ツタノハ

何レモ故所長殴ノ幸福デアッタ。

間 石灰石ハ最初大橋村山ヨリ同所部落民

ノ、採掘売込ンデアッタ。後チ唄貝山ヨリ同所

部落民ガ採掘売込事トナッテ双方トモ大橋ト

鈴子工場ノ製鋼1及ヒ其外ノ使用ニ充テ買入レ

タノテアリ。

制大橋工場ニ於テハ運蹟運炭ニ台車ヲ運

搬スノレ馬匹多数デアッテ馬糞ノ捨場ニ差支塵

芥灰ヲ配合肥料ヲ製造ス販売方ニ手ヲ尽スタ

ルモ収支償ワス成功ニ至ラス廃業ス遺憾セラ

レ（＊タノ：欠か〉テアッタ。

開 是レ迄前11真ニ｜凍ベ来ノレ事項ハ重フ〈＊

モ〉ニ大橋分工場ニ関ノレ事実ヲ列挙ス鈴子工

場直扱ヒノ事項モ或ハ交陳ノ分アルト雌モ鈴

子工場ノ総テノ事業文ハ栗橋分工場等ノ事業



技術と文明

状態ニ付テハ先輩又ハ現在ノ諸氏ハ明知セラ

レテアルカラ弦ニ陳供スノレ時ノ、重覆ノ嫌ヒア

ランケレトモ事業発展ノ概略（抹消〉参考ト

シテ序列スノレ事トセリ。

側鈴子工場鶏澗ノ第壱，弐ノ日本高炉ヲ

廃止シテ煉瓦製造場ト改造セラレタリ。

(81) 官設ノ｜日大高炉ハ第壱，弐ト称ス明治

廿参年ニ製錬ニ着手ス。西南側ノ山手ニ沿ヒ

運蹟線路ヲ開通シ亦蹟石卸シ置場ヲ新設セラ

レ。外第四，参，五，六ノ高炉並ニ附属ノ送

風場蒸汽場炭庫ノ増設鉄管媛炉並ニ煉瓦媛炉

各見張所ヲ新設シテ盛ニ製錬方進行ニ及ハレ

タリ。既ニ当時ハ諸氏ハ勿論職工ニ至リ迄テ

皆熟達ノ機運ニ従ッテ出銑ノ産格〈＊産額〉

モ増量トナツタノデアリ。

（飽） 鋳鉄場ヲ増設シテ諸器械弁ニ鉄瓶北海

道行ノ鰯釜ブ製造セラレテアッタ。其当時東

京鉄管会社ガ廃業トナッテ大坂ニ鉄管工場ハ

顕出シタ。鉄管ノ需用ノ途モ開ケ相応ナル注

文ノ契約ヲ受ケラレ漸次工場ヲ拡張ス水道管

井瓦斯管等ヲ盛ニ製造スノレコト、ナッタ。

（鉛） 耐火煉化ノ、三ツ石或ハ大坂又ハ西洋等

ノ物ヲ使用セラレテアッタガ久慈海岸ノ山ニ

粘土ヲ発見ス。外磐域ノ内宮ノ 津川炭山ノ間

ニ出産（＊産出〉スル粘土ガ耐火力ガゲウセ

リ（＊ゼーケソレ〉ノ壱千参百度下タデアッテ

自製スル事トナッテ中島某（＊中島宣〉ハ煉

化製造専門ノ技術家ヲ雇勝シテ焼寵〈＊焼成

笥〉ヲ築造ス試製ニ及ノミレタノレ所適当ノ良品

ガ製出スルヲ得タルニ付煉瓦竃（＊焼成竃〉

及ヒ製造場ヲ拡張シテ各高炉方ニ満足ナル使
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用ヲ得タノデアリ。外ドロナイト（＊ドロマ

イト。苦灰石〉紀州（＊錦州か〉ヨリ買入レ焼

。（＊賠焼〉シテ製鋼炉ニ使用セラレタリ。

制官行旧錬鉄場ニ瓦斯ノ製造竃〈＊ガス

発生炉〉ヲ新設ス鋼ノ製錬ヲ起工ス。丸鉄角

鉄平鉄アンクラエン（＊等辺山型銅か〉等相応

ノ良品ハ逐日出量ハ；増進スルニ至 γ タノデア

リ。

制粉洗炭場井ニコウクス竃ヲ新設ス盛ニ

良品ヲ製出ス製錬使用方ノ差支ナキ設備ニセ

ラレタノデアリ。

（紛明治廿四年 c* 25年〉政府鉱山局ガ八

幡製鉄所（＊製鋼事業調査〉ノ関係ニテ西ノ仙

人鉄蹟並越後ノ赤谷鉄噴ニ大橋鉄碩ヲ配合シ

テ（＊ノ欠〉製錬試験ハ良結果デアッタ。

刷新山鉄碩ハ八｜幡製鉄所ガ買上ケトナッ

テ大分輸送納蹟セラレ（＊タノ；欠か〉テアッ

タ。

（的大橋鉄旗中ニハ銅蹟混濁ステアッテ皆

沢ニ放棄ス大橋ノ、勿論鈴子ニ於テモ撰積ス取

除キテ使用セザルコトニナッテアッタ。此ノ

銅蹟ノ産出ハ逐日多量トナッテ之ヲ製錬スル

事ヲ考案セラレ鈴子工場ニ仮炉ヲ設ケ試吹ス

ノレニ及ハレタル所原ヨリ鉄分ハ多量デアリカ

ラ容易ニ製鋼ハ産出セス且ツ収支償フコト能

ハス。因テ大坂ヨリ技手志野崎某ヲ雇蒋ス製

錬セシメタノレ所稿ヤ産銅ヲ見ノレ事ガ出来タノ

デアッタ。其後明治四十年故所長殴ノ設計指

揮ニ従ッテ更ニ製銅場ノ建築ト製錬ヲ担当ス

相応ノ製出スノレニ至ッタ。兎角ニ大橋ノ銅蹟

ハ至難デアッタ。次ニ台湾金山（＊金瓜石鉱

同野呂景義は明治28年5月17日の日本鉱業会臨時大会で，「釜石の鉄山では最早古くから日本で出来た
煉瓦石のみを使って居る，今度今お話申した大きい銘鉱炉〔＊ 25 t高炉〉に使ったのも皆日本のもので
あります。其中で何処のものが一番適して居るかと云ひますと，私の調べたのは磐城から出るものを以
て搭へたもの或は伊豆の天城から出るものが釜石では一番良いとしてあります，夫に次では岡山県三石
のもの，是等は何れのものを似て捺へても充分周に立つべきものが出来る」と述べている〔「製鉄事業」，
『日本鉱業会誌』，第11巻号外， 1895年，83頁〉。

同呑村小録「釜石ニ於ケノレ銑鉄試製ニ就テ」，『日本鉱業会誌』，第9巻， 1893年， 99～107頁。
肋大島有隆氏所蔵文書に，「採鉱課長大島善太郎本年一二両月九州製銭所（＊官営製鉄所〉納付鉱
石至急、ヲ要スノレ際雪中ニモ不拘運搬上宜、ンキヲ得不都合ナク納付スノレヲ得タノレハ畢寛スノレニ採鉱課員ノ
非常ナノレ勉強尽力ニ拠ノレモノトス依テ為其賞金参拾五円下付候事 明治三十四年六月十八日 釜石鉱山
田中製銃所長横山久太郎印」とある。
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大島善太郎「故釜石鉱山田中製鉄所所長横山久太郎殿功績録」（2)（岡田）

山〉ニ於テモ銅蹟産出多量トナッテ同所ニ於

テモ製錬スル画策トナッテ壱時鈴子ノ工場

（＊銅製錬〉ヲ休止ス職工ヲ台湾ニ遣シ製錬

方取扱ヒノ教授ヲ終ッテ鈴子ニ帰ラシメタ

リ。該所ハ鉄分ノ配剤ヲ用スル為メ釜石ノ鉄

分多キ銅蹟ヲ輸送セリ。其ノ帰船ニハ交換的

（＊ニ欠か〉台湾、ノ銅磁ヲ積取鈴子ニ於テ配

合製錬セシムルコト、ナッタ。

側吾ラ製錬中ニ於テ大橋ノ銅積ニ適合シ

タルモノハ稗貫郡太田村鷲沢，南沢（＊三ツ

沢鉱山か〉，或ハ湯口村桂沢〈＊桂沢金山〉等ヨ

リ買入レ及ヒ栗橋分工場産出ノ銅蹟（＊産出

場所不明〉ハ熔解容易ニシテ出銅多量デ実ニ

愉快ナモノデアッタ。該銅蹟ハ産出引続カザ

ル為メ休止 トナッテ遺憾ナモノデアッタ。

（ω） 鈴子工場ハ木炭トコウクスノ弐種ガ製

錬使用デアッテ甲子村ヨリ木炭ノ 買入レト直

轄扱ヒノ製炭〈之レハ鉱山ガ立木ヲ買与へ焼

キ運ヒニナノレモノヲ云フ〉ノモノデアッテ直

轄ノ焼キ山ノケ所ハ平田，白兵，外山 〈オナ

ッペ（＊女遊部〉山〉， 箱崎気仙郡鍋倉荒川等

ノ立木ヲ買入レ市シテ製炭ヲ営ミ運ヒ取リニ

ナッタ。荒川山ノ、途中ニ昇降両用ノ鉄索ヲ設

ケ夫ヨリ荒川海岸ノ炭庫迄台車線路ニテ運搬

ス派出所ヲ設ケテ船積取扱ヒセラレタリ。其

外大槌吉浜箱崎ニテ買炭モアッタ。高田湾オ

サベ（本長部〉方面製炭ノ分ハ炭庫ト出張所

ヲ設ケ収炭ノ分ハ船積扱ヒトセラレタリ 。

制） 石炭ハ北海道炭破会社ヨリ買入レ帆船

ト雇汽船デ積運ンデアッタ。使用増量トナッ

テ汽船参千噸積ミ大坂ニ売物アッテ故吉村吉

太郎鈴木長兵衛ノ両氏ガ買入レ方交渉ニ差向

キ希望通リ買付ヲ纏メタノレモ其当時ハ高価ナ

ノレト排難（＊非難〉ノ噂モアッタト云フナレ

トモ日清北清日露戦争等ノ為メニ船価ノ、非常

ニ暴騰トナッテ反ッテ時宜ヲ得タノレ買付デア

ッタト云フ c* 37年購入。 1,238 t ）。是レガ第

壱長久丸ト名称（＊田中長兵衛と横山久太郎の合

成名〉ス幸運ノ回航ヲ全フシテアリト聞ク。

其後順次汽船ヲ買入レ増膿セラレ益々海運ハ

速達ノ便利ニ進メラレ実 ニ機先〈＊機利〉ヲ

挙グ、ルコト皆敬フ所デアッタ。

側事業進運ニ伴ヒ被雇者ガ増員トナッテ

専ラ酒保店ヲ開業スヘキ事ヲ屡々建議ス。 尚

ホ通常会ニモ再ヒ建議ヲ尽シテ決定ヲ求メ而

シテ第壱着大橋ニ開店営業スルコト、ナッ

タ。

側 明治廿参年鉱山局地質調査所理学士大

塚専一閣下（＊東大理学部地質学科， 20年卒業〉

ノ、釜石鉱山ニ関聯スル外隈（＊外郭〉ノ地質

調査トシテ出張セラレタリ。当時本店若御主

人公〈＊田中安太郎，二代目長兵衛。安政 5年～

大正13年3月9日〉御同伴デアッテ吾ラハ各所

ノ先導ノ命ヲ受ケテ随行セリ。細越噴床橋野

村ノ久龍沢（＊外ヒサゴ沢〉大滝沢高前椛山

（＊樺山〉表裏ノ弐ケ所六黒見金山青ノ木工

場ヲ経テ二股蹟床痩駒蹟床ヲ踏査セラレ千晩

山ノ中腹ヲ通ジ小川ヲ経テ鈴子ニ帰着セ ラレ

タノデアリ。

側二股，前山（＊高前山〉蹟区青ノ木工

場建物トモ瀬川清次郎渋谷善兵衛ノ両氏ガ所

有デアッタ。其権利ヲ田中製鉄所ハ譲受ケ ラ

レタ（キ27年6月〉。

側故所長殴ハ自ラ位置ヲ撰定ス栗橋分工

場ヲ開設ス c* 25年6月〉。工場ノ構造熔鉱炉

弁ニ附属ノ建物河川塞溜池工事家屋建物外工

場ヨリ大平間木炭及ヒ積石，石灰ノ運搬線路

高前ヨリ大平ニ通ジル運蹟用鉄索架設ス。又

工場ヨリ両石湊ニ通ジル道路開盤早稲栃前ノ

橋野川橋梁架設両石湊ノ荷揚ケ卸場派出所等

他人ノ手ヲ煩サス自ラ設計図案ヲ調整ス実地

位置ノ撰定建築工事ノ指揮臨監或ハ該地方ノ

土地ノ買入レ又ハ官山立木払下ゲ私山立木ノ

譲受ケニ付テハ橋野栗林徳浪（＊徳並〉，和山，

同 この調査は翌「廿四年晩夏，釜石四近ノ地質調査ヲ命セラレ秋ニ亘リテ百有余日ノ間此調査ニ従事」
した臨時製鉄事業調査委員会の調査（前掲（1）の序文〉の予察であったらしく，つぎの報告がある。磁鉄
巌「釜石鉱山の五披露」，『地学雑誌』，第2集， 1890年， 501～503頁。
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技術と文明

永井（＊長井〉，等臨検開業セラレ製炭及ヒ棒

ノ製材ヲ直営セラ ν。製炭ト青ノ木二股顕石

ノ運搬ハ牛馬ノ駄送ヲ以テ工場ニ積入トセラ

レタリ。

側鵜住居ノ水神ノ橋梁架設ト両石湊ニ通

ジノレ道路変更起工及ヒ竣成迄始終監督ノ 上開

通セラレタノデアッタ。

（扮明治廿九年 c* 6月15日〉ノ海明mノ為

メニ桟橋及事務所役宅線路帆船等破壊流失ト

ナッタ。損害モ多大デアッタナレトモ少シモ

苦衷セラレス奮発ノ上漸次快復（＊依復〉ス

ノレノ運ヒニナッ テ鈴子工場ヨリ桟橋間ノ線路

橋梁ヲ改築ス桟橋ノ増設架設ノ計画モセラレ

故所長臆自ラ臨監尽力ノ上ニ終了トナツタノ

デアリ。

（鉛） 明治升十五六年頃カニ鉄管鋳形幹燥〈ネ

乾燥〉並ニ燈用等ニ充テ（＊ノレ欠〉瓦斯ノ製造

場或ノ、倉庫ノ：増設精米場ヲ新設ス或ハ事業進

運ニ伴ヒ松原其外トモ地所ヲ買入レ周囲ヲ拡

張セラレ（＊タノ：欠か〉テアッタ。

側満俺鉱区青森県西津軽郡深浦ニ於テ

湯ノ沢（＊深浦〉鉱山ヲ 永井久太郎氏ヨ リ譲

受ヶ田中製鉄所ノ直営トシテ取締人徳田種茂

会計係阿部貞八採蹟運輸係阿部八太郎工藤理

助ノ諸氏差向ケ経営セシメ（＊タノ：欠か〉テ

アッタ。然ル所土盛ヲ諸所ニ構造ス其ノ 上ニ

虚偽ナノレ倍掛ケノ如ク満俺ヲ包造ス。則チ坪

数ヨリ割リ出タル貫量ヲ採蹟〈＊採破量か〉

トシテ鈴子ニ報告ス。 従ッテ積取船ヲ深浦湊

ニ回船セシムル事再度ニ及ヒタノレモ原ヨリ不

9 巻 1 号。1~

正ノ報告デアッタカラ船積ノ充実ニ至ラス空

船ニテ帰釜セシメラ レ 〈＊タノ：欠か〉 テアッ

タ。終ヒニ廃業退山トナッタ為ニ損害モアッ

タト云フ。

no~ 其後深浦ノ藤田想、太郎氏ハ経営セラレ

採蹟買ヒ取ノレ契約トナッテ納蹟モ相応テアッ

タト云フ。

刷北海道瀬棚ハフ ロ会社 （＊ハウエル物産
回

社〉ノ経営〈＊ピリカ，稲穂，大黒鉱山〉残満俺

噴ヲ山口嘉蔵鈴木久吉ノ両氏ヨリ売込マ レ納

蹟セラレタノレト開ク。其外九戸郡大野村船小

沢ハフロ会社〈＊ハウエノレ物産社〉ノ残蹟及深

浦ノ残積ヲ久慈、町ノ兼国重太郎氏ハ売込納積

セラ レタルト云フ。該船小沢満俺廃山ノ現場

ノ実査ヲ命セラレ尚ホ残積精撰廃棄多量ノ 内

ヨリ採蹟スノレヲ認、メ飛島辰五郎熱田孫蔵ノ両

氏ヨリ売込ミ納蹟セシメ（＊タノ：欠か〉テア

ッタ。其後越後ノ森清次郎氏ヨリ久慈湊受渡

ノ約ニテ満俺礁ヲ買ヒ取リ船積釜石ニ輸送セ

QO~ 北海道福山 （ ＊ 福島町〉岩田栄蔵氏ヨ

リ江差近傍某満俺山 〈＊渡島鉱山〉ヲ買ヒ受

ケ直営ニ及ハレタノレモ多量ノ見込ナク廃業セ
~ 

ラレタリ。

同 明治升十八年九戸郡軽米村ノ内姫ケ森満

俺山盛岡ノ小田島大造氏ノ経営ニ係ノレ産出ノ

満俺蹟ヲ売込契約ニ因ッテ前金ヲ渡タノレニ現

品ノ引渡ヲナサス。尤モ山元 ヨリ八戸鮫湊迄

荷馬車運搬カ、困難ノ旨ヲ 以テ徒ラニ延滞スノレ

所カラ佐々木照氏ヲ差向ケ現品ヲ引渡（抹消〉

~~深浦鉱山は「元湯の沢鉱山と称し明治二十四， 五年演の発見にして，永谷菜稼行せりと古老の言なれ
ども記録なく，明治四十二年藤田惣太郎氏採掘許可ヲ得〈中略〉 相当出鉱せる由」とある（仙台鉱山監
督局編『東北鉱山風土記』，同局， 1942年， 263頁〉。

帥斉藤正雄，番場猛夫，沢俊明，成田英吉，五十嵐昭明，山田敬一，佐藤博之 『北海道金属非金属鉱床
総覧』，地質調査所， 1967年， 401～4030

制九戸郡大野村の大野鉱山は「杉林黒鉛満俺株式会社の船子沢鉱山と共に最も古く発見されたるものと
聞く。発見年月は不詳なるも当地方人の云ふ所に依れば今より約五十年前〈＊明治25年頃〉米国人ハフ
ノレなる者に依り発見されたるものなりと」 とある〈前掲M,243頁〉。

伺渡島鉱山（松前郡福島町千軒〉は明治「30年岩田某から釜石鉱山に譲渡，35～36年稼行，大正3年折
回莱の所有となるが， 6年再び釜石鉱山の所有となり， 8年まで採掘，その後休山」，また中歌鉱山
（瀬櫛郡北松前町〉も「明治38年，横山久太郎に譲り渡し，同41年まで採掘， その後廃山」とある（前
掲帥， 406～409頁〉。
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大島善太郎「故釜石鉱山田中製鉄所所長横山久太郎殿功綴録」（2)（岡田）

然ル所小田島大造氏ノ代人実矛房次郎ナノレ者

ハ種々故障ヲ申出ラレ引渡ヲ抗拒セラ レ（＊

タノ：欠か〉テアッタナレト モ寛ニ採掘ノ現品

ヲ皆搬出ス船積鈴子工場ニ輸送結了セラレタ

ノデアッタ。以後尚文姫ヶ森ヲ調査ヲ命セラ

レ出張探噴スル所該蹟床ノ、上部ノ、恰モ筒覆ノ

蹟石ノ如ク夫レガ既ニ崩壊シテO走ノモノデ

アノレコトハ予知〈＊スノレ欠か〉コト出来タ。

下部ニ土石混清ノ内 ヨリ撰蹟スルノデア ッテ

確固タル錨脈デナカッタ。有丈ケ現噴ヲ採集

シテ終ッテ退山ノ上夫 ヨリ久慈、平，（蛇ノ石〉

外弐ケ所（大野〉 船小沢近傍五ケ所下閉伊郡

玉川， 弐ケ所山形， 弐ケ所安賀（＊安家〉 弐

ケ所普代ノ柏木平壱ケ所野田ノ内明戸（抹消 ：

板取沢唐松〉三ケ所何レモ少量ニシテ且ツ母

岩多クシテ経営ノ見込ナキ満俺積ト認定セ
ω 

Q0-0 久慈耐火粘土ノ 連亙ノ錨脈ヲ探堀調査

スノレニ於テハ将来猶見込ナキニアラザノレベ

シ。

川故所長蹟ニハ姫ケ森及下安賀（＊下安

家〉村満俺積或ハ鈴木長兵衛氏ノ製材ノ現況

踏査ノ為メ出張セラレ博士野日閣下（＊野呂

景義。東大理学部採鉱治金科， 15年卒〉モ満俺噴

沓査セラレ（＊タノ：欠か〉デアッタト云フ。

QO$ 明治四拾年六七月頃鵜住居村箱崎ノ満

俺蹟床参ケ所トナッテ当時工学士吉川｜技師閣

下与東大工学部採鉱治金科， 39年卒業ノ吉川浩

か〉ノ御調査ノ結果将来見込アルトシテ採掘

着手セラレ而シテ現場ヨリ海岸ニ搬出ノ軌鉄

（レウル〉ヲ送付ニ及ハレタルモ其際命ヲ受

ケテ探蹟スノレ所ノ、四ケ所内露出ハ弐ケ所トモ

皆散乱包奪ノ噴石ニシテ錨脈ハ断絶トナッ

タ。壱方ハ既ニ母岩ニ化ス底堀デアッテ何レ

モ見込ナク寛ニ廃業退山トナッタ〈鍬浜壱徳
~ 

f良（＊徳並〉弐栗林三満俺碩床アリト云フ〉。

non 下閉伊郡重茂村露華ノ鉄蹟ハ博士香村

閣下（＊香村小録。工科大学採鉱治金科， 25年卒

業〉沓査セラレタ ト云フ（同村ノ月山調査ノ
闘

方ハ判明セス〉。

no~ 船越村大浦ノ 小谷鳥鉄鉱床ハ故高橋亦
岡町

助氏ガ踏査ヲ命セラレタリト闇ク。

no~ 大槌ノ満俺噴ハ中山捨三氏担当中坑道
国

ニテ災害ノ為メ死残セラレ廃山 トデッタ。

fi!O 釜石部内サシ〈＊佐須〉ノ満俺ハ誰レ

カ踏査セラ（＊レ欠〉タカ判然セス。

nin 下閉伊郡田野畑村ト小木村ノ中間ニ

（後ノ沢〉，（滝ノ沢〉，〈水尻〉，〈麹畑〉青鹿

須久洞近傍ノ鉄蹟数ケ所外下閉伊郡茂市村ノ

鉄碩区ハ博士野日閣下故所長殿 ト共ニ実地踏

査セラレタノレト云フ。

fil:l 小国村鉄噴ハ博士野自閣下再度調査ニ
聞

及ハレタ リト云フ。

nu築川村根回茂ノ 倉手沢（赤岩，稗ノ

畑〉ノ外弐ケ所ノ鉄蹟床踏査ヲ命セラレ調査

スル所良蹟ナレ トモ多量デナイト認定シタノ
帥

デアッタ〈＊後年の砂子沢鉱山〉。

fil-0 宮守村照井愛助殿ノ出願鉄蹟区ハ達曽

帥 この外に高松鉱山は「大正五年釜石鉱山にて之を買収経営し， 鉱石は釜石製鉄所に送り，一時盛況を
見たるも大正8年鉱物価格暴落に道ひて休山L, 続いて鉱業権をも放棄」 とある（前掲~~. 240～241 
頁〉。

帥前掲（1), 169～172頁を参照されたい。
帥納富重雄「岩手県下鉄鉱調査報文」，「地質調査所報告』，第67号， 1918年，43～56頁。
帥金原信泰「20万分1「釜石」図幅地質説明書』，地質調査所，1903年，90～91頁。
制船越村 「大釜崎及純谷ノ露頭ハ今ヨリ六七年前（＊明治44, 5年頃〉 ノ発見ニ係リ，横山久太郎一時
露頭ヨリ採掘ニ着手セシモ幾何ナラスシテ中止シ，其後之カ採掘ニ従事スノレモノナシト云フ」とある
（前掲伺，32～39頁〉。

同大槌（南大槌〉鉱山は「明治二十年頃釜石の横山菜の手により関山せられたり。 当時二酸化満俺採掘
の為，大槌附近に露頭を発見する毎に事業に着手せるも， 当地方一帯は二酸化満俺は僅少にして殆んど
金属満俺なり しに依り，着手後休山するもの多く，当山も着手後間もなく休山せる由なり」とある〈前
掲~~. 218～219頁〉。

制前掲帥，91頁。
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部村ニ弐ケ所ノ露頭ガアッタ。明治四十年四

月頃命ヲ受ケテ調査スノレニ此レガ探蹟ノ後チ

ニアラザレパ権利ヲ譲受クノレノ見込ナキ所ヨ

リ交渉纏ラス寛ニ別レ了ツタノデアリ〈＊後

年の雲上鉱山〉。

Ul~ 明治升十九年末秋田県山本郡粕毛村大関

ニ於テ鉄蹟ヲ発見ス。室蘭ノ楢崎氏ノ申入レ

ノ由ニテ能代ノ大原佐平次ノ先導ニテ実査ス

ルコトヲ命セラレ派出ニ 及ヒ（＊プ〉所該鉱

区ハ既願地デアッテ大原氏ノ仲間ノ者ガ詐偽

的ノ所為デアリト 云フコトハ仙台鉱山監督署

ヨリ願書却下トナ ッテ初メテ手段ニ陥レニナ

ッタコ トハ認知セラレタノデアリ。実ニ由断

（＊油断〉ノナラヌ地方デアッタ。

。1$ 気仙郡米崎村中山権平氏ヨリ鉄破発見

ノ旨ニテ屡々鈴子事務所ニ申シ入レ実地踏査

ノ要求ニ従ッテ命ヲ受ヶ同人ノ先導（抹消〉

明治四十年壱月矢作村ノ内峠ノ沢鉄醸床及ヒ

大松山沢壱ケ所原台山脈〈東南〉海抜壱千弐

百尺ノ位置ニ赤金山 ト称スル褐鉄蹟床（十弐

尺斗り。 ＊後年の柿倉鉱山か〉堀進ノ景跡（＊形

跡〉アッタ（抹消〉宝鏡ノ沢，彦曽沢ハ種山

ノ山脈ニシテ室板山ニ連Eスノレモ壱定ノ磁床

ナク諸所ニ包奪ノ磁石デアッタ。且ツ錨脈又

ハ蹟床ノ部分ハ何レノ方面モ雪支ノ為メ充分

調査ヲ尽スコト能ハス雪解ヲ待ッテ再調ヲ要

スノレモノト認メタノデアッタ。

川青森県東津軽郡滝沢村東獄鉄鉱区（＊

東獄鉱山〉ハ大場富太郎借区ニシテ第六号迄

露天ニ鋪ノ如キノ碩床採掘ノ磁量モアッタナ

レトモ全山ヲ予測スノレ時ノ、石灰ト花嵐岩ガ奮

起シテ鉄顕ハ既ニ包奪セラレテアノレカラ多量

9巻1号制

デナイコトハ明デアッテ将来ノ見込ナキモノ

ト認定セリ。此ノ復命ニ従ッテ寛ニ不調（＊
M 

ニ欠〉セラレ（＊タノ欠か〉 テアッタ。

Ul~ 明治ガ十九年六月盛岡小田島大造ノ申入

レノ由ニテ（＊青森県〉三戸郡上郷村関， 因

子村根渡方面ニ銅ノ蹟床数ケ所アノレコトヲ以

テ屡々ノ申入ノ由ニテ実査ノ命ニ従リ出張セ

リ。寺ノ沢桑ノ沢外弐ケ所ハ見込カブッテ試

掘出願ニ及ヒタリ。此ノ地方ニ老ノ倉〈＊不

老倉か〉鉱山瀬川鉱山大越ノ鉱山ガアッテ皆

連亘セリ。破錨ガ相応デアッタカラ重復（＊

重複〉モ多クアッタ。夫レニ東京ノ松下軍治

氏ノ競願トナリ 小田島哲太郎氏ハ松下方ト内

関係シテアノレト後発覚シテ実ニ不徳義ナノレ輩

デアッタ。

au 同年拾弐月小田島大造氏ヨリ銅磁区実

査ノ義再三申入レノ 由ニテ同氏長男哲太郎融

先導ニ従リ田野畑村七滝銅蹟区外嶋ノ越ヨリ

小木村 トノ中間ナノレ海岸拾五ケ所（平井除〉，

coノ沢）， co沢〉，〈切牛〉，〈夜生沢〉，（須

久洞〉，〈青鹿〉，〈麹畑〉，（水尾〉，〈滝ノ沢〉，

〈松前沢〉，（コイコ ロベ〉， 〈ハイブ〉，〈平井

賀〉， （羅賀〉， 小川村門ノ内湯ノ沢等ノ銅蹟

区踏査ニ及ヒタノレモ一体〈＊一帯ハか〉水成

岩系ニシテ確カナノレ積錨ト認ムルモノナカッ

タ。

U20 （＊青森県〉 中津軽郡千歳村一ノ 渡外

六ケ所（小木口三沢壱枚石沢人待沢板沢オカ

ミ沢〉実査命セラレ差向キタノレモ何レモ徴利

配ノ錨脈ニテ本錨脈ノ見込ハナカッタ。

川 明治四拾年弐月東磐井郡千厩町玉沢嘉

吉氏ヨリ銅臓区譲渡シノ申入レノ由ニテ実査

帥野呂景義も砂子沢鉱山を調査している（前掲~~. 226～227頁〉。
帥前掲伺， 24～32頁。
倒前掲帥， I～21頁。
帥東獄鉱山は「大正三年より同八年迄輪西製鉄所（＊北海道製鉄株式会社ともある〉にて磁鉄鉱の採掘
をなし，毎月千魁内外の鉱石を採掘して之を索道に依りて滝沢村に荷下げし，之より青森迄馬車にて運
搬し， 更に青森より船積して室蘭に送りたるも，大正八，九年の経済界の不況のため之れを中止せりと
云ふ」とある（前掲~~. 260～261頁〉。鉄鉱石生産量は， 大正六年： 6,985 t' 大正7年 ：9,915 t c植
村美己男『日本地質鉱産誌』，地質調査所， 1932年， 254～255頁〉。

帥 E.Naumannも明治14年に一ノ渡産雲母鉄鉱 （赤鉄鉱〉の鉱石試料を見ている〈ナウマン「本邦所
産煤炭及鉄」， r地質調査所年報』，第l号， 1884年，88～90頁〉。
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大島普太郎「故釜石鉱山田中製鉄所所長横山久太郎殿功節録」（2) （岡田）

方ヲ命セラレ。（＊宮城県〉気仙沼木吉郡新月

村阿部吾市氏外五氏ノ出願積区ノ中間ニ残蹟

区ガア ッテ則チ新月村〈大字新城小字戸渡〉

金成沢銅山ニシテ旧式ノ製銅工場ガアッタ。

所々ニ大分浮ノ残分ハ認メ ラレタ。 下部隣接

区域ハ阿部氏ノ分ニテ経営中デアッテ鋪ノ堀

進ノ 行亘リハ既ニ金成沢ノ方ニ進入シテアル

ト認メラレ後日ノ故障ノ 生スル事明ナルヲ以

テ寧ロ断念スル事トセリ。

02~ 明治四拾年参月稗貫郡湯口村桂沢金銅

破区（＊桂沢金山〉ハ川口町 （＊花巻市〉菊池

七兵衛ノ 出願地ニシテ実査ヲ命セラレ踏査ス

ル所蔵錨ノ、何レモ底堀デアッテ桂沢JIIノ沿岸

ノ為メ 湧水多量ニシテ採掘上当時ノ 売蹟ニ比

スル時キハ収支ノ償フ見込ナキト認メラレタ

ルモ相当ノ設備ヲ以テ開発ニ及ブニ於テハ採

量（＊採掘量〉ハ挙ノレモノト認メラレタ。

02~ 金沢村永井〈本長井〉金山 モ菊池七兵

衛氏ガ経営ノ蹟区デアッタ。其ノ権利ヲ引受

ケ直営セラレタルモ利益ノ見込立タジ寛ニ廃

業セラレ（＊タノ；欠か〉テアッタ。

02-0 栗橋村痩駒金山（キ排天鉱山〉含有金

分多量デアルト誰レカ建策セラレ故所長殴ガ

直営ノ希望ナノレコトヲ通常例会ノ議題トナツ

タノデアリ 。該経営上ニ付テハ大ニ反対ヲ主

牒（＊主張〉セリ 。為メ ニ感激ヲ受ケ（＊タノ

欠か〉テアッタ。然ル所錨堀粘土ノ、採掘容易

ニナ ッタ所ヨリ漸次ニ壱人分ノ労働貫量採増

トナッタ所ハ金分ノナキ土分多キ変化ノモノ

タノレコトヲ感知セス。其盤受取テ該堀畜〈＊

掘蓄へ〉ノ粘土ハ豪雨ノ為メ悉皆流失トナッ

タ ト云フ。後チ早栃弁天沢金碩ハ硫化現黄鏑デ

アッテ相応ノ採取ニナノレベク見込ガ立ツ工学

士吉川技師閣下担当セラレ硫化〈＊青化〉製

錬ノ設備ノ上ニ尽力セラレタノレモ如何ナノレ都

合カ成功ナラス廃業トナッタト云フ，兎角金
C渇

山業ニハ良縁ガ達シ得ナイヨウデアッタ。

02~ 建築材料諸機械器具外倉庫品類酒保品

類ハ大概東京本店扱ヒ 仕入レデア ッテ米噌

〈 ＊ 味11~）塩酒酢醤油ハ多分ハ石 ノ巻気仙沼

遠野地元デアッタ。文蕎細工ハ遠野，青森，

気骨11，塩釜，石ノ巻方面ノ 仕入レデ（抹消：

卵、テ酒酢l,lff油ノ如キハ東京或ノ、地元ノ仕入レデアッ

テ〉購入ニ付テハ時勢ノ変遺ニ後レス先見ノ

明アリ決シテ時宜ヲ失スノレ事ナカッタト云

フ。 実ニ此ノ利益ノ如キノ、多大ナルベシ。

川鈴子大橋栗橋ノ三工場ノ使用石炭ハ夕

張小野田外弐ケ所等ヨリ買入レ差支ナキヲ得

テアッタト云フ。

間 （抹消：下閉伊郡二舛石（＊二升石〉村ニ

ハ松ノ立木尺角以上拾八尺以上ョリ参拾尺迄ノ角ヲ

O採クニナノレベクモノハ凡弐千本是レハ岩泉川ヲ経

テ小木川口ニ流材スノレモノテアッタ。岩泉近傍ニハ

莱枕木弐万挺分ノ森林ハアッテ当時ノ、山元木代ノ原

価ハ壱挺ニ付八銭位デアッタ。普代村松立木ハ尺角

以上長サ四拾弐尺以下参百本以上ニシテ船積海岸迄

ハ壱里以内テアッタ。普代嶋ノ越羅賀ノ方面ハ桐ノ

立木ハ弐曲〈＊不明〉以上ノモノ目通り径七寸以上

太物尺弐参寸迄（＊ノ；欠〉物ハ約参百本以上ノ売物

ガアッタ。当時木代ノ、壱曲ニ付壱円以内ノ割合ニテ

売買成立スノレノデ該木材ハ得難キ良材テアッタ。且

ツ寅入レノ ~｝宜適当デ折角建議ニ及ヒ タノレモ場所ハ

遠隔ナリ且ツ当時手が廻リ兼ヌノレ所カラ速決（＊即

決〉ノ寅ヒ迩ピニナラズ。其後順々一般ノ景J鈎（＊

形勢〉高llむニ赴キ党ニ他人ノ買進ミトナッテ実ニ遺

憾デアッタ〉。

下閉伊郡二舛石仏二升石）普代嶋ノ越羅

賀部内ニハ松桐ノ良材栗枕木等数千本ノ売物

同菊池七兵衛の長井元平金山経営は明治25年5月まで追跡できるので，横山久太郎が同27年6月30日に

出願し翌28年4月24日に採掘許可を受けた「幽通り及ひ、小鎚村徳並小字笹平」の金山に相当するのであ

ろうか（前掲~~， 85～91頁〉。
同事l半天鉱山は「明、冶廿年田中長兵衛経営に当り， （中田告〉明治三十四年元平，長永，緋天等の金鉱を集

めて混家法に依る製金を試みたるも其成績恩、はしからず。明治71十八年五月青化製錬の設備成り主として
事~天の鉱石を用ひ，明治三十八年中金九八O匁（百分中七十〉銀五－o匁（百分中二十五〉明治三十九
年中合金銀一三四四匁を製出したるも，鉱石品位低下して収支償はず，明、治四十年採鉱製錬共に休業せ

り」とある（前掲~~， 217～219頁〉。
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ノ、当時ノ、製材家ノ、稀デ実ニ安価ナル故ヒ時宜

適当デアノレト建議ニ及ンデア ッタナレトモ遠

隔ノ地ノ為メニ速ニ買ヒ運ピニナラス。其間

ニ順々一般ノ景勢（＊形勢〉ハ高騰ニ赴キ寛

ニ他ニ買進マレテ実ニ遺憾デア ッタ。

U2~ 明治升十九年六月東磐井郡黄海村旧称三

ケ二山ノ松角製材及ヒ運搬方ノ担任同村派出

半沢勉氏ハ不整理廉ニ従リ解雇トナッテ命ニ

従ヒ事務ヲ引継ヲ受ケ同年九月上旬迄製材及

ヒ山出シ筏流等ノ事務ヲ悉皆終結ノ 上該所ヲ

引払ヒ夫レヨ リ石巻ノ丸山清兵衛氏ハ筏流ノ

着材ヲ野々島中継井ニ石浜船積ニ向ケ搬出扱

ヒ依託ヲ受ケテアッタ。 其結果最終迄ノ船積

ト野々 島ヲ経テ石浜末扱等取調方ニ差向キ要

件ヲ結了ノ上ニ夫レヨリ同氏ガ経営中ノ稲井

村水沼ノ松其外製材ノ分山元及ヒ筏流ノ材数

ヲ調査ノ上ニ帰所セリ。該黄海ノ分ノ、予定以

上出材テアッタ。唯立木ハ太サト長サノ如キ

ハ相当ノ大材デアッタナレトモ全部脂掻ノ為

メニ良材デハナカッタ。長短角丸太トモ弐万

弐千石以上枕木四千挺以上ノi士1材ハ皆東京送

リニセラレタリト云フ。

U2~ （抹消 ：遠野町松田某ノ申入レノ由ニテ下

閉伊郡〉有芸村山林立木楢栃雑木ヲ笑査ノ命

ニ従ッテ差向キタルニ発生ハ良材デアッタナ

レトモ（抹消 ー見通（ホ目通〉 廻リ四尺以上八尺

以下長サ弐拾尺以上参拾尺以下壱千本以内ト認メタ

リ〉田老ノ海岸迄ハ五里以内ナノレ運搬上困難

ノ場所ニシテ見込ナシ。 該地ニハ褐鉄瞭床

（＊田老鉱山の露頭か〉アノレト間キ及ヒタルル

モ巡視ノ余暇ナキ為メ踏査セス0

UJG 明治四拾壱年参月命ニ従ッテ福島県磐

城ノ平町ヨリ壱里ヲ距ル赤井誠ノ麓ニ畑子沢

炭蹟ヲ開発ス。事務所役宅職工居小屋出炭積

込場坑道開構 （＊開坑か〉 等ノ設備ノ工事ヲ

完結セリ。採炭ノ、塩釜ニ向ケ発送スルモノ デ

アッタ。

川植林事業ニ付テハ疾ヨリ故所長殿ハ適

制 前掲伺， 57～62頁を参照されたし、。

9巻1号制

当ノ場所ヲ撰定シO山ニ杉苗ヲ逐年増植セラ

レ。尤営林ハ発育ノ後チ莫大ノ宝木トナノレハ

明ナノレ。斯ノ如キノ 事業ニモ深慮セラレタノ

デアッタ。

UJ2 漁業モ鮪建網ヲ試行セラレタルコ トア

ルニ相当ノ利益ヲ揚ゲラレタルト云フ。全ク

天運ノ幸徳、ナルベシ。

釜石鉱山外鉄蹟i筒俺積金銅蹟各方面ノ蹟床

ハ故所長殴ノ大概調査セ ラレ（＊タノ：欠か〉

テアッタナレトモ充分ノ見込ノ場所ハナカ ッ

タ。

UJ~ 内規文ハ帳簿ノ制定方私内外雑務ニ至

リ迄能ク総テニ亘リ自ラ考案調理整頓セラ

レ。故ヒニ基礎ノ堅固 トナツ タノデアルベ

シ。横山茂登子未亡人ノ方ハ明治廿参年頃ヨ

リ御来鈴トナッテ簡接（＊間接か〉ニ内部ノ

事ハ総テ能ク補ワレ且ツ賢土ノ所員ノ方ハ勿

論其家族方ニ至リ迄テ交情ノ厚キコト特別ノ

対遇（＊待遇〉ヲ以テ平素円満ニ 調和ヲ図ラ

レ職工ナトノ如キ〈＊ニ欠か〉モ深ク慈愛ヲ

施サレ（＊タノ：欠か〉テアッタ。此ノ温情ニ

浴シテアッタカラ一般自営ノ誠心ニテ順当ニ

成功ニ向ワレタルコト全般ノ経営ノ利益 ト故

所長般ノ安慰〈＊安窓か〉ナノレコトハ多大ナ
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ルハ明ナノレベ・ン。

UJ~ 是レ迄陳！I真シタルモノハ記憶ノ｛蓋ヲ列

挙シ故所長殿ノ功績ノ神髄ノ幾部ニ感味〈＊

感服か〉シタノレ事項ヲ陳ベ完結スルノデアリ。

若シ補足トナルニ於テハ幸甚ナリ。故所長殿

ノ勤労上ニイ寸前陳シタノレ如ク挙テ算フノレ事能

サル ト雄モ尚ホ入念トシテ概括シ重テ陳供セ

ントセハ左ノ下ノ如－ン。

UJ ~ 抑モ旧官行廃業ノ当時ハ恰モ暗黒時代

ト変化ス。本県ハ勿論其外ノ方面ニ影響スノレ

所砂カラザノレモノデアッタ。殊更労働者ノ如

キハ既ニ生活ニモ殆ト困迫〈＊困窮か〉 ナノレ

場合デアッタカラ賃料ハ実ニ例外ノ薄給ニ甘

ジテ雇蒋ニ応セラノレタノデアリ吾ラハ僅カ金



大島善太郎「故釜石鉱山田中製鉄所所長横山久太郎殿功級録」（2) （岡田）

'3S 

五円ノ月俸デ採用ニ応ス。此ノ如クノ景態

（＊景況か〉デ一般皆実直ノ取引ヲ旨トシテ

アッタカラ総テ鉱山ガ多分ノ便宜ヲ得テ経営

セラレタコトハ明テアリ。

川 田中製鉄所ガ創業ヨリ守成時代ヲ通ジ

テ大正拾年ノ今日ノ現勢ニ至リニ於テ鉱業，

購売，海運，木材，雑業等ノ経営其外社交上

総テ紋所長殴ガ先見ノ秀才ニ富マレ運行上壱

トシテ後数ヲ取ラレタルコトナク皆順当ニ成

功ヲ挙ラレ。是レ自然、ノ符、生ヲ備へラレ天与

ノ幸運デアラレタノデアリ。

川 明治弐拾弐参年頃松方大蔵卿兼工部nu
時分デアッタ。田中本店ガ釜石鉱山ヲ全部払

ヒ下ケノ許可ヲ受ケ代金納済ニ付納期ノ御約

束モアラレタト灰聞セリ。其折ル既ニ新聞紙

上ニ表載セラレテア（＊ツ欠〉タ通リ自由党

又ハ其ノ外ノ不平ノ雷鳴ガ発セラレタノデア

ッタ。然レトモ本店ガ既ニ所有権確定ノ手続

結了セラレテアッタト灰カニ伝聞ニ及ンダノ

デアル。尤此ノ払ヒ下ケノ件ニ付テハ一般ノ

羨望者ノ憲誼〈＊露々か〉スル所デアッタト

玄フ。

川創業時代ノ、皆能ク幸抱方ノ奉務デ大成

ノ時宜到来ヲ祈福シ（＊タノ：欠カ当〉テア yタ。

然ノレ所カ、‘空カラス逐年大勢ガ変遷ニ伴ヒ事：務

員ノ、勿論労働者ニ至リ迄対遇〈彬待遇〉カ

ヤ相当ニ進ンダノデアリ。日清，北清，日露

戦争前後ハ安外（＊案外〉ナル幸栄（＊幸運〉

ノ時勢デアッタナレトモ再ヒ明治四拾弐年頃

後一般ノ鉄類ノ販路頭縮ニ傾キ壱時ハ従業者

文ハ取ヲ｜ノ関係者ト共ニ憂慮ヲ懐カレタルト

云フ。然、レトモ故所長殿ニハ絶間ナク奮励セ

ラレテアッタ所ガ稀有ナルカナ（抹消：幸運

ナノレカナ時宜至レノレ〉欧州戦争ガ突発ス外輪鉄

類ハ杜絶トナッタ為メニ逐次販路ハ拡張ス先

売契約ハ行ワレ何時モ製産品ハ払庭（＊払底〉

ノ景勢〈＊形勢〉ニ進化 ス。加之II頂々価格ハ

開聞以来ノ暴騰トナリ為メニ特別多大ノ収益

結歓〈＊決算か〉ヲ挙ゲラレタト灰ニ閲ク所

デアッタ。夫レガ故ヒニ鉱山ニ関連久ノレ陸ヤ

海ノ賢土ノ方ハ勿論労働者ニ於テモ非常ナノレ

奮勉スル所トナッテ益（＊々 欠）盛業ニ赴キ

俄然；援風ハ行キ亘ッテ野デモ山デモ手ノ舞ヒ

足ノ踏所ヲ知ラス歓喜ヲ諦サレ実ニ予想外ノ

時運デアラレタト云フ。

fi3~ 此ノ如クナノレ（抹消： I時勢デアッ タカラ）

職工雑夫受負人又其ノ配下ニ至リ迄虚栄心ガ

発起ス賀沢ヲ尽ス皆上下ノ礼ヲ失ス階級ナク

同等ノ権威〈＊権利力、〉ヲ専横スノレニ至 γ タ。

反ッテ労働者ノ機嫌ヲ窺フ様ナ取扱フ向モア

ッタト云フ。一般ノ噂ニ昂ッテアッタ社会ノ

変動ハ実ニ驚ク入リノ外ハナイ。其frクナルト

難モ怠リナク厳戒ヲ尽サレ且ツ矯革ヲ施サレ

テアッタト云フ。

川故所長殴ニハ管統上ニ付テ平常順序ヲ

確定ス執務セラレテアッタト云フ。

tt4n 例セパ鈴子工場内各課ノ製鉄，鋳鉄，

運輸，建築其外ノ事業文ハ桟橋，回漕業ニ至

リ迄昼夜ノ定時ニハ必ズ巡視セラレ又大橋，

栗橋ノ両分工場ナドハ壱ヶ月中ニハ壱弐回或

ハ建築工事場ニハ此ノ限ニ関ワラス臨監指揮

セラレ（＊タノ欠か〉テアッタ。

同外交上官民対応如何ナル場合ト雌モ軽

侮又ノ、拒絶或ノ、不敬ナノレ反感ヲ懐カル、様ナ

挙動ハ主主モナク全ク篤厚ニ因リ対交〈＊対応

か〉セラレタノデアッタト云フ。

川 内外多事繁雑中ト難モ所業ノ進行ニ付

テハ寸時モ渋滞スノレ事ナク速決ニ結行（＊決

行〉セラレ皆配下ノ賢土ノ方ニハ指命ニ従ヒ

柳カ怠糧或ハ好機ヲ失スル事ナク異算〈＊違

算〉ナキ功労ノ賢土ニ対ステハ順々昂進（＊

昇進か〉ト賞与ヲ以テ能ク励行セラレタノデ

アリト云フ。

川将来鉱業ノ発展ニ供フ警戒ノ必要上平

帥大塚専ーによると，明治24年8月現在の 1日賃金平均は凡そ採鉱夫，運搬夫，詰職工，大工： 25銭，
雑雇工夫，炭焼失：20銭，女工夫 ：6銭5厘とあるから（前掲（1), 60頁〉，明治21年 5月に採用された大
島善太郎の月給4円50銭は雑夫並かそれ以下の処偶であった。
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技術と文明

常工場巡視先ニ於テ若シ路中或ハ工作場建築

ノ外隈（＊外郭か〉ニ於テ新古ノ釘ヲ見当リ

時キハ壱本タノレトモ見外サレタノレコトナク拾

ヒ取ッテ洋服ノポケットニ収メ集ラレテ向後

総テ此ノ如ク注意ヲ望ムトシテ一般ニ対スル

警戒ノ鏡ヲ与へラレタノデアッタ。当時大橋

ニ巡回事務所ニ宿泊ノ折ニハ能ク熟睡セラレ

何時モ安堵デアルト喜色ヲ洩サレ（＊タノ：欠

か〉テアッタ。

U4$ 内外ノ事務上ハ勿論殊更ラ建築考案ニ

付テハ常ニ座居或ハ歩中又ノ、汽車ナドニ於テ

モ寸時タルトモ無益ニ空過セラノレ、事ナク総

テ熟考ヲ重ネラレ。幸ヒ適合ノ銘案（＊名案〕

ガ生レタ場合ハ例ヒ人込 ・雑踏ノ中ト難モ或

ハ他人ノ笑噸モ顧ミズ悟悦ノ余リ突発ニ雀躍

欣0（＊喜か〉セラレタ事ハ誉語（＊誉言か〉

ノ噂トナッ（＊タノ欠か〉デアリ。又

同釜石鉱山ハ田中本店カアッテ故所長蹟

ノ事績モ挙ル所長アッテ回中製鉄所ノ声価モ

昇騰ス。故ヒニ事業ノ発立（＊発展か〉ニ伴

ヒ其ノ収益スノレ所多大ナル（抹消 コトハ一般

ノ認ムノレ所デアリ〉 且ツ又田中本店ノ両御主君

ト所長監ノ 雷轟ハ鴻大無彊ノ誉ナリト賞美ス

9巻1号制

川 （＊重複〉海上セOノ事業 ニ於テ天道

ニ従ッテ多少ノ躍害ナキニアラジナ ク創業

以来升｜－五年間円満ニ取運ヒトナリ。先ツ以テ

大過ト難モ種々ノ関係ヨリ生スル所ノ故障或

ハ法庭（＊法延〉ヲ煩ス事ナキハ実際本店ト

故所長殴ノ一般ノ徳望ノ、明ナルベシ。

同故所長殿ノ功績上ニイ寸テハ吾ラガ記臆

併記憶〉ニ存蔵スル丈ケハ（抹消 ：故所長殿

／統監中ニ関聯ニ基ニ〉細大トナク既ニ是迄列

挙陳べ及ンデ外余シ所ナシ（抹消・尽セタノデ

アリ〉。一態〈＊一体〉故所長殴ノ功績上ノ色

彩ヲ充分ニ陳べ顕シ貫通スノレ事能ハザノレノ、実

ニ遺憾トスル所デアリ。唯旧官行ノ廃山ヲ受

ケ経営万事円滑ニ操履セラレ以テ国家ノ為メ

田中本店ノ為メニ偉業ノ鴻益ヲ挙ゲラレタノレ

ハ天恵ノ豊功 ト（抹消 ：故所長殿ノ：豊功ハ凡才／

及パザノレ事〉皆敬尊スノレ所デアリ。因テ吾ラ

ハ疾クヨ リ熱望シテ廃マザノレハ左ノ請願スル

ノデアリ o

M 故大主現社長御両君ト故所長殴ノ御三

方ノ 霊ヲ三神ト崇拝ス則チ総称スルニ山神ト

尊信ス毎月拾弐日ヲ 以テ祭杷ヲ執行スノレ事ヲ

恒久ニ遵守致シ度キ希望スノレモノデアリ 。宜

ルノデアリ。蓋シ何ンソ田中製鉄所而己ナラ ベナノレカナ。

ンヤ。関係ノ諸氏ハ斉シク億倖ノ符、沢ニ浴シ

麗髭ニ蔽容セラレ豊富ニナツタノワ或ハ云フ

皆（抹消 ：共同〉一致ノ精勤タル髄油（＊髄脳

か〉ヲ湧注ス市 シテ其ノ功果デアノレ ト誇顔ノ

幾分ヲ洩レ（＊ラシか〉テア ノレ ニ過キザルベ

シ。故所長般ハ能ク服従者ト認定スル時ノ、忽

チ相応ノ位置ヲ進メ或ハ抜擢シテ充分信頼セ

ラレタノデアッタカラ事業ノ進行ノ如キハ専

ラ円満ニ成功ヲ挙ラレ（抹消 ：タノデアノレベ

シ〉。此ノ如ク笑ニ秀才技能兼備ニ達セラレ

従ッテ一般ノ人望ト尊敬ヲ博ス全ク偉奇ナル

天徳ヲ供へ（＊備へ〉テオラレタノデアリ。

以 上

U49 （抹消 ．扇IJ 伸既ニ陳載列挙ノ事項ハ錯

雑又ハ前後撞着ニ亘リ点或ハ他方面ヨリ蒐集セラレ

タノレモノト重複ノ点之レ有ノレ事項ノ、是レハ此／億二

シテ取捨スノレコト願フ。吾ラモ最早老衰ノ今日ナレ

ハ不時ノ臨終ハ人間ノ常ナノレ。此ノ後再度ノ調整ス

ノレ事覚束無ク候。就テハ全部此億7 御採納ニ相叶ヒ

タノレ時ハ竪確ナノレ方ニ紀念（＊かたみ〉 トシテ永ク

保存相成ニ於テハ此／上ナク幸栄トスノレ所ニ有之

候。宜敷御高慮ヲ煩上度候。 謹言〉

大正拾年拾弐月拾壱日

大島善太郎判

調整

倒 「山神祭は全鉱山に例外なく十二月十二日て、あった」（森嘉兵衛『九戸地方史（日本僻地の史的研究〉
下巻』，同刊行会（法政大学出版局〕， 1970年， 359頁〉ので，毎月12日を設定したのであろう。大島善
太郎が釜石鉱山山神社に奉納した花関岩製手洗鉢（図－4）の奉納日も 3月12日である。
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大島善太郎 「故釜石鉱山田中製鉄所所長横山久太郎殿功綴録」（2) （岡田）

〈抹消：医学土工藤大助様

進呈待史〉

副 伸

既ニ陳載列挙ノ事項ハ錯雑又ハ前後撞着ニ亘

リ他方面ヨリ御手元ニ蒐集ノモノト重覆ノ点

之レ有ル事項ノ、抹消セス又唯事実上取捨ヲ請

〔補遺1〕 香村小録（図－2。右から 4人目〕は大

正13(1924）年， 「左のー編は田中鉱山株式会社釜

石鉱業所附属病院長工藤大助氏が甲子村字大橋の旧
家小笠原源十郎氏方の保存書類中より発見せるもの

にして両氏の許諾を経てまEに掲載す」と前置きして
「工部省沿革報告抜孝明治二拾一年八月 大蔵省

編」の全文（写本〉を紹介している （『鉄と鋼』，第
10年，1924年， 209～213頁〉。 この中の「大橋の旧

家小笠原源十郎氏」 は，木文（10）に横山久太郎が
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フ。街l採納ニナッ タ時キニハ紀念トシテ永ク

御保存相成ルニ於テハ幸栄トスル所ナリ。

大正拾壱年弐月

医学士工藤大助様

待史

謹言

「大橋ノ小笠原源十郎方ニ宿泊七拾余日間」と記述
されているので，工藤大助が本書を手掛りに横山久

太郎関係資料の調査のため小笠原源十郎を訪れたよ
うに推察されるが，今のところこれを補強する資料
は見当らない。
〔補選2〕 本書の所蔵者大島有隆氏は平成4(1992) 

年7月14日に92歳の天寿を全うされた。ここに謹ん

で御冥福を祈りたい。


