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青 山 英幸料

三池炭坑

三池鉱山局ハ福岡県下筑紫国三池郡下里村ニ

在リ。同国久留米へハ南々西凡九里， 又肥後

国熊本ヘハ北々西凡拾ニ里ニシテ，其炭坑

（七浦坑ヲ云フ〉ト相距ル拾五町，又船積場

タル横須浜ト隔ノレコト八町ナリ。 O局長以下

主記会計倉庫課等皆愛 ニ在リ テ局務ヲ総理

的別ニ開坑課ハ之ヲ七浦炭坑ノ側ニ設ヶ，

運諭課ハ横須浜ニ置キ，各其業ヲ執ラシム。

三池煤田ト称スベキモノ ハ， 其幅員梢広ク，

福岡熊本両県下ニ係レリ。稲垣工部三等技手

ノ十六年一月ニ竣功セシ同煤田地質測量ノ報

文ニ由ノレニ，筑後国三池郡肥後国玉名郡ニ跨

リ， 南北ノ 長サ凡二里廿七町余，東西凡三

里，全面積三千四百四十町歩余（以上ノ、同氏

測量ノ区域ヲ示スモノニシテ，地下深部ニ至

テハ尚此面積外ニ及フト云フ〉ナリ。全田中

開採ニ堪タノレ煤炭ニ層ヲ包括ス。其ーハ八

尺，ーハ六尺ニシテ，往昔ヨリ採掘スノレ所ナ

リ。但シ二層ノ炭量へ 露面ヨリ 海面下千五

百尺迄ノ間ニ壱億五千00七万余JI頓ヲ合ムベ

ク，内百四十九万六千噸ハ既採部トシ，又掘

採ノ際ニ廃耗ニ属スノレ者ヲ三分ノー ト看倣ス

モ，尚壱億万噸余ヲ採出シ得ベシ ト云々 。

此地炭山ノ 発見ハ，文献ノ徴スベキナシ ト雄
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遠藤 一 夫料水

モ，古老ノ伝説ニヨレヘ人皇百四代後土御

門ノ御宇将軍足利義勝ノ時世文明元年己丑ノ

年間ニ在リト云フ。然レハ今ヲ距ノレ四百拾六

年前ナノレヘシ。炭坑ノ数従来四アリ。昨年迄

ハ大浦坑ヲ最盛トス。七浦坑ハ尚微々 ニシ

テ，余ノ二坑ハ旧来ノ小坑ノミ。 然ルニ大浦

坑ノ火災ノ後ヘ全力ヲ七浦坑ニ注キタノレニ

ヨリ， 目下ハ大ニ整頓セ リ。 O大浦坑ハ今方

サニ鎮火ノ策ヲ講究スル所ニシテ，殆ント廃

坑ニ均シク， 其他ノ二坑ハ之ヲ生山井ニ中小

浦ト称スレトモ， 唐津地方ニ於ケノレガ如キ小

坑ニシテ， 観ノレニ足ノレモノナシト云フ。

此地炭層中「トヂ」ト唱フノレモノアリ。煤状

粘土ノ 堅徴ナノレモノ ニシテ，大小定マラス。

層中ニ挿在シ，大ニ坑業ノ妨ケヲナス コト，

筑前ノ目尾炭坑井ニ高島炭坑ニ於ケノレ ト相同

シト云フ。

0大浦坑

此ハ昨年火災迄ハ専ラ採炭セノレモノニシテ，

坑内ノ広ま頗ノレ大ニ切羽ノ数亦多ク，日々出

炭ノ額四百噸内外ナリシト云フ。今マ全ク密

閉シテ廃業セリ。当時火災ノ景況弁ニ消火ノ

策ノ如キノ＼示来官報上ニモ掲載セラレタレ

ヘ 愛ニ述ルニ及ハス。今ヤ其試盤将サニ炭

層ニ達スベキノ尺数ニ及ヒ，且ツ三ツ山竪坑
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ニ於テ捻セノレ瓦斯ノ速力温度共ニ甚シカラザ

ノレニ似タレへ 或ハ其目的ヲ達スノレコトヲ得

ベキカ。然モ未タ容易ニ断言シ易カラザノレナ

リ。

0生山中小浦坑

此ハ大浦坑ノ東北ニ在ル小坑ニシテ，其出炭

ノ、坑口ニ於テ之ヲ売却スノレモノト定メ，単ニ

居民ヲ使用ス。其出炭ハ即今日々合計三拾四

噸許。其坑口ノ 売価壱噸八十銭乃至壱円，而

シテ坑夫ヨリ買上ケ直段等へーニ七浦坑ニ

均シト云へリ。

O七浦坑

即今ノ景況タノレ三池炭坑へ即チ此坑ニ外ナ

ラス。其第一竪坑ハ海面上凡四十余尺ノ 小丘

ニア リ。明治十二年ニ着手、ン，同十五年六月

炭層ニ達シ，昨十六年一月諸器械補整備セリ

ト云フ。

第一竪坑ハ円形ニシテ，直径拾四択深サ二百

廿五尺， 其上ニ高サ五拾壱択六吋ナル櫓ヲ設

ケ，径八択ノ滑車二個ヲ其上ニ備エ， 綱鉄製

周囲三吋半ノ捲揚綱（上綱ハ地平ト三十度，

下綱ハ三十五度ノ勾配ヲナス〉ヲ架シ，長八

択六吋巾三択三吋ト四分ノー高サ五択九吋半

目方九千八百五十萌ノ鉄寵ヲ以テ， 一回ニ二

炭車ッ、ヲ昇降セシム。其炭車ハ長三択三吋

横二択五阿深二択半〈約十九立方尺〉目方凡

三百三十斤ニシテ，七百斤ノ炭ヲ容ルベク，

車輪ノ径ノ、九吋，軸ノ径ハー吋ト十六分ノ七

ナリ。人ノ 昇降モ亦此鉄龍ニ由ノレ。而シテ此

捲揚ヲナスへ九四十馬力ノ器械ニヨレノレナ

リ。其捲揚胴ハ径八択巾三択頁吋ナリ。

第二竪坑ハ，第一ノ北凡二百尺ニ在リ。坑ノ

直径拾四択深サ凡二百拾尺，以テ扇風器ヲ設

ケ，坑内大気ノ出路トナスノ見込ナリト云

フ。目下専ラ右建設中ニ係レリ。

坑外設置ノ汽耀ハ，拾壱馬力ノ「コルニシ汽
仁ーの誤か〉

健二個， 三拾馬力ノ「ランカシト汽雄大個ニ

シテ， 畑突大中小三個ア リ。大ハ高サ百尺口

径四択，中ハ高サ七拾五尺口径四択六吋，小

ノ、高サ五十尺口径二択ナリト云フ。
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坑内採炭ハ， 「ポストヱンドスト ーノレ法ニ由

リ，方拾壱間（六十六尺〉ノ炭柱ヲ留メ，坑

道ハ各幅十五尺ッ 、ニ開通セリ。煤層ノ上磐

殊ニ堅良ニシテ，又留木ヲ用ノレニ及ノ、ス。区

画粉然実ニ無双ノ良坑ナリトス。 0既ニ前述

セル如ク，昨年大浦坑火災後ハ全力ヲ愛ニ尽

シタノレヲ以テ，即今ハ切羽ノ数五拾ヶ所ニ及

ベリト云フ。坑内ノ景況ハ別紙第一図ニ於ケ

ノレガ如シ〔別紙第一図を欠〕。而シテ現今ハ

三池集治監弁ニ長崎福岡両県監獄ノ 囚徒ノミ

ヲ用ヰ，一昼夜ヲ二分シ就業セシム。囚徒取

締ハ看守長ト看守アリ 。又看守中差役掛ナノレ

モノアリテ，鉱山局開坑課員 ヨリ指揮ヲ受

ケ，専ラ事業ヲ監督ス。又囚徒中伝告者誘工

者アリテ其指揮ヲ助ケノレ等，殆ンド幌内ニ於

ケノレト異ナノレナシ。唯其異ナノレモノヘ坑業

用ナノレ提皿（即チ灯葦皿ナリ。之ニ「ツノレ」

ヲ付ケ使用ス。普通ノ煙火ト異ナノレナシ〉，鶴

I務ノ 外ハ，皆鉱山局ノ支弁スルモノニシテ，

葦シ其灯油ノ消費高及ヒ授受ノ際等不断役夫

苦情ノ源ヲナスモノ 、如、ン。此坑着手ノ炭層

ハ八尺層ナリ 。然モ断層等ニヨリ四尺許ニ減

セノレ部分モナキニ非レトモ，往々ー丈二三尺

ニ及フ所少カラス。傾斜ハ三度乃至五度ニシ

テ，南々西ノ方向ナリ。 O目下使役セノレ坑夫

即チ囚徒ノ 総数ハ千余名。日々採出ノ炭量ハ

五百噸内外ナリ。 O坑内ハ漸次軌道ヲ敷設

シ， 炭車ヲ通ス。其各切羽ヨリ車道アノレ所迄

ノ、，径二尺許ナノレ円形竹藍ニ煤炭ヲ盛リ，天

秤ヲ以テ二個ヲ連担シ来リ，炭車ニ積入ルモ

ノトス。其二盤ノ容量ハ概ネ百斤許。比運搬

ヲナスモノヲ後山ト云ヒ，採炭ヲ事トスルモ

ノヲ先山ト呼フ。賃銭ノ割合ハ二トー トノ比

例ナリトス。 0一切羽ニ従事スル先山ノ、皆二

名ナレト モ，後山ハ車道へノ遠近ニヨリ 二十

間毎ニ割合ヲ加入百間迄ヲ五等ニ分チ，即

チ八十一間ヨリ百間迄ハ先山二名後山四名ナ

リトス。 賃銭モ亦之ニ準シ五段ニ区別ス〔表

は次頁掲載〕。蓋シ炭車一個ノ買上ケ代ナリ。

而シテ炭質ノ堅軟如何ノ、復之ヲ問ハス。然モ
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実際目繋スノレ所ニヨレハ，往々堅牢ニシテ容

易ニ採掘、ン能ハザノレモノアリ。但シ柔軟ニシ

テ易々タノレモノ多キニ居レノ、，彼此相償フモ

ノトナスナノレベ、ン。其賃銭ノ廉ナノレ人ヲシテ

歎息セシム。 O採炭ノ、前ニ掲ノレガ如ク，壱車

〈煤炭七百斤入〉ッ、定価ニヨリテ之ヲ買上

ノレナリ。然、モ疏水工事ノ如キハ時々請負ヲナ

サシムノレコトアリ。又急掘ト称シ坑道ノ掘進

ヲ急クコトアレヘ一定ノ賃銭外左ノ割合ニ

増金ヲ給シ，之ヲ奨励スト云フ。

掘延等級 一週間掘延 捨尺毎ニ増金

寸也j 三十尺以上 三円

等 三十尺以下廿五尺以上 買t円五十銭

等 廿五尺以下廿尺以上 買t同

四 等 二十尺以下十五尺以上 壱円五十銭

率道上ノ炭車運搬ハ該局ノ持取夫之ヲ司リ ，
E送欠か〕

竪坑ノ下ニ運致シ捲揚ケシム。此夫ハ働キ時

間ニ由テ賃銭ヲ給ス。但シ練磨巧拙ニヨリ一

等ヨリ 十六等迄ニ区分シ，一時間七厘ヨリ壱

銭七厘京毛ナ リト云へリ。

坑内ニハ自転車壱台ヲ設ケ，上リ（炭層ノ傾

斜緩ナレトモ，尚其勾配ニ沿フテ上ルベキア

リ，下ノレベキアリ。長坂ノ中央ヲ限リテ上下

ニ分ツニ相同ク， 「上リ」ハ切羽ノ漸次上へ

進ムヲ云ヒ， 「下リ」ハ之ニ反シ漸次下ノレヲ

云フ〉ヨリスノレ炭車ヲ下シ，空車ヲ揚／レノ用

ニ供セリ。又近日曳揚器械設置ノ計画中ナ

リ。此ハ下リノ部分ニ於ケル炭車ヲ引揚ケ，

空車ヲ下スノ為メナリ トス。炭車ノ鉄龍ニ由
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リテ坑外ニ達スノレヤ，小頭其車中ヲ捻シ，塊

炭中粉炭或ハ悪石ヲ混スノレカ，又粉炭中ニ石

片ヲ混スノレカ，容量ノサ口何ナノレヤ等ヲ改メ，

之ヲ斜道ノ上端ニ至ラシム〈坑口ヨリ斜道

上端迄極メテ緩慢ナノレ勾配ヲ付シタノレ軌道ニ

ヨリ自転シ下上空車ノ、押上ルナリ〉。此所

ニ又役夫アリ 。其炭車六個乃至八個ヲ自転車

ノ鋼綱ニ連繋シ，約三度許ナノレ勾配ノ斜道ニ

由テ実車ト空車ト上下セシム。市シテ其炭車

斜道ノ末端ニ達スノレヤ，直ニ馬丁之ヲ受取

リ， 一馬ニ四車乃至五車ヲ牽カシメ ，軌道上

ヲ横須浜迄運搬ス。其距離ハ武十三町ニシ

テ，一馬一日五回ノ往返ヲナスヲ常トス。此

運搬ハ一人ノ請負ニシテ， 一日運送ノ車数ニ

由リ壱車ノ運送賃ニ差違アリ。左ノ如シ。

一週間平均 同 同

五百函以下 五百函以上六百 六百五十！羽以上七百
壱事 五十函以下同断 五十函以下同断

銭

三．八五 三．六四 一・一一

同 同

七百五十函以上八百 八百五十函 以上
五十函以下問断 同 断

三.0八 二．七九

炭車運送ハ昼夜ヲ分タス。故ニ軌道ノ傍所々

ニ街灯ヲ設置シ，明ヲ取レリ。而シテ此点灯

費井ニ車道ノ修繕等へ皆此請負人ノ支弁ス

ノレ所トス。目下使役ノ馬数五十五頭。若シ休

業セシムノレコトアレへ馬一頭ニ付飼料トシ

テ一日金武十八銭宛ヲ給シ，病馬アレハ其半

額ヲ与フト云ヘリ。坑内外使用ノ炭車ハ総計

四百個。壱個新調一切ノ費用廿壱円ナリト云
プリツジνール

フ。又坑内外ノ車道ノ、皆橋形軌欽ヲ敷設ス。
ゲージ

其軌IPiiiハ「十九吋ナリ 。坑外ノ軌道ハ二条，

平垣ニシテ勾配ヲ見ス。

横須浜ハ即チ大牟田JIIノ海ニ注ク所，愛ニー

ノ水間ヲ設ケ，高ク河水ヲ湛エ，運炭船間内

ニl幅湊セリ。 O鉱山局ノ運炭船ハ西洋形小風

帆船ニシテ，十般アリ。内一腹ハ小蒸気器械
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ヲ整置ス。壱捜ノ容積拾五万斤ナ リト云フ。

他ハ雇入レノ普通大和船ナレヘ大小一ナラ

ス。容積二万五千斤乃至五万斤ノ間ニ在リト

ス。 O軌道ノ終ノレ所，河岸ニ沿フテニヶ所ノ

積入場ヲ設ケ，順次炭車ノ来ノレ毎ニ之ヲ船中

ニ積入レ，満潮ヲ待テ水間ヲ開キ， JIIニ沿フ

テ遠ク海中迄堀割タル水路〈凡ソ九町許〉ヲ

進七風順ナレハ帆力ニ由リ， II関ナラザレハ

局船三池丸（水入四尺船体ノ長サ凡七十九尺

巾十八尺許ノ汽船ナリ〉ニ曳レ，口之津港ニ

運送ス。其粉炭ノ如キハ島原港ニ致スモ亦少

カラスト云フ。

横須浜ョリ島原港ヘハ海上二十壱英里，口ノ

津港へハ三十八英里ノ距離アリ。該局出炭ノ

販売ハ悉ク三井物産会社ニ委托取扱ハシム。

故ニ横須浜運輸課ニハ同社員モ詰合ヒ，同所

ニ於テ石炭ノ受渡ヲナシ，船ニ積入タノレ煤炭

へ之ヲ同社ニ引渡シ済ノモノトナセリ。然

レトモ島原口ノ 津港ヲ始メ長崎上海其他へノ

運搬井ニ欠減不時ノ損耗等，皆同局ノ負担ス

ル所ナリト云へリ。

採出ノ煤炭中，塊炭ハ重モニ上海天津香港芝

宋仙頭其他， 近来ハ新嘉披迄モ輸出販売ノ途

ヲ索ム。其粉炭モ三分通リハ海外へ輸送、ン，

余ハ内地ニ寵グト云ヘリ。昨年六月予定セシ

十七年度ノ海外売捌予算高ヲ聞ク ニ，

上海ニテ ｜塊炭五万千武百噸 ｜粉炭壱万九千噸

香港ニテ｜同壱万七千噸 l同壱万七千噸

合計 ｜ 六万八千武百噸 l 三万六千噸

ニシテ，此他仙頭芝宋天津等ニテ五千乃至壱

万噸ヲ売却シ得ベク，又汽船ノ焚料等ヲモ合

算セへ拾壱万噸ヨリ下ノレコトナカノレベシ

ト。而シテ昨年七月ヨリ 本年三月九日迄ニ採

出セシ石炭ハ総計拾万三千四百O六噸九二

五，又三月二日ノ坑井ニ横須浜其他海外及内

地ノ 諸方ニ蓄在セル高ノ、六万千八百四十六噸

〈海外ハ昨年十二月ノ調査ニヨノレ。故ニ現今

此高ヨリ減少セシハ無論ナリトス〉ニシテ，

昨年七月ヨリ十二月迄ニ売捌キタノレ高ノ＼塊

9巻2号（204)
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炭三万千O四十八噸三六七，粉炭壱万O五百

九十三噸七五，合計四万千六百四十京l頓一一

七 （採出高ニ比、ン，売却ト貯蔵トニテ八十余

噸ノ差アリ〉ナリト云フ。葦シ昨年来炭価ノ

下落ニ加フノレニ，大ニ需用ノ 額ヲ減セシモノ

、如、ン。今十五六両年間ノ需用即チ販売額ヲ

見ノレニ，其炭量井ニ価格ハ左ニ掲ノレガ如、ン。

年 Jjlj 塊 炭

十五年一月ヨリ 噸
同十二月ニ至ル ハ九，八四一． ニ一一五

十六年一月ヨリ 四九， 三四0.八六七O同十二月ニ至ル

差引減 二O，五0一．四五五五

平均価毎格噸ノ 粉 炭 平価均毎噸格ノ

弗
二八，三一九噸．五五二五

世品

六．一五ヨ 四．七七ヨ

五．四九ヨ 一六，O八0.0五00四．二五ヨ

ムム

一二，二三九．五O二五 ．五二．／、／、

是近来三井物産会社ノ頻ニ其販路ヲ内地各所

ニ索メ， 百方弘通ノ道ヲ講スノレノ大原因ナノレ

ベシ。

前上ノ景況ニ由テ臆測スノレニ，当炭坑昨十五

年度迄ハ年々多少ノ潤益ヲ見ザルナカリシ

モ，昨年来世上一般ノ不景気ニ襲レ，販売ノ

高ヲ減殺セラレタノレ上，其炭価ノ下落ハ暫ラ

ク諸色ノ下落ト差引ヲナストスルモ，此地ノ

如キ専ラ海外ニ市場ヲ占タノレモノハ，洋銀ノ

下落ニヨリ，二段ノ影響ヲ蒙リタノレモノト云

フベ、ン。然レトモ当局者ノ注意最モ周密ニシ

テ，理財ノ道ニ賢キ ト，七浦坑ハ極メテ簡易

無難ノ良坑タノレト，地方賃銭ノ最モ下廉ナノレ

トアリテ，今日此坑ヲシテ，尚深ク困域ニ陥

ラシメザノレモノナノレベシ。蓋シ此炭坑ニ二大

欠点、ア リテ，又大ニ経営ニ困シムノレヲ見ノレ。

即チ炭質善美ナラザノレト，良港ヲ欠タノレト，

是ナリ。若シ夫七浦坑ニ下リテ一望スレへ

前述セシ如ク，坑道四通八達，恰モ黒界裡ニ

歩スガ如ク，上下左右皆是炭壁ニシテ，一ノ

留木ヲ見ス。且又頭ヲ縮メ胸ヲ併セテ歩スノレ
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ニ及ハス。真ニ快乎ノ歎ヲ免レス。｜｜児内炭山

ノ如キ狭陸ナノレ坑内ニ在リシモノ，忽チ此坑

ニ入レノ、，恰モ棲屋ヲ出テ大閣ニ昇リシノ感

ナキ能ハザラン。然レトモ可惜。其周囲ノ炭ヲ

取テ品質ヲ捻スルニ及ンデハ，将サニ金玉ヲ

弄シ来ツテ忽チ斌攻ニ逢フノ歎アラントス。

是レーナリ。又近傍ノ海湾へ四面全ク陸地

ニ包マシタノレガ如キ形状ナレトモ，到処何レ

モ遠浅ナラザルナク，干潮ニ際スレハ干潟ト

ナルモノ十町余ノ遠キニ及ヒ，一ノ良港アノレ

ナシ。依之大牟田河口ノ如キ既ニ遠ク水路ヲ

堀割リ，僅カニ小船ノ通路ヲ設ケタノレモ，曳

船三池丸ノ如キ小汽船ダニモ，遠ク沖合ニ在

リテ，少シク風波アレハ忽チ逃レテ，島原或

ハ口之津港ニ避ケザノレヲ得ザノレノ景況ナレ

バ，其不便挙テ言フベカラス。而シテ又島原

ノ如キ目下港ト唱ノレ地へ港口極メテ狭陸ナ

レへ風波ノ荒ル、ニ際セハ，出入共ニ危険

ヲ極メ，決シテ良善ノ港脚ト云フヲ得ス。唯

口ノ 津港ハ一良港タ リ。然レトモ近来漸ク其

深サヲ減シ，今ヤ喫水廿四択ノ大船ノ、入ノレコ

トヲ得スト云ヘリ。且岸上狭陸ニシテ，十分

ノ貯炭場ヲ設クベキノ余地ヲ見ス。且此彼相

距ル海上既ニ三拾八英里，電線ノ設ナケレハ

進退不便ヲ免レス。是レ其二ナリトス。

炭坑使役ノ囚徒へ三池集治監ニテ四百六十

名許，長崎福岡両監獄ノ分併セテ五百四五十

名ナリト。而シテ昨年大浦坑ニ於テ暴挙ヲナ

シ，遂ニ同坑ヲシテ殆ント廃業ノ姿ニ至ラシ

メタノレモノヘ熊本県監獄ノ囚徒ナリシカ＼

爵後同監獄ノ囚徒ハ之ヲ謝絶シテ引取ラシメ

タリト云フ。 O囚徒使役ノ利害ニ付，鉱山局

官吏ノ 言フ所ニヨレヘ監獄ノ囚徒ハ元ヨリ

其刑期短縮ナレヘ自然貯金ノ念ヲ断タス。

之ヲ御スノレニ易キモ，集治監ノ囚徒ニ 至テ

ノ＼皆重罪ナレハ，自カラ粗暴ノ形状ヲ帯ヒ，

坑内ニ於ケルモ監獄ノ囚徒ヲ凌キ，往々局員

（巡視下掛等〉ニ対スノレモ暴慢挙動少カ ラス。

屡坑則ヲ犯シ，其害多、ン。本年モ既ニー暴挙

ヲナシ，水車ヲ殻ツ等頗ノレ妨害ヲ与タヘリト
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云ヘリ。其実況ヲ観ノレニ，局員ハ常ニ怖々駕

トシテ，彼等ガ暴ヲ加へンコ トヲ是怖ル。故

ニ囚徒ハ殊更ニ脅スノ傾向ヲナスモノ、如

ク，甚タ憂フベキノ有様ヲナセリ。元来当

坑ニテへ囚徒ヲ役スノレ日久シケレへ我幌

内ノ 参考ニ供スベキ有益ノ方法多カノレベシ ト

予想セシモ，其賃銭ノ甚タ下廉ナノレト，囚徒

衣食費ノ少費ナルトノ外へーモ有益ノ報道

ヲ得ス。寧ロ協内ニ於ケル実際ノ都合相優ノレ

モノ多キニ居ルモノ、如ク，為メニ失望ヲ極

メタリキ。蓋シ集治監囚徒ノ衣食費一人一日

当リ八銭五厘許，他二県ノ監獄図ハ同様六七

銭ノ問ニ止ルト。其賃銭ノ廉ナノレ（良民坑夫

ト難モ敢テ異ナノレナク，普通常用ノ人夫一時

間ノ 賃銭一等ニテ壱銭五厘八毛ニ超ルモノナ

シ〉トヘ元ヨリ羨ムベキノ現況ナリト難ト

モ，此ハ専ラ地方物価ノ 廉ナノレニ由テ生スノレ

ノ結果ナレハ，之ヲ挙テ直ニ幌内ニ遷スベカ

ラザレハナリ。

三池鉱山局ノ役員へ局長心得奏任壱名，局

員属官五名，技手四名，傭試拾武名（内医員

三名〉， 同巡視拾九名，下掛三拾八名，其余

小頭以下職工等凡壱千百名。其十七年度ノ営

業費予算試拾八万七千武百五拾三円。採炭額

ハ「拾五万噸ナリト云フ。

高嶋炭坑

高島へ長崎県下長崎港ノ湾口ニ於ケノレー孤

島ニシテ，周囲壱里ニ過キス。 島中村落二所

ニ分ノレ。其北面ニ在ノレモノヲ木村ト唱ヲ，即

チ古来ノ村落ナルベ、ン。市シテ島ノ南東ニ面

セノレ山側ニ沿ヒテ人家頗／レ多シ。是目下炭坑

ノ在ノレ所ナルヲ以テナリ。

此地坑業ノ目下三菱会社ニ属セルへ世人熟

知ノ所ナリ。而シテ島内ニ高島炭坑事務所ア

リテ，専ラ坑事ヲ所理シ，又長崎ニ長11奇高島

炭坑事務所ナノレモノアリ テ，偏ニ採出運至ノ

石炭ヲ統管シ，且会計上ノ 事務ヲ総理スト云

フ。故ニ高島ニ在ノレモノハ現業場ニシテ，長

崎ニ在ノレハ即チ事務所ナノレモノ、如、ン。依之

坑事ノ質疑ハ之ヲ高島ニ於テスベグ，経済上



技術と文明

ノ問題ハ長崎ニ於テセザレハ確答ヲ得ノレ能ノ、

ザノレナリ。蓋シ採出ノ石炭ハ， 日々之ヲ高島

ヨリ長崎港ニ運搬、ン，此港ニ於テ始テ販売井

ニ各地へノ運送ヲ所弁スノレヲ以テ，此組織ヲ

ナスナノレベ、ン。

島内ニ石炭ヲ発見セシハ凡 ソ三百年前ニシ

テ，今ヲ距ノレ九百五拾年前ョリ採煤ニ着手セ

ル由。島内所々 旧坑多ク，現ニ木村ニ於テ一

村ノ雑用ニ供スノレーノ大水井ハ往時ノ竪坑ニ

テ，最上層ナノレ八尺煤ニ就テ開設セシモノナ

リト云フ。此ハ前年海底深浅測量ト坑内高低

測量 トノ 差違ヨ リ島面ヲ放レタノレ坑道ニ於

テ，遂ニ海底ニ撃洞セシヨリ，如形海水ノ浸

潤スル所トナリ，廃坑ニ帰セシメタノレモノナ

リト。故ニ此井水ハ誠味強ク飲用ニ供スル能

ハス。日住村家日用ノ 雑水ト ナセノレナリ。又島

ノ南西面ニモ所々旧坑アリテ，大ニ現今ノ坑

事ニ障害ヲ遺セル由。是其深浅方向等ヲ示セ

ノレ坑内図ナキガ故ニ，其方向ニ坑道ヲ進メン

ト欲スノレモ，危険甚シキ ヲ以テナリ。

島内炭層ノ数ヲ四トス。第一八尺層（海水ノ

侵入セシモノ〉，第二胡麻五尺〈現今ノ第二

坑〉，第三磐トウ五尺層，第四「十八尺層

（現今第一坑〉之ナリ。其傾斜ハ北面ニ向

ヒ，九ソ二十度許ナノレベク，且盤状層ニシテ

北西ニ進ム ニ随ヒ勾配ヲ減、ン，漸ク文那辺ニ

昇ノレモノ 、如シ。然、モ中間小技澗多シト云ヘ

リ。此ハ単ニ大体ノ方向ヲ示スノミ。尚第二

図ヲ参観スベシ 〔第二図を欠く〕。

島内現行炭坑二アリ。第一第二坑ト称ス。 RP
チ島ノ南東面ニ開ク所二、ンテ，第一ハ竪坑。

幅十尺長サ十二尺深サ百三十八尺，第四ノ 拾

八尺層ヲ掘採スルモノ。第二ハ斜坑。其本道

ノ長サ二千百尺， 中間分岐シテ東西ニ分ノレ。

第二ノ胡麻五尺層ヲ掘採スノレモノ是ナリ。但

シ此層五尺ノ称アレトモ，実際ノ厚サ拾壱尺

ニ及フト云ヘリ。 O第一二坑ノ炭層中ドヂ」

ヲ挿在スノレコト， 三池炭坑等ニ於ケノレト相同

、ン。

現今使用セノレ坑夫ノ数ハ，凡ソ二千余名〈第
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9巻 2号（206)

一坑ニ千二百余名， 第二坑ニ八百余名〉。多

クハ渡リ坑夫ニシテ，少数ノ島民ヲ交ユ。之

レニ二十名ノ納屋頭（坑業下稼人，即請負坑

夫親方〉ナノレモノアリ テ，此坑夫ヲ分チテ統

轄ス。故ニ事務所ニテハ此納屋頭ニ対シ賃銭

等ノ仕払ヲナスノミ。更ニ坑夫銘々ニ向テハ

直接ノ関係ヲナサスト云ヘリ。

採炭法ハ「ピラ ーオーク」， 即チ炭柱ヲ留メ

掘進スノレモノニシテ，其掘採セノレ煤炭ノ、各切

羽ニ於テ塊粉ニ区分シ，車道迄ハ半円平底ナ

ノレ番ニ入ノレ，天坪ヲ以テニ個ヲ連担シ来ノレナ
E耳Iの誤か】

リ。而シテ東道ノ各切羽ニ接スノレ所ニハ炭車

ヲ置キ，塊粉炭ノ積入ヲナサシム。此所ニハ

書記帳簿ヲ控エ，何某採出ノ塊若クハ粉炭ナ

ノレ旨ヲ記入、ン，一小紙片ニ之ヲ複記シテ其炭

王手ニ糊付ス。右終ツテ十数車ニ至レハ，銅製

曳揚綱ニ之ヲ連貫シ，坑内ニ設置セノレ曳揚器

棟ニ由テ或部分ニ至ラシム。其空事モ亦之ニ

由テ積入場ニ下ラシムノレナ リ。斯クテ右ノ如

ク，曳揚タノレ炭車ヲ其場所ヨリ竪坑ノ下ニ致

スト，坑外ヨリ 下シ来レノレ空車ヲ此曳揚場ニ

運送スル トハ，共ニ皆馬力ニ藷ル。此馬ハ常

ニ坑内ニ馴レジメタレへ極メテ能ク其労ヲ

執レリ。

坑内ノ、四通八達，碁道ニ異ナラス。 葦シ第二

坑ハ， 既ニ専ラ炭柱ヲ裁採シ，退歩ヲ謀ノレノ

運ニ在レハ云フ ニ及ハス。第一坑ト雌モ，未

採部ハ唯僅カ ニ南西ニ在ノレ小部分ニ留リ，其

北西部等ハ均シク炭柱ヲ裁採シ去ノレノ歩ヲ取

レノレ如ク，遠ク島面ヲ放レ進メ得ベキ丈ケ

へ既ニ進メ タノレノ坑内ナノレヲ以テ，其広衰
亡日の誤か〉

全島外ニ渉リ ，能ク一二Oノ目撃シ得ベキ所

ニアラス。故ニ愛ニ誌スモノ元ヨリ 其一班ニ

過ザルナリ。

第一坑炭層ノ厚サ拾有八尺， 加フノレニ上磐脆

弱ニシテ墜落ノ患絶ザノレニ由リ ，坑道ハ皆悉

ク留木〈松材〉 ヲ用ヰテ之ヲ防止シ（留木ト

留木ノ距離ハ僅々人ヲ容ノレベキアリ ，全ク密

接セノレアリ ，地位ニヨリ同シカラザ、／レモ，広

サ二尺ニ及フハ殆ント稀ナリ〉，或ノ、留木ヲ



山内徳三郎「福岡佐賀長崎三県下炭坑巡回報告書」（2)（背山 ・遠藤）

横ニ組上ケテ天井ヲ遮支セリ。然モ尚少シグ

注意ヲ』僻レハ，此組枠モ亦埋没セラレ，其掘

力ノ 最モ強キ点ニ至テハ，未口六七寸ノ留木

モ一日ニシテ砕折セラノレ 、コト，敢テ珍シカ

ラスト云ヘリ。実ニ坑内ニ入レハ，寧ロ留木

林ニ在／レモノ、如ク，其彩シキニ驚カザルヲ

得ス。O坑内熟度頗ノレ高、ン。且上磐ノ質タノレ

殊ニ熟ヲ醸シ自燃シ易キヲ以テ，火災ノ虞絶

ノレコトナシ。現二本年モ発火シ，為メニ工事

ヲ妨害シ，人命ヲモ損セシト云ヘリ。其発火

セシ部分ニ近付キ之ヲ捻セシニ，既ニ鎮滅ニ

属シタリト聞ケトモ，所々尚焚煤ノ臭気ヲ残

セリ。葦シ坑内モ大気ノ進路（坑外ヨリ清気

ノ吹入ノレ、部分〉ハ熟度甚タ高カラザノレモ，

其退路〈坑内各所ヨリスノレ汚気ノ扇風器ニ誘

レテ坑外ニ出ノレノ通路〉ニ於テハ，熟度ノ高

キ九十八九度ナルベキカ ト思ハレ，満身汗ニ

浸リ，時ナラスシテ炎夏苦熱ノ状態ヲ感シタ

リキ。故ニ坑夫ノ如キハ皆裸体ニシテ業ヲ執
〔栴1の釈か〉

リ， 曽Iテ*fl品揮ヲモ施スノレモノアノレコトナ

ク，全身ノ流汗ハ尚淋滴タリ。

採炭ニハ鶴I街〈三池炭山所用ノ品ニ比スレ

へ 其重量大ニ軽キヲ覚エ〉ヲ用ノレノミ。而

シテ炭ニ触ノレ、 ノ響音濁々，恰モ土俵ヲ打ツ

モノ 、如ク，手ニ随テ煤炭砕落シ来リ，須央

ニシテ目前ニ堆積スノレヲ見タリ。但シ此部分

ノ、近来最モ軟柔ニ属セノレモノ ナリト云ヘリ。

坑内ノ溜水へ日印筒ニ由テ絶エス之ヲ坑外ニ

致スコト，第一二坑共ニ相同シトス。其数予

備共ニ二十四個。水量一分時間八十四立方尺

ナリト云フ。又坑内可燃瓦斯ノ 患ア リ。故ニ

所用ノ灯火へ 「デウヒ一井ニ 「クラニ一氏

ノ安全灯ニ限レリ。此ハ皆事務所ヨリ銘々ニ

貸与シ，油モ之ヲ給与スノレモノトス。且之ヲ

渡スニ当リ，一々ニ錠ヲ下シ，狼ニ開閉スノレ

コトヲ得ザラシム。 為之又坑内適宜ノ地位ヲ

計リ，別ニ灯番ナノレモノヲ置キ，鍵ヲ掌リ，

油ヲ備エ，以テ安全灯ノ不時ニ消滅セシモ

ノ，或ハ網ノ；煤ニ汚レテ火光ヲ失セシモノ，

或ハ灯油ノ尽タノレモノアレヘ 此灯番ニ就テ
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修理スノレコトヲ得ノレノ使ヲ設ケタリ。其用ノレ

所ノ油ハ近来落花生油ニ定メタノレ由。此ハ上

海ヨリ輸入スノレ所、ト云フ。 光明梢可ナ リ。其

安全灯ハ入坑ノ｜擦ニ受取リ，出坑ノ際之ヲ返

付スノレモノトシ，為メ ニ一室ヲ設ケテ受渡ヲ

ナシ，掃除等別ニ其役夫ヲ設ケタリ。此灯室

ニ入テ一見セシニ，其数実ニ彩シカリキ。第

一坑ノ竪坑ニ近キ所ニ於テ，炭層中ニ浴室ヲ

設ケタリ。高サ九八尺巾九尺長サ十五尺許ノ

所ヲ休息所ト、ン，之ニ隣テ方ー丈許ノ 所ニ二

個ノ風呂ヲ設ク。其湯ハ坑内P~p筒ニテ生スノレ

モノ ヲ用ヤルナリ。各所巡視ノ後一浴シテ満

身ノ汗ヲ去ノレ，~ニ爽快ヲ覚フ。実ニ高嶋炭

坑ハ百事完備セノレモノト云フベシ。

坑夫ハ通例二番方ト定ム。採炭買上ヶ方法ハ

三池炭坑ニ於ケノレト均シケレトモ，価格ニ至

リテハ差アリ。且切羽ノ遠近ハ之ヲ四等ニ分

チ，塊炭壱万斤試円四拾六銭四厘ヨリ三円五

十八銭四厘，粉炭同壱円六十三銭武厘ヨリ武

円十七銭六厘迄トス〈常用人夫一日十二時間

働ニテ，金拾三銭ヨリ三十銭ナリト云フ〉。

壱車ノ容量ハ十九立方尺ニテ，之ヲ六百斤ト

定ム。但シ車ノ容積ハ三池炭山ニ於ケルト均

シキモ，炭質ニ由リ斤量ニ差アノレモノナノレベ

シ。 0坑内大気ノ流通ハ扇風器ニ由レリ。又

所々ニ扉ヲ設ケ， 開閉シテ通路ヲ左右セシ

ム。其扇風器ノ、坑外ニ設ノレ所ニシテ， 蒸気力

ニ由レリ。 其羽車ノ径ハ拾八尺， 一分時間回

転ノ数ハ通常五拾八ナ リト云フ。 0同所ノ鉱

山土南部球吾氏ノ言ニ日ク。坑業ニ属スルノ

危険困難ハ当炭坑ーモ之アラサルハナシト。

前条述ノレ所ニ由ノレモ其言実ニ夫然ランカ。之

ヲ三池炭坑ニ比スレハ，其難易誠ニ著大ノ差

アリト云フベシ。高島煤炭原価ノ廉ナラザノレ

実際不得止モノ亦之アノレモノ 、如シ。

坑内所々ニ曳揚器械井ニ自転車ヲ設置シ，馬

力又之ヲ助テ，各切羽ヨ リノ炭車竪坑ノ下ニ

来レハ鉄寵ニ二車ッ 、ヲ入レ，之ヲ坑外ニ捲

揚ケシム。 市シテ炭車ノ坑外ニ出／レヤ，役夫

アリ。直ニ之ヲ斤量改所ノ前ニ致セへ検査



技術と文明

役アリ。鉄棒ヲ取テ一々之ヲ改ム。右終ツテ

炭車ヲ権衡上ニ致ス。此権衡ノ、予メ炭車弁ニ

六百斤トノ重量ヲ併セ分銅ヲ仕掛ケ置ケノレヲ

以テ，其定量以上ノモノハ之ヲ通過セシメ，

炭車ニ糊付セシ小紙片ハ此時之ヲ取リテ，何

某所採ノ塊粉炭ト車数トヲ帳簿ニ記入ス。其

炭車ハ之ョリ直ニ自転車ニヨリ四五乃至六七

草連貫シテ斜道ヲ下リ， 船積場ニ達スノレ ナ

リ。但シ斤量ノ不足ナノレモノヘ其割合ヲ捻

シ，塊炭ニ多量ノ粉炭悪石又粉炭ニ悪石ヲ混

スルモノ、如キハ，者rsテ之ヲ再撰セシムト云

戸、リ，。

船積場ハ海中ニ突出セノレ桟橋上ニ設ノレモノ ニ

シテ，左右ヲ塊粉ニ区分セリ。故ニ炭車ノ

来ノレニ及ヒ，之ヲ左右ニ分チ，直ニ船積ヲナ

スナリ。 O運炭船ハ長崎港ト高島トノ間ヲ往

返スノレモノ ニシテ，！｜関風ニハ自ラ帆カニ由

リ，風順ナラザレハ事務所々属ノ小汽船ニ曳

レ，日 々ニ渡航ス。此ハ皆雇ヒ船ナレヘ大

小元ヨリーナラス。且概ネ大和船ナレトモ，

近来西洋形小風帆船井ニ大和船ヲ風帆形ニ改

築セシモノ少カラス。此改造船ハ二橋ニシ

テ，横ニ小丸太ヲ縫付ケタノレ帆ヲ用ユ。外観

奇形ニ属スルモ，頗ノレ弁利ナノレモノト云へ

第二坑へ炭層ノ梢蒋キト竪坑ナラザルノ外

へ都テ第一坑ニ異ナラスト云フ。但此坑ノ

曳揚器械へ 一個ヲ坑口ニ備エ，是ヨリ船積

場迄ハ馬力ヲ使用セリ。其中途別ニ斤量改所

ヨリ，都テ前ニ述ノレ所ノ如、ン。

目下日々採出ノ炭量ヘ八百五拾噸ヨ リ九百

噸ナリト云フ。而シテ第一二坑共ニ，既ニ炭

柱裁採ノ業ニ属シタレヘ当炭坑ノ命脈ノ、蓋

シ久シカラザノレベ、ン。但シ第一坑ニハ尚若干

ノ未採部アリ。其炭柱ト雄トモ数多ク，層厚

ケレハ爾後此両坑ヨリ 1±1ス所ノ炭量ハ，尚巨

額ナラザノレヲ得ス。後年ノ見込ハ之ヲ事務所

ニ質スモ，判然ノ答ヲナス能ハスト云へリ。

故ニ元ヨリ想像ニ過ザレトモ， 仮今壱ヶ年採

出舘士主拾万噸トセハ，恐ラクニ拾年内外ニ
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過ザJレベシ。

昨十六年中採出セシ炭額ハ二拾八万噸（塊粉

両炭ノ総数〉。其所費ハ九拾四万九千八百六

十試円二十八銭四厘。即チ塊粉平均壱噸金三

円三十九銭二厘余。又本年ノ採炭予算額ハ三

拾壱万噸ニシテ，所費ハ「百零八万五千円，

即チ平均一噸金三円五十銭ノ見込ナリト云へ

リ。而シテ其現今貯畜ノ炭量ヲ聴ク ニ，総計

武万O九百五十六噸ニシテ，内訳左ノ如シ ト

玄フ。

一七千武百七拾七噸長崎陸上倉庫十三

棟井ニ空地二ケ

所

三千O六十五噸 同港内運送船

六百七十七噸 高嶋碇泊運送船及

空地ニ

武千武百七十壱噸上海石炭倉庫

武千八百O四噸

千三百六十｜頓

千九百武十三噸

香港向上

芝宋向上

箱館向上

千五百七十九噸 横浜向上

合計試万O九百五十六噸

採炭ノ際等ニ於テ塊粉ニ分ノレ、ノ割合ヲ質セ

シニ，掘採ノ際粉砕スノレモノ十分ノ五，陸上

ケ其他運送船ニ積ノ際粉砕スノレモノ十分ノ

六，又本船へ積込ノ際ニ粉砕スノレモノ区々 ニ

シテ詳カラナラスト。然レトモ此ハ恐ラク十

分ノ六以上七ニモ至ノレベキ模様ナリト聞ケ

リ。現ニ高島船積場ニ於ケノレ ノ景況ヲ観ノレ

ニ，満車ノ塊炭船室ニ達スレへ恰モ粉砕ス

ノレモノ半ニ過クベキニ似タリ。且東南風荒ノレ

、時，或ハ北ヨリ烈風ヲ来セパ，伊王島ノ 岬

ヨリ吹入ノレ、激浪ノ為メ，長崎港トノ通船ヲ

遮断セラノレ、ヲ以テ，採出炭ハ多ク之ヲ陸上

ニ貯エザノレヲ得ス。其貯炭場ハ壱丈四五尺ノ

陸橋上ヨリ濡下スノレヲ以テ，為之粉砕スノレコ

ト船積ノ 比ニア ラスト云へリ。而シテ之ヲ又

船積センニハ，坑内ヨリスノレト異ナラサレ

へ其粉末ニ帰スルノ粉実ニ彩シキモノト云

フベシ。故ニ坑外ニ達シタル塊炭ノ、，船積等
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ニ其十分ノ六本船積込ニ十分ノ六ヲ粉砕ス

ノレモノト算センニ，始メ坑外ニ於テ百l順アリ

シ塊炭へ本船ニ達シ僅カニ姶六噸ノ塊炭ヲ

余スベキノミ。之ヲ再ヒ他港ーニ運送シ重テ陸

上ケ船積ヲナストセへ塊炭ハ殆ンド粉炭タ

ノレベ、ン。是高島炭ハ其塊炭ト称スルモノモ，

殆ント粉炭ナルカノ観アル所以ナリトス。

昨年ト本年ノ採出額ニ差アノレモノヘ 世上一

般ノ不景気ニツレ，昨年間ハ梢工事ヲ縮メ坑

夫ヲモ減少セシメタノレ由ナリシニ，近来少シ

ク又需用ノ高ヲ加ェ，良景況ヲ量出シ来リシ

ニ由リ， 其事業ヲ進メタルモノナルベシ。今

其販路ヲ間フニ，長崎ヲ除クノ外ハ重モニ海

外ニアノレモノ、如シ。其一ヶ月販売見込ノ割

合ハ左ノ如シト云ヘリ。

七千四百噸 長崎

武千噸 横浜

千百噸 自家坑業用

小以壱万O五百噸

六千三百噸 香港

四千七百噸 上海

五百噸 天津

武百噸 芝衆

武千噸 ウェイへイウェイ西貢

直門官11頭新嘉披等ノ諸

港合計

小以壱万三千七百噸

総計京万四千武百噸

地 名 塊炭壱噸

長 由奇 四弗ヨリ四弗六捨仙

香 港 五弗六十仙ヨリ六弗

上 i毎 四テ両ール ヨリ四両五匁

横 浜 五弗五十仙ヨリ六弗

爾余諸法 三弗七十五仙ヨリ四弗五十仙

粉炭壱噸

買t弗八十仙ヨリ三弗二十五i~I

四弗三十五仙ヨリ四弗五十仙

二両九匁ヨリ 三両壱匁

貫t弗五十仙ヨリ武弗八十仙
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右壱ヶ年ノ合計ハ武拾九万零四百噸ナルベ

シ。此他函館神戸等ニ於テモ亦幾分ノ阪売ヲ

ナスナラン。而シテ其価格ハ左ノ如シト云

フ〔表は前掲〕。

本社即チ三菱汽船会社ト炭坑事務所トへ元

ヨリ 経済ヲ奥ニセノレヲ以テ，同社船舶へそ他

ト均シク売込ヲナスノ手続ニシテ， 其壱ヶ年

ノ消費額ハ六万噸弱ナリト。今各地へノ運搬

賃ヲ聴クニ，

玉五ft 海｜横 浜｜芝家

試弗｜壱弗六十仙｜ 壱弗七十五仙｜ 壱弗廿五仙

l天 津｜ウェイ ヘイウェイ

三 弗 五 十 仙｜蒸 弗

其他ハ船便ノ都合ニ付予定シ難ク，又香港其

余モ時宜ニ依リ五六十仙ノ、低廉ナノレコトアリ

ト云ヘリ。

前ニ掲ケタノレ坑夫請負親方即チ納屋頭ニ対ス

ノレ賃銭ノ支払へ盆暮ノ二期ト定メ，其余ハ

唯l帳簿上ノ稼高ニ対シ彼等臨時ノ請求アノレ毎

ニ内金渡ヲナスモノナリト。蓋シ此高島ハ長

崎ヲ距ノレ海路僅ニ六里ニ過ザレトモ，東南井

ニ北風ノ激烈ナノレニ逢へハ全ク其通路ヲ遮断

セラレ，四五日乃至六七日モ打続キテ， 日和

ヲ得ザノレ時ノ＼島内日用ノ食料ニ困ムコト往

々ニシテ之アリ。然モ納屋頭ナノレモノ多数ノ

坑夫ヲ抱エ，能ク此準備ヲナスベキ資金アノレ

モノハ殆ンドアラザノレニ由リ，事務所ニ於テ

ハ予メ米l骨塩酒ヲ始メ生活ニ必用ナノレ物品ノ、

悉ク之ヲ買入レ置テ，常ニ彼等ニ除売シ，二

期ノ勘定ニ至リテ決算スノレコトトナセノレ由。

惟フニ日 々ノ稼キ高多数ナノレカ事上ニ，仕払ノ

期限極メテ長ク，加フノレニ如此手数ヲ要スノレ

モノトスレハ，事務所ノ煩雑誠ニ易々ナラザ

ノレベ、ン。

島内既ニ採炭ノ為メ其地下ハ全ク坑道トナレ

ノレヲ以テ，更ニ清水ヲ得ノレコトヲ能ノ、ス。為

之島民日用ノ飲料へ日々対岸井ニ香焼島等

ヨリ水船来リテ販売分付スルヲ待ツノ外ナ

シ。若シ夫レ烈風数日，此水舟ノ来航ヲ断ツ
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ニ及ヒテへ殆ント渇水ノ苦ヲ免ノレ、モノナ

シ。旦殊ニ清水ナ、ン。蒸気器械ノ使用ハ不得

止之ヲ坑内ノ水ニ仰ガサノレヲ得ス。其器械損

傷ノ速カナノレ又加何共スノレ能ノ、スト云々 。

炭坑所雇ノ外国人四名アリ。 鉱山師壱名，同

助手壱名，器械師壱名，同助手壱名ニシテ，

此鉱山師ハ事務長ト謀 リ一切ノ事業ヲ統轄ス

ノレモノ、由。坑外鑑場， グライパン，鍛冶

場，機関加冶場，雛形大工場，ブリ ツキ細工

場，鋳物場（鋳物ニハ粉炭ヲ以テ枯煤ヲ製シ

之ヲ用ユ〉 等アリ。器械其外概ネ此地ニ於テ

之ヲ製造スト。現ニ第一坑ノ扇風器ニ使用セ

ノレ器械ノ、此地ノ製造ニ係レリ。

外国人ノ外高島炭坑事務所ニハ長，次長，鉱

山土等廿九名ノ役員ア リテ諸事ヲ弁シ， 又坑

内外使役々夫即チ小頭出炭着到掛，火ノ番，

鍛冶，大工，器械，油差，火夫，鐘引， 函押

夫，馬丁等人員凡ソ壱千人ニ及フト云フ。

中ノ島炭坑

中ノ島へ高島ノ西南壱里許海中ニ孤立セノレ

一小興タリ。島ノ面積凡ソ五町許ニ過キスト

云フ。沿岸岩礁冗立，少シク風波アレハ舟揖

近付クコト能ハス。加フノレニ島内極メテ平地

ニ乏シ。実ニ不便ヲ極メ タノレ地ナリト云フベ

：ン。

島中ノ 石層ヘ北八十五度，西ノ方向ニ傾

クコト凡ソ廿五六度ニシテ， :ft：石層ノ形状等

ヲ一目スレへ造カニ高島 ト相応シ，往時ハ

彼我相連続セシモノナノレヲ証スベキナリ。而

シテ今回向島へ赴シ時ハ，恰モ坑事担任ノモ

ノ不在ニシテ，坑事ノ詳細ヲ問フニ由ナク，

且長崎帰航ノ時間又促迫ナリシヲ以テ，親シ

ク坑内ニ下リ実験シ能ハザリシガ故ニ，其委

曲ヲ知ノレニ由ナカリシハ最モ遺憾ニ湛ヘス。

故ニ唯同所ニ於テ見聞セシ所ト， 三池鉱山局

ノ宮崎技手ガ曽テ向島ヲ巡回シ復命セシ所ト

ニ由リ， lWPカ左ニ之ヲ述フへ、ン。

島ノ東南隅ニーノ竪坑アリ。明治十年中ニ着

手シ，昨十六年六月ヨリ出炭ニ及ヘリト云

フ。其竪坑ハ幅十尺長サ十三尺深サ百九十八

9巻2号（210)

84 

尺，即チ目下採炭スノレ所ナリ。炭層ノ厚サハ

八尺ニシテ，高島ニ於ケノレ第一層ト同一層ナ

リト称セリ。 坑内ノ本道ノ＼竪坑ノ直下ヨリ

北ヘハ七百二十尺余，南ヘハ四百八十尺ヲ進

「下シ」ノ最モ長キハ武百七十尺許ニ及

ヘリト云フ。其採炭法排出法等ハ，ーニ皆高

島炭坑ノ法ニ由／レモノ 、如、ン。即今坑夫ノ数

三百名。之ヲ一昼夜三番方ニ分ツ。其目下日

々ノ出炭額ハ拾五六万斤ナリト云ヘリ。

竪坑ノ側ニハ既ニ捲揚器械ヲ据付タレトモ，

未タ鉄龍ノ設ケナク， 唯三十斤入ノ竹箆ヲ桔

禅セシメ テ， 出炭井ニ坑夫出入ノ使ニ供セ

リ。故ニ 「上下ノ際竹藍旋転シ，竪坑ノ周囲

ヨリ法出スノレ所ノ漏水ハ全身ヲ湿シ，頗ノレ不

便不潔ノ形状ヲナセリ。

炭質へ之ヲ即今ノ高島炭ニ比スレハ，梢堅

ク深黒色ニシテ光沢アリ。其傾斜ノ度方向等

ハ島内ノ石層 ト相同シク，西ニ斜下セリト云

フ。坑外ニハ両胴捲揚器械井ニ汽耀四個ヲ設

置セリ。又坑内ニハ八個ノ目印筒ヲ備フト云

フ。岸頭ニ数十間ノ石垣ヲ築キ，之ヨリ桟橋

ヲ築出シ，以テ船積場 トシ，其石垣ニ沿フテ

山側ヲ切均ラシ，組造ノ陸橋ヲ敷設シテ貯炭

場ヲ設ク。然モ其区域狭小ニシテ，若シ盛大

ノ採炭ヲ起サノ、忽チ差支ヲ生スベシ。

目下長崎ニ於ケノレ此坑ノ炭価ノ＼塊炭一噸三

弗七十五イlli，粉炭同試弗五十仙，上等塊炭ハ

四弗廿五仙。又掘採ノ際ニ生スノレ塊粉炭ノ割

ノ、六ト四ノ比例ヲナセリト云ヘリ。若シ此炭

質上ョリ観察シ来レへ 此価格ノ高l嶋炭ニ及

ノ、ザソレノ、怪ムベキニ似タリ。是或ハ外観彼ニ

優ノレモ実際ニ於テ及ノ、ザノレモノアノレカ，或ハ

未タ他ノ信用ヲ得ル能ハザ、ノレニ由ノレナラン。

既ニ前述セノレ如ク，此島ノ面積ハ僅ニ五町ニ

過キスト云フ。然ルニ霊ニ此竪坑ヲ下スニ先

タチ，予メ綿密ニ島ノ周囲海底ノ 深浅ヲ測量

セシヲ聴カス。目下尚其如何ヲ知ラザノレモノ

、如シ。葦シ酉ニ傾斜スノレノ勾配廿五六度ニ

及フヲ以テ推測スレノ、，恐ラク海底ニ掘進ム

モ或ハ危険ナカルベキカ。然、レトモ炭層必ラ
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スシモ傾斜一様ナノレモノニ非ス。降ル極レハ

復昇ス。即チ盤状層ノ側面ノ、是均シク鞍状層

ノ側面タノレベキヲ以テ，常ニ均シク斜下スル

モノト為ス能ハザ、ノレノミナラス，其間小波澗

又之アノレベキヘ 目下小学ニ遊フノ童子モ組

ホ其理ヲ知レリ。然ノレヲ尚子メ採炭シ得ラノレ

ベキ区域ノ広狭如何ヲモ測ラス。倍然、巨財ヲ

描チ此業ヲ起セシ其人ノ胸算果而何ノ点ニア

ノレヲ知ラス。蓋シ速カニ周囲海底等ノ調査ヲ

遂ケ，又坑内ニ試錐ヲ下、ン，果シテ其炭層ノ

下彼高島ニ於ノレガ如ク胡麻五尺磐トウ五尺弁

ニ十八尺等ヒ炭層アルベキヤ否ヲ調査スベキ

ハ， 目下ノ 最急務ナリトス。 若シ夫此調査ニ

シテ好結果ヲ得ノ＼ 大ニ後来ニ望ヲ属スベキ

ナキニアラザルナリ。

0 
前上各所ノ巡回ヘ 三月十三日山口県下長門

国下関ヲ出発セシヨ リ同月二十九日長崎ヲ出

発セシ迄日数僅ニ十六日，其間唐津ニ一日，

三池ニ四日，高島ニ一日，長崎ニ一日，合計

七日ノ 滞在ヲ除クノ外ハ概ネ奔走ニ費セシヲ

以テ， 自然見聞詳細ヲ欠キ，将タ誤謬ニ属ス

ノレモノ亦必ラスナキヲ保スノレ能ハザノレノ、深ク

恐憧ニ堪ユサツレ所ナリ 。然レトモ三池高島両

炭坑ニ於テへ親シク其担任者ニ就キ実地ニ

臨ミ見聞セシモノ、ミナレハ，遺漏ハ元ヨリ

有之モ，恐ラク差謬アルコトナカルベシ。 今

暫ラク各地ノ見聞ヲシテ大差ナキモノトスレ

へ各地ノ出炭額ハ左ノ如クナノレベシ。

筑前地方 ｜壱ヶ月平均四千八百六十噸

唐津地方
目 上

七千八百噸

多久地方 ！同 上
買に千四百噸

三池炭坑 ｜向 上
壱万四千噸

高島炭坑 ｜同 上
成万五千噸

中ノ島炭坑 ｜同 上
武千七百噸

ム仁3、 言十
同上

｜ 五万六千七百六十噸
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香月炭坑一日十五万斤目
〔筑前地方〕 尾炭坑一日十日t万斤

合H－日二十七万斤ノ害lj

〔唐津 地方〕 壱千三百万斤ノ算

〔多久 地方〕 四百万斤ノ算

〔三池炭坑〕
一日九

四百七八十噸ノ算

〔高島炭坑〕
同

八百五十噸弱ノ算

〔中ノ島炭坑〕
同

捨五万斤ノ算

此壱ヶ年ノ額ハ六 卜八万千百武 1-111頓

ナノレベシ。 而シテ海内外日本炭ノ需用額ハ之

ヲ詳知セスト雌モ，清国上海壱ヶ年ノ需要高

ノ、二十万噸内外ナノレ由。仮ニ此額ノ 七分ヲ 白

木炭ト見倣セハ拾四万ナルベク，又大阪府毎

壱ヶ月ノ消費高ノ、六千九百噸ナリト云ヘハ，

其壱ヶ年ノ高ノ、八万武千八百噸ナノレベシ。之

ニ三菱汽船会社壱年ノ消費高六万噸弱ヲ合セ

総計武拾八万頁千八百｜頓ナルベケレヘ前条

所載ノ炭坑ヨリ 出ス所ヲ以テスルモ，尚四十

万噸内外ノ残余アノレベシ。元ヨリ其販路ハ海

内外各地ニモ尚多シト雌モ，此他長崎県下呑

焼炭坑，平戸今福地方ノ諸炭坑，福岡県下筑

前黒未其外小炭坑井ニ豊前国赤池地方等彼若

松港ニ会スノレモノヲ始メ，中国東国ノ産ヲ合

セハ，供給ノ需用ニ過クルヤ敢而疑ヲ容ノレベ

キニプラス。近来梢販売ノ景況挽回ノ勢アリ

ト称スノレモ，圏内工業勃興ノ期ニ至ラザル以

上へ此業ニ従事スノレモノ決シテ安意スノレ能

ハザノレベキナリ。


