
論文

足尾銅山の採鉱過程をめぐって＊

一一近代中期までの手掘採鉱過程について一一

村上安正料
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わが国の銅鉱業は， 元禄10(1697）年には世界産銅国の首位を占め， そこに働く労働者は20

万人に達したといわれている。その産銅の殆んどが輸出され，わが国近世産業のなかで重要な

地位にあった。当時の銅山稼行は経営的にも技術的にも， さまざまな制約があって，長期間の

稼行に耐えられるものが少なく，ほぼ10年単位の盛況のあと衰亡にむかう例が多かった。

近代に入って，明治新政府の掲げる殖産興業の一環と して， 鉱山再興がはかられ，積極的に

先進技術を採用することが実って，鉱山の再開発が成功し，急成長をとげることができた。こ

の結果， 20世紀初めまで世界産銅国のトップグループに伍しわが国近代産業の牽引力のーっ

として大きな役割を果した。

さて，鉱山の研究については，戦後，個別鉱山の研究を中心に大きく進展したが，その主要

な因子の一つである技術の発展過程一ーなかでも採鉱技術ーーについては，その技術自体が極

めてわかりづらい上に，これに関する文献そのものの制約なども加わって，的確に把握されて

いないのが現状である。

本稿では，近世から近代半ばに至る足尾銅山の状況を例にとって，採鉱をめぐる発展過程に

ついて考察したものである。

* 1986年9月4日受理， 1987年l月14日（改稿）受理，近世中期，採鉱技術，足尾銅山
林 日：本鉱業史研究会

(1) 通商産業大臣官房調査統計局編「本邦鉱業の趨勢50年史く続編〉』通商産業調査会，昭和39年， 35頁。
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技術と文明 3巻2号制

1.採鉱技術の基本的問題

本題に入る前に，鉱山が他の産業と異なるいくつかの間題について考えてみたい。

鉱山は，資源産業の一つであるが，同じ資源産業である農産 ・水産が栽培 ・養殖などによっ

て再生産できるのに対して，そこに存在する鉱石の採掘を終えれば，資源そのものが枯渇して

しまう有限資源を対象と していることである。

また鉱物資源は，地殻に豊富に存在していない。銅を例にとると，地殻に存在する元素量は

わずか 55P.P. M に過ぎず，その既知埋蔵量は2.8×10sトンである。このように極めて徴量し

か存在しない銅資源が採取可能となったのは，それが濃集している場所が存在しているからで

ある。これを鉱床とよんでいる。

鉱山とは， 「有用鉱物を鉱床から採掘する山」であり，まず鉱床を探りあて，そこに通路を

聞き，鉱石を採取したあと地表に運び出す過程を総称する。 Miningが鉱山業を意味するとと

もに，採鉱でもあることが，これを示している。

鉱山では， 目的とする有用鉱物が集っている鉱床それ自体が，鉱物の品質が高く，埋蔵量も

多くて，採掘が経済的に容易であることが求められる。同時に採鉱過程そのものが，必然的に

岩磐を切り拓いていくことから，これに打ちかつことができる工具や工法の発展によって大き

くかわっていった。

さて，採鉱の対象となる鉱床は，その一部が地表に露出していることがある。これを露頭と

よんでいる。

露頭は，古くから鉱山開発の重要な手がかりであり，鉱床にふくまれる有用鉱物の兆候があ

らわれていた。これを次第に体系化してわが国では「山見立て」と して確立し，探鉱技術へと

発展してL、く。わが国では，少くとも近代中期まで，鉱山の発見は露頭からはじまったのであ

る。

採鉱には，近代的分類によれば，探鉱，開坑，採掘の三つに分類される。

探鉱は， すでに発見された露頭の状況からその鉱床の延長方向（走向〉に直交するよう地表

から露頭下部に向って切り聞かれる。これは坑道の場合もあり，試錐のような小口径の探査も

ふくまれる。

開坑は，目ざす鉱床に坑道が当ったあと，鉱床に沿って延長するものである。これによって

(2）元素存在量は，東京天文台編『理科年表』 1984年版，丸善， 682頁。既知埋蔵量は，U.S. Bureau of 
Mines (1970): Mineral Facts and Probl巴ms,Bulletin 650の資料による。

(3) 『広辞苑』第三版，岩波書店，昭和58年， 802頁。
(4) 黒沢元重『鉱山至宝要録』や佐藤信淵らによる『山相秘録』などに，その方法が具体的に述べられて
いる。前者によると川下で金砂を発見したら， JII上にむかつてすすんで土，砂をとって鉱気のあらわれ
たものをたどり，次第に露頭に近ずく方法が簡潔に述べられている（『日本科学古典全書J第九巻，朝
日新聞社，昭和17年， 30頁〉。
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足尾銅山の採鉱過程をめぐって（村上）

その坑道水準での鉱床の実態が明らかになる。鉱脈のような脈状鉱床の場合は，露頭から見た

鉱床の推測と， 実態とが必らずしも一致しない場合がある。これとは反対に露頭では予見でき

なかった有望な鉱床をあてる場合もあるが，一般的にいえば，鉱山業そのものがリスクの大き

い産業ということができょう。

採掘は，開坑の結果，確かめられた鉱床の規模や状況を基にして，短時間のうちに経済的か

っ安全にそこに存在する鉱石の全てを掘り出すことである。銅山の採掘は，当初露頭直下の富
ま

鉱部からはじまり，採掘が下向するに従って，運搬，排水，通気の障害を解決するために，間
ぷ（5) かね吉り（6)

歩そのものも次第に下降し，近世別子にみられる ような銀切の性格をもっ坑道を切り拓くこと

になる。

採鉱における探鉱 ・開坑 ・採掘の三段階法がバランスよくわが国で確立したのは，近代に入

ってからである。それ以前にも， この手法に沿った採鉱がおこなわれなかったわけではない

が，経済的にも技術的にも著しい制約をうけて実現できず，これが結果的に鉱山そのものの盛

衰の周期を著しく縮める ことになったのである。

採鉱を考える上で，もう一つ重要な問題は工法であり，これに用いられる工具の質と量の供

給であった。鉱床が地殻に存在し，地表から鉱床までの通路を確保し，鉱石を採掘するために

は，如何にして岩磐を切り拓いていくかが基本的課題となる。軟弱な岩磐の場合には，坑道空

聞を保持するため支保技術が必要となるが，堅硬な岩磐に向って坑道を掘進し 鉱石を採掘し

ていくためには， 強靭な工具を使用して， 岩磐の状態に合致した工法が必然的に生まれてく

る。

工法については，これまで手掘と機械掘の二つに分類されるのが通例であるが，この分類で

は，単純に人力による掘さくと機械によるそれとを分けただけで正確とはいえない。私は，以
iまつり

上にかえて，岩磐研工法と穿孔発破工法とに分類すべきであると考える。

前者は，山鎚と鎖を使用 して人力によって対象となる岩磐の状態を考慮しながら，小片に分

割して， JI頂序よく切り取っていくものである。坑道断面の分割方法は，岩磐の状態に応じて煉

瓦状か縦長状となった。

前者は，のちに仏壇法と

よばれ，岩磐そのものが

比較的均質で石自の乏し

いものに用いられる。後

者は，掛地法とよばれ，

山鎚

銭（長さは 6寸程度か？）

図ー1 山鎚と銭（近世佐渡鉱山の絵図による〕

(5）採鉱の拠点となる坑口およびその採鉱場をL、う。のちにはそこで採掘する鉱脈も対象となった。ここ
では採鉱場という一般的意味として用いた。

(6) 錯入（たていれ）などと同義語で，坑口を開き，目的とする鉱床まで、掘進する坑道の意て、ある。探鉱

坑道の一種。
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技術と文明 3巻2号制

岩磐に縦状の石目が発達している場合に用いられた。当然ながら，鉱脈に沿った掘進には掛地

法が用いられる。

ここから掘進の請負基準となる割突込法につながった。近世尾去沢の例からみてし、くと，ま

ず岩磐の硬軟から坑夫 1日当りの掘進長を定め，これに岩磐そのものの結合力の状態から坑道

断面の分割数を定め，これを総合して「四つ割二寸」 「八つ割一寸五分」などと表示する。割

数が少ないほど岩磐の破砕が容易なのを示し，掘進長が長いほど岩磐が軟らかであることを示
砂んだい

している。これは，そのまま坑夫 1人1日当りの掘進請負単価となり，間代とよばれて，この

言葉が以後継承されることになる。

穿孔発破工法は，西欧からわが国に近代に入って導入された工法である。 この工法は，手掘

から機械掘へと発展していったが，原理的には同ーのものである。

手掘を例にとると，研工法と同じような鎚とタガネを使用することでは共通しているが，タ

ガネの刃先の形状に大きな変化がみられる。すなわち，研工法に用いられた鏡は，先端が尖っ

た模状であるのに対し，これに用いるタガネは，主として 8角断面全銅製を用い，岩磐に直接

接する刃先は扇平に叩し、て一文字の刃先がつけられた。タガネは鎚で打撃のあと刃先をやや回

転し，それを繰返すことによって岩磐中に穿孔する。坑道断面のほぼ中央部に数本穿孔したあ
s‘まもき

と，孔底に爆薬をつめたあと密閉し これを発破する。 このあと，坑道の側壁， 天盤，踏居

（底部〉に穿孔し，発破することによって坑道掘進する方法である。近代別子銅山の盛山棒は，

この発破タガネを指している。

この工法では，最初に発破を行なう数本の穿孔が掘進の良否を決定する鍵となった。これが
しんぬき

のちに体系化されて，心抜法となる。

近代さく岩機の原型となったハンマ式さく岩機は，手掘穿孔の技法である打撃とタガネの回

転とを交互に機械的作動に採用したものである。近代鉱山の採鉱技術の革新は，この穿孔発破

工法を基盤として展開したものである。

以上，直接鉱山の採鉱に関わる問題について，その概略を述べた。

さて，技術を支えている人間の問題にもふれないわけにはいかない。わが国の鉱山は，近世

に入って急速に発展したのをうけて，これに従事する労働力も急速に増加した。元禄10年にお

ける鉱山労働者数20万人とL、う数字は，わが国近世の製造業に従事する労働力に対して も極め

て大きいものだったといわないわけにはいかなし、。鉱山を構成する熟練労働力は，主として大

工（坑夫〕と吹大工（製錬夫〉であったが，なかでも大工は，幕府の鉱業奨励もあって，全国的

規模で鉱山が開発されたのに伴って増加し流動したのである。慶長期の足尾銅山の例では，

(7）近世の銭，近代のタガネは日本語では同一名称であるが，機能的には大きな違いがある。すなわち銭
は， Ironwedge （鉄模〉であるのに対し，近代のタガネ（採鉱用の発破タガネ〉は， Drillsteelであ
る。この両者を同ーの漢字で使用することは却って混同を招くので，本論文では，鏡とタガネとに使い
わけした。機能，材質等については本文参照のこと。
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山先の出身地が備前，播磨，因｜幡などの中国路の者であり，銅山を構成する山名は，備前鋪，

備後鋸，長門峰などの西国名がそのまま現在まで受け継がれている。ということは，近世鉱山

では早くから先進鉱山からの技術移転が進行し，時期的に多少の差はあるにせよ，鉱山の技術

水準は平均化されていたと見てよいだろう。

こうした中で鉱山操業に従事する熟練労働力である大工は，早くから一つの職人組織を形成

しその中で技術の習得を基盤にし，ついて、仲間相互間の共済なども加えて，それが友子組織

として成長していったものと考えられる。こうした傾向は，近代に入って鉱山が再開発に成功

するに伴なって，友子組織も発展し，新しい技術をとり入れながら，手掘採鉱を支える労働組

織として機能することとなった。

2.近世の採鉱過程

足尾銅山は，慶長15(1610）年，その最高峰である備前鋸山（1,272.Sm）で大露頭を発見後，

銅山の開発が急速にすすんで・，別子とならぶわが国近世銅山の雄のーっとなった。その最盛期

は，延宝5 (1677）年から正徳4 (1714）年までの37年間であり， その間， 年産銅はl,500トン

に近い。足尾は， 古くから日光山領であり，徳川幕府の要地である江戸 ・日光に近いことか

ら，幕府御用銅としてその産銅の多くが使用され，最盛期の延宝から元禄にかけて，長崎輸出

銅の五ケーを独占した。こうした由緒ある銅山でありながら，足尾銅山の近世史料として集大

成されたものがない。その原因の一つは，享保 3(1718）年4月，大火により民家L000戸が灰

撞に帰したことがあげられる。そのこは，足尾に根を下した有力山師がし、なかったことであろ

う。

銅山の最盛期を過ぎた寛延4 (1751）年の旧記によると，銅山稼行の山師43名， 労働者533

名，山師の所有する間歩は1,480口（うち仲間間歩391口〉といわれている。間歩とは銅山採掘の

ため聞いた坑口であり，その多くは，その中で、採掘場が聞かれたものである。

間歩は，幕府によって聞かれたものでなく，採鉱を担当する山師が露頭の状態などを勘案し

て，採鉱の見込みのある所から，山師自ら聞いたものである。 「間歩之儀ハ山仕代々持来，百

姓回畑同前ニ所持仕候」というように， すでに採掘を終った間歩も上記の数にふくまれてい

る。推測だが，産高，労働者数などを考慮すれば，この旧記が書きあげられた当時の稼行間歩

は，全体の 1/3程度であると見られる。

当時稼行されていた足尾銅山の鉱床は，鉱脈とよばれる板状の鉱床であった。銅山閉山前の

足尾銅山の鉱脈数は， 採鉱が記録されたものだけで約1,500本を数え， 特に地表に近い部分で

は， 鉱脈が分岐して多数に達していることを考えると， 旧記のいうl,480とし、う間歩数は実態

をあらわしているものと言える。 また嘉永4 (1851）年， 古銅吹所の命をうけ足尾銅山の見分

(8) 元文元年「足尾山仕共指出」 （『栃木県史』史料編 ・近世六，昭和52年， 797頁に収録〉。
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けを行なった泉屋全九郎は，足尾と別子とを比較して， 「惣一面銅鎚有之趣，予山と者錨之模

様大ニ相違」とも述べてし、る。

それでは，具体的な採鉱の状況はどうであろうか。

すでに述べたように，近世足尾銅山の操業は，採鉱はすべて山師に一任され，掘り出された

鉱石は，吹所に集められ，精銅過程を経て丁銅 ・瓦銅などの製品に仕上げられた。当時の銅山

では，荒銅まで仕上げたあと，銅座に集荷され，ここで精銅されたが，足尾は特に許されて精

銅過程まで、を一元的に行なっていたので、あり， 「山元足尾之外余山丁銅御制禁被仰占」されて

いたのである。

当時の銅山の開発は，露頭直下の酸化鉱帯から着手され，次第に下降してL、く。こう した例

は，別子， 尾去沢などにも見られる。足尾の場合もその例外ではなかった。何故そうなるかと

いえば，銅鉱床は，一般的に露頭部から地中に至る段階で，脱鉱部，二次富鉱部，初成鉱部と

いう帯状分布を示している。頂部では，沼く年の風化作用をうけて銅分は下降して沈肢し，初成

鉱と反応して二次富化作用をうけ，比較的軟質で銅分の高い酸化鉱に富んだ部分を形成する。

その深さは地形や風化の程度によって，まちまちである。必然的に，採鉱は当初から坑道掘り

によって鉱脈にあて，鉱石の採掘は， 7.K平乃至下向きに進行していった。
どうじ会

経常的な採鉱の実態を示す史料は見当らないが， 間歩論などに下向き採掘〈洞鋪〉に伴う水

の処理をめぐる問題が出てきている。すなわち， 「坪下候へ共，坪の儀はすりニて埋有之，少

々坪へ下リ私父武右衛門壱間程切延シ置 …（さらに〉 弐間程切延シ少々鉛掘仕」あるいは

貴殴山之上ニ我等間歩御座候，水にて手廻し悪敷候ニ付，相談いたし其方間歩之内より，

我等間歩へ水ぬき申候

などと述べられている。後者では水抜き貫通後，その高さの 1/2をそれぞれの領分として採掘

することとしている。

足尾の採鉱の一端を示す史料の一つが， 元保 2 (1831）年10月に足尾代官に提出した 「大田

和切継見積」である。この年5月，ここで坑道を 5間延長したところ，直りにあたって模様が

よいので，その切詰から坑道をさらに20間延長したいのでよろしくお願いしたいという趣旨で

提出した文書で、ある。

これによると， l人l日l寸5分の坑道掘進するとして，これに要する資材は，灯火用の鈴

竹100本，鉄鋼30匁， 鍛治炭24文であり，食糧として扶持米8合，味噌50匁（以上，いずれも坑夫

1人1日当り〉としている。

(9) 小葉田淳「近世足尾銅山史の研究」， 『日本歴史』 296号，昭和48年， 32頁。
帥足尾銅山由緒書類，前掲小業団論文24頁。
帥寛政元年「小島谷銅山間歩論」および延宝7年「山手形之司王」 〈『足尾銅山江戸期の文書集録』，足尾
公民館，昭和51年， 7頁および13頁〉。

~~ 天保2年「乍恐以書付奉願上侯」，前掲書21～24頁0

~~ 鉱石幅が太り，かつ品質もよいこと。
M 坑道の先端部，ヲ｜立；（ひったて〉ともL、う。
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足尾銅山の採鉱過程をめぐって（村上）

かせ

大田和切継の坑道断面の規模（加背〉は明らかではない。今仮に人聞が鉱石を背負い通行

が可能な最小限の加背を二三（検×縦，単位尺〉とすると，大田和の岩磐の状況は，近世別子の

銀切の実態よりはるかに掘り易い状態であったことがわかる。
たがね

ここにあげた鉄鋼と鍛治炭は，主として鎖の補給用に用いられたもので，鎖は採鉱に用いる

工具のうちで最も消耗がはげしいものであった。尾去沢の例によると，鉱山全体の鉄材の年間

消費量を示す史料として，つぎのようなものがある。

すなわち，寛政11(1799）年， 荒銅60万斤余〔360トン〉の生産に対して， 鉄（延鉄〉は3,605 

貫，荒釦142貫，鍛銅134貫の計3,881貫（14.554トン〉となって，荒銅1トン当り 40.4kgの鉄

を消費していることになる。このうち延鉄は工具の基材として用い，荒釘，鍛銅は鎖など消耗

の著しい部分に用いられたものであろう。

讃の製法については，佐渡の例がくわしい。それによると， 1本90匁の鎖用の鉄材を坑夫が

適宜 2乃至 3分割する（平均35匁〉。これを鎖に仕立てても，甘くて役に立たないので， 「厚サ

壱分竪五分横三分程」の銅を割刃として予め用意しておき， 「新鎖の先を焼直し，撃に而割，

其口へ右割刃を狭ミ，ねば土をつけ，又ほとへ入焼候而，鎚に而打候者タ鉄付候ニ付又々焼な

まし鎚ニ而先を丸く錐の如くニ打立」てる。すなわち，畿の基材は錬鉄のようなものを使用す

るが，直接岩磐にあたり摩耗のはげしい刃先に鋼を熔着させ，いわばチップ刃としたことが伺

える。この史料の末尾には，当時の佐渡鉱山で使用した割刃用の中割鉄の年間消費量は，8,100 

貫（30トン強〉であったと記されている。

前掲史料によれば，摩耗によって短くなり使用できなくなった鎖は鉄小と よび，これを 2本
あわせたがね

あわせて 1本に仕立てて再使用することとした。合 鎮とよぶものである。鉄材を如何に有効

に，しかも徹底的に使用していたかが伺える。

鎖とならんで採鉱に用いる主要工具である鎚については，その寸法，製法について具体的に

記述した史料は殆んど見当らず，鉱山絵図などから推測するほかない。

絵図から見る限り，鎚の断面は正方形に近く ，佐渡など金銀山に使用した鎚は鎚長があり，

柄付けが鎚の中央より外れている。これに対して，別子 ・足尾など銅山に使用した鎚は，前者

に比して鎚長が短かく ，鎚の断面積が大きいように思われる。

採鉱には，鉱石採鉱のための前段である坑道掘進と，鉱石採掘の二つの過程があることを前

節で、述べたが，鉱石採掘にあたって，どのような仕法をと り，工程がどの程度であったかにつ

いて具体的に示す史料は，残念ながら見当らない。

同平塚正俊『別子関坑二百五十年史話』住友本社，昭和16年， 85～86頁による。 1隠2尺，高さ 3尺の坑
道断面を18分割し，仕掛の関掘からはじまり，各プロックを2時間づっ・で掘りとる。昼夜兼行で就業
し，普通器質でl日3～4寸， 硬岩ではl.2～l. 3寸の掘進という。

帥麓三郎『尾去沢 ・白根鉱山史』効草書房，昭和39年， 161～164頁。
制 田中圭一『佐渡金銀山の史的研究』刀水窪房，昭和61年， 596頁の「ひとりあるき」（佐渡一高校舟崎文
庫所蔵文書〉による。
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当時の採鉱は，間歩を支配する山
かな ζ

師または金名子の下で大工が採鉱に

従事し，そこで生産された鉱石が吹

所に集められ，荒銅に仕上げられた

あと，その貫目に応じて代価が支払

われたと考えられる。しかし現実

には，個々の間歩で採掘に従事する

大工の 1日当りの採掘量がどれほど

であり，その対価がどのような形で

支払われたかについて，具体的に示

す史料が明らかにされていない。こ

のことが，近世鉱山の採掘過程を明

らかにすることができない決定的要

因であるが，断片的史料や旧坑の状

態などから，概括的な考察は可能で

ある。これを総合すると，つぎのよ

うになる。

別子の例では，開鉱当初から坑内

採鉱がおこなわれていた。

鉱床の走向に向って坑口を聞き，

そのまま鉱延（関坑〉することは稀

で，多くは，坑口を聞いて鉱床の走

技術と文明 3巻2号制

B 

平面図

す二三耳二時一回
鉱 層

仕掛

#Y"/Y/夕、ぺ
A 

(A～B断面）

かね吉り たていれ

向に直交するよう坑道を掘進する。 これを銀切（他鉱山では錆入などという〉といった。別子の

富鉱帯が， 西から東に向って45度の傾斜をとって下降していたため， 銀切はハシリ〈水平〉あ

るいはザモト〈下方〉に向けて掘進し， 目ざす鉱床まで坑道が切り拓かれる。

鉱延〈義主ともいう。鉱床の開坑〉は， 富鉱帯の落し方向に向って掘進したあと，掘場（坪とも

いう。鉱石の採掘〉を設け，横番（採掘坑夫〉を配置する。横番は約10尺の採掘を受持ち，まず高
しか貯

さ1尺，奥行2～3尺を鎮で掘 り取る。 これを仕掛とよんだ。ついで，掘りとる鉱石の部分の
げんのう くさびほり 国

境に適当な間隔で模穴をあけ，最後に玄翁で鉱石を仕掛に落とす。これを模掘といっている。

伸 明治元年「p;岡県下下野国足尾村銅山稼人へ出銅代価， 内予借ヲ請フ」 （『栃木県史』通史編 ・近代
三，昭和59年，377～8頁〉による。金一両につき銅二買の割合で稼人に内波金を支払い，銅座に引渡

した代価と精算したとある。
~f) 前掲『別子関坑二百五十年史話』84～88頁。
例 日本鉱業会ほか『わが国鉱山における機械化過程の調査研究』昭和52年， 6～8頁。なお問書8頁の

図は断面図が誤っている。
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足尾銅山の採鉱過程をめぐって（村上）

この史料では，採掘の方向が明示されていないが，銀切と同様，水平乃至掘下りであったこ

とが想像される。これは鉱山集落が，開発の進行とともに，山頂近くから次第に下降していく

のと対応している。

足尾の場合は， J.Jlj子のような幹脈に集中した採鉱で・なく，多数の鉱脈を山師がそれぞれ間歩

を聞いて，採鉱に従事したこともあって必らずしも体系化された採鉱をおとなったとはいえな

い。 旧坑等の状況や間歩論をめぐる文書などから判断すると，採鉱に従事する山師は，多数存

在する露頭に対して， 自由に間歩を聞き，別子にみられるような銀切一鉱延一横番といった段

階をふまず，鉱延後，直ちに採鉱に移った可能性が極めて高L、。

鉱延すなわち開坑は，近代にみられるように鉱脈を坑道の中央にして掘進するのではなく，
うわばん

鉱脈の土盤のみを掘りとり，鉱石幅が広く，富鉱の場合は，鉱脈の下盤まで掘り とっている。

したがって坑道の下盤は鉱脈の下盤とした平行四辺形となっている。
どうし金

鉱石の採掘は， 主として下向き（洞鋪〉に進行していくのが通例で，掘場が深くなって水が

溜まって困難になる と， その下底に新らたに間歩を聞き，採掘をおこなうか，或いは露頭を求

めて他の場所で間歩を聞き採掘にあたったようである。
しゅく

足尾銅山の開発は，当初，当時宿とよばれた町の中央部に近い天狗沢周辺から始まり，次第
ほんざん

に北上し， のちに本山とよばれる木口沢から鷹の巣沢に至る一帯や，庚申川に沿った銀山まで

水平移動した。これとと もに，産銅ii}:も急増している。この移動が停止したあとは，別子銅山

のように深部への開発があまり見られないまま，衰退へと向った。

この原因については，足尾銅山には多数の鉱脈の露頭があり，鉱脈の主体が「幅広し、粘土

脈」で， 「勇断帯中にほぼ一定方向の割れ目が発達し，（そこに〉鉱石がみたされて富鉱帯が形

成される」とし寸特性，（摂津多田銅山のように〉 「小山師，外財等微力のもの寄合稼候う形で稼
回

行」していたことなどがあげられる。

露頭が多く，鉱脈が粘土脈であることは，それだけ稼行範囲が広く，採鉱も容易であった。

これに加えて，粘土脈を参透した天水は鉱化部に反応して，鉱石の酸化を促進し，軟らかで品

質の高い鉱石を提供することとなった。これらの条件は，鉱山開発当初には，すべて優位に作

用し， 資力が乏しく， 鉱山の経験が少ない山師にも成功を約束することができた。

しかし 露頭の発見が飽和状態に達し，間歩での採掘が進行すると，鉱脈の状態から，掘場

には，天盤からの崩落や，採掘の下部への進行に伴って水坪となるなど，採鉱を阻害する要素

のみが加わってくる。また鉱脈のなかの鉱化帯は，別子の鉱層鉱床のように一定の延長と落し

をもっているのではなく，水平的にも垂直的にも不規則に分布しているのが通例であるが，足

尾における間歩での採掘は目先の富鉱部をそのまま不規則な形で採掘していった結果，充分に

制草薙忠明「足尾銅山の地質椛造と鉱床との関係について」， 『岩石鉱物鉱床学雑誌』 Vol.41, No. 6, 
昭和32年， 298～300頁による。

伺前掲小業回論文， 『日本歴史』 296号， 21頁。
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3巻2号叫技術と文明

開坑を行わないまま終掘に至るという事態となった。

足尾銅山の衰亡をもたらしたもう一つの要因は，気象条件に伴う水害であった。

足尾は，年間降雨量が約1,900ミリに達し， 関東地方では多雨地域に属し，

の夏季に降雨が集中している。これは梅雨末期の豪雨のあと，夏季の雷雨，秋台風によるもの

しかも 7～9月

それが下流に水害となってあらわれた。銅山および中下流に被害を与えた水害は，

元禄14(1701）年から弘化元（1844）年までに21回に達する。

であって，

確認されたものだけで，

「当山付近ニ非常ノ渓水張盤シテ当

山ノ建造物及其他ノ屋字ヲ漂ノ、シ並ニ渓間ニ堆積セル銅鉱熔浮等悉ク流美」「享保十一（四〉

享保十八年洪水あり近年再三の洪水に及

宝永元（1704）年，大雨による銅山被害の状況をみると，

年秋洪水あり銅山大破， －ー享保十七年洪水あり，
Clll 

び」明和元（1764）年には，「六月下旬及八月上旬大風雨ノ為稼間歩ニ損害ヲ致シタル者十二ケ
回

所就中四ヶ所ハ大修繕ヲ要シ五十日余ノ休業ニ至レリ」と記されている。

大損害をうけた 2年前の宝暦12(1762）年， 間歩開発から精銅ま
国

15年賦で返済するという条件で願い出たものであった。

上記の12カ所の間歩とは，

それが50での資金l,500両を借用し，

相次ぐ水害によって銅山日以上休業を余犠なくされるという大きな被害をうけたわけで、あり，

そのものが衰亡への途をたどるのである。

明治初期の採鉱過程

近世後半の足尾銅山は，幕府からの借金によって間歩を修復し，産銅の回復への努力がなさ

その効があがらず， 借用金の返済も滞るようになる。文化13(1816）年，幕府が資金

それも弘化元 （1844）年には廃止され，

3. 

以

れたが，

を出して銅山経営にあたる御手山稼ぎとなったが，
間

後，数名の山師が細々と採鉱にあた り，旧間歩から胆馨を回収して辛じて生計を維持する状態

がつづいた。

足尾銅山は県の管轄の下におかれ， 銅山代官所を銅役所と改めて事業を明治維新によって，

再開した。

工部省、に伺書を提出したのに対し明治 5年，栃木県は県営鉱山を前提とした仕法について，

2カ月後の 8月，県営鉱山は許可できないので，直ちに民間稼業のための準備をすすめるて，

の巡検結果が大ゴットフレー （J.G. H. Goddfray) ように回答した。その決定を下した背景に，

きく作用しているものと思われる。彼は 7月7日午後から 1日半足尾銅山を巡検して「見込無

之器械ヲ据付政府ノモノニスノレニ足ラス依テ旧土人ノ稼キトシテ可ナリ」と結論している。民

ゴットフレーのいうように産銅は近世後期を脱せず，経営主は間移行後の足尾銅山の状況は，

注帥前掲書33～41頁。
（『足尾郷土誌』 1969年版〉。

「足尾銅山沿革」， 『日本鉱業会誌』 No.208，明治35年8月， 335頁。
『足尾御銅山古記』写本，明治30年（東京大学経済学部所蔵〉。
前掲 「足尾銅山沿革」前掲会誌236～7頁。
「足尾銅山拾弐ケ所間歩普請弁相稼候諸入用大積書イ寸」，

文政4 (1821）年1名，弘化元 (1844）年は4名という
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足尾銅山の採鉱過程をめぐって（村上）

たびたび変わっていった。それが10年後，古河の経営の下で大銅山として再生したのは何故で

あろうか。この点を中心に検討してし、く。

それを結論からいえば，坑道関盤法をはじめとする技術革新の下で， 鉱源開発が実を結んだ

ことであった。

明治10年 3月，足尾銅山の引継ぎにあたった木村長七は，74個所の稼ぎ間歩のほか，旧間歩

や露頭をひろく踏査したあと， 今後開発にあたる拠点と して，本口沢， 鷹の巣沢，賀子橋，小

滝文象沢の 4つに絞り，それぞれの下底部から探鉱する方針をまとめた。すなわち，

本口坑及中廊下ヲ遠ク西ニ延長シ，当山ノ重鋲タル備前錯ノ直下ニ進 ミ富鉱帯ノ 中心ニ到

達セシム トシ，第二ハ神保鎚及足倉鎚等ノ落合へル中心ヲ鷹ノ巣鋪ノ 立入ニヨ シテ貫カム
関

トシ， 第三ハ太田三枚錨ノ根合ニ向ツテ判右衛門鋪ノ引立ヲ延長セムトスノレ計画ヲ立テ
四

たのである。この計画は，「鉱主の直轄で坑口を取明け，所謂本番制度を以て鉱主自身が諒業」

L，新らたな鉱源を開発して，これまで実質的に銅山を支配していた下稼人（近世における小山

師または金名子をうけつぐもの〉を鉱主の支配下において， 鉱山主による正常な鉱業の発展をはか

ろうというものであった。

この鉱山再開発の方法は， 足尾に先立つて草倉銅山（新潟県〕で実行して 成功した方法で‘あ
おお吉り

り， 既存間歩の下底部から鉱床の落しに向って大切（ここでは探鉱坑道の意〉を開撃 し， そこで

鉱床を捕捉するものであって，仕法的には近世の大切と変わる とこ ろがない。近世との大きな

違いは，開撃に穿孔発破法を用いて，坑道掘進のスピー ドアップをはかったことにある。

草倉の採鉱にあたったのは，かつて生野鉱山でフラ ンス人技師コワ ニェ FrancisqueCoignet 

(1835～1902）の下で採鉱実習した中江種造で、ある。コワニェは明治政府の官営鉱山の再開発に

あたって最初に官営となった生野鉱山で，西欧の先進技術を採用して見事に成功した技術者と

して知られている。

生野における鉱山改革は，採鉱から製錬に至る生産過程をはじめ，交通運輸までの広い分野

で実施されたが，採鉱技術の核となったのは，この穿孔発破法による開撃法の革新である。 こ

のため用いられた鎚は， Massetteをそのままセッ トウとしてわが国の鉱山に伝えられ， 今日
国

まで受けつがれている し 穿孔用の発破タガネは， 広瀬宰平によって「盛山棒」とよばれ，両

者は，わが国鉱山の近代化を支える基礎的工具として用いられたのである。

つぎに坑道閲盤法が，近世と近代とでどのように違ったのかについて検討する。

工法については第 l節で述べたので省略して工程についてみると，在来工法では，別子の銀

切の場合， 6人の廻切夫が昼夜各 1回坑道の掘進に従事し，普通の石質で 3～ 4寸，堅硬岩で

制 「自明治十年至同二十九年間坑方針ノ変遷」， 『栃木県史』史料編 ・近現代九昭和55年， 84頁。
倒 『木村長七自伝』昭和13年， 121頁。
倒幕末から明治前期の混迷期に別子銅山をまもり，住友の産業資本と しての発展を支えた。明治元年政

府の命で生野鉱山に出仕した時，発破法による坑道開撃の偉力に接し，逸早く発破タガネ と火薬の輸入
をはかった。そのタガネを盛山棒と名づけている。
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は1.2～1.3寸である。当然のことながら鐙が受付けない硬岩では掘逃が断念された。 これに対

して，新しい工法では，坑道掘進断面積は四五〈傭x高さ，単位尺〉の加背で在来の3.3倍とな

り，硬岩でも 1日坑夫1方で日 寸a程度の掘進が可能である。今こ こに工程を， 坑道断面積，

I人 l方当りの掘進長の乗数とすれば， 新工法では， 在来工法の約40倍に達することがわか

る。これは発破に黒色火薬を使用 した場合の比較であるが，ダイナマイトを使用 した場合は，

さらに向上する。

旧坑道ニシテ火薬及竹管ヲ用ヒシトキ堅岩採掘量一日一人一トスル トキハ坑道ヲ切拡ケ専

ラ改良、ン火薬ヲ用ヒシトキ其一倍半トナリ又ダイナマイトヲ用ヒシト キ尚前上 ノ一倍半ニ
ω 
当

ると している。

発破工法の基礎となる岩磐穿孔は， 在来の研工法とタガネの操作の面で大きな速いはある

が，技術移転はスム ースに行われたとみてよい。問題は在来工法の仕掛にあたる心抜発破につ

いての技能と，火薬による発破効果の向上が課題であった。その中でも後者が問題である。 別

子の例をひく と， 最初口径 1寸，長さ 6寸ほどの紙袋に黒色火薬をつめ，木栓をして導火総で・

発破したが，木栓をとばしたに過ぎなかった。つぎに乾燥して飾分けした粘土と火薬を交互に

いれ発破 したが，やや爆力を増した程度に過ぎない。最後に火薬 と粘土を孔中で棒 で突きなが
c~ 

ら固めて発破して，ょうやく岩磐の破砕ができたと述べられている。発破の実用化 とともに，

心抜のための穿孔法も次第に確立してものと考えられる。

明治10年に聞かれた内国勧業博覧会出品解説によれば，発破工法を採用 している鉱山は尾去

的高橋雄治 『採鉱法調査報文』第弐回，明治42年， 91頁。天狗鎚下四番坑北立入，拍ナシ，岩ハ竪キ角
岩ナリ， 一方二人廻リ，ー工進程一寸五分とし、ぅ。別子の母岩である片岩類とこの角岩〈チャート〉の
岩磐の状態が同一であるかどうか確められないが大まかに比較したものである。

伺原因恨治「草倉銅山記事」， 『日本鉱業会誌』 No.16，明治19年 6月。
伺前掲『別子閲坑二百五十年史話』296～7頁。なお前掲『わが国鉱山における機械化過程の調査研究』

11頁では，この話は坑夫千葉周七の談で，こ うした試行錯誤を経て明治 5年に発破法が本式に採用され

たと述べられている。
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沢， 草倉，沢山，中小坂であり，旧法の尾太，蒲生，鱒沢山，八光と相半ばしているが，」」

には明らかに新工法を採用 している生野，佐渡などの官営鉱山や別子銅山がもれていることを
~ 

考えると，この当時の鉱山の採鉱の大勢は発破工法を採用しているとみてよし、。西南の役に際
09 

して民間に対する火薬払下げが禁止され，これが原因で休山した鉱山もあったということは，

一つの傍証である。

コワニェが生野鉱山で実用化した新しい穿孔発破工法は，ここに設けられたといわれる坑夫

に対する鉱山学校での伝習や別子銅山などから伝えられ， 10年足らす．で全国的に伝播したもの

と考えられる。 この時期は， 全国各地で 鉱山の再開発の端緒が聞かれ， 採鉱に従事する坑夫

は，鉱山や企業によって養成されるのでなく，友子制度のなかで親分子分関係を通じて技術習

得がおこなわれていたことから，伝播速度もはやまったといえそうである。

再び足尾に戻して， 考察する。

木村長七らによって起案された足尾銅山の再開発案は，本ロ坑の取明けと鷹の巣坑の大切開撃

の二っからはじめられた。

鷹の巣坑は，その上流にある神保鑓の下底部に向けおよそ 100m の探鉱坑道を開撃するもの

で，明治13年 5月に着工し， 1年後 100m の坑道関撃によって， 目的の鉱脈に切りあてること

ができた。月間平均掘進長は 8.3mである。 この掘進は在来工法では到底果すことができない

ものであり，これが可能となったのは，すでに草倉銅山で大切開撃に従事し実績をもっている

越前坑夫団を投入して，はじめて成 しとげる ことができたのである。

越前坑夫団は，こ のあと本口坑の開坑に動員された。ここは，すでに開坑されてはいたが，
回

鉱源を捕捉することができないまま放棄されていたもので， まず崩落したズリを片付けたあ

と，横間歩鎚の主脈である粘土脈を西向に掘進していた。ズリ等の運搬のため早くから木鉄レ

ールを敷設していたため，本 口鉄道廊下と よばれていた。

当時の記録によると， 坑夫総数130名のうち，木口， ！鷲の巣両坑にそれぞれ53名を配置し，
国 間

のちには木口坑のみで81名に増員している。 このうち，開坑の掘進には 1方4名の坑夫が従事

したようである。この掘進は，通気不良と湧水に悩まされ，鉄製唐箕による通風の改良も実施

されている。

明治15年10月下旬から鉱況が好転し， 翌月下旬には鉱石幅2尺， 翌16年 4月には鉱幅は5尺

に達した。鷹の巣，木口の相次ぐ鉱源の獲得ーによって足尾銅山は再生をとげ，明治18年には産

例 『明治十年内国勧業博覧会出品解説』，「日本鉱業史料集』第三期 ・明治筋上， 白亘書房，昭和58年，
などによる。

伺前掲『別子開坑二百五十年史話』 297頁。
M 11汗と密く。鉱石にならない岩石の部分をし、ぅ。粗鉱掘になって鉱石をふくめて発破で起したものすべ

てを指すようになった。
制坑道の下底に角材を！欽き，その上に平鉄を打ちつけたものをし、ぅ。明治14年5月に敷設された。
伺 『木村長兵衛自伝』，昭和12年， 55頁。明治15年5月のこと。
倒前 掲i:.'}55頁の古河市兵衛書簡による。
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銅4,127トンと古河創業当時の約88倍という急成長をとけ．た。本口坑は， 上部坑道の掘下げ貫
Uったて旬。

通によって通気問題を解決したあと，引続いて閲坑をすすめ，明治21年には，坑口から引立ま

での延長が3,860尺 （約1,170m）に達した。

こうして相次いで鉱漉開発に成功したことから，明治16年，本口坑の排水のため有木坑の取

明けに着手し， 明治18年には，横間歩鎚を西端から開発する目的で小花坑の！）日発をは じめると

ともに，足尾銅山に存在する鉱脈群を最下底から串京！Jしにして貫通する大通洞の開撃が若手さ

れた。この結果，名実ともに日本を代表する大銅山としての地歩を固めたのであった。

このよ うに，足尾銅山は古河が開発をはじめてから10年を経ずして奇蹟的な復活をとげるわ

けであるが，これを技術という観点から検討したものは少なし、。そこで， この点について考察

していきたし、。

古河が足尾銅山を引継いだ当時の実態は，在来の山師や金名子を受けついだ下稼人が，採鉱

間歩を実質的に所有し，彼らの下で鉱石の採掘が行われていた。鉱山主は， 鉱区を所有 し， 鉱

石から精銅までの生産過程を掌握したものの，採鉱の権限は極めて弱L、ものであった。こう し

た状態の下では，鉱山の再開発は果されず，鉱業生産は現状維持か，縮小生産へと向わざるを

得ない。それを打開する方法が，鉱山主の手による鉱源開発であったのである。

足尾で用いられた鉱源開発の方法は，既存間歩の最下底部から目的とする鉱脈の直利落し方

向に向って坑道を開撃するとし、う在来の仕法の延長線上にあるものであるが，開盤にあたって

は，穿孔発破法とし、う近代的工法を用いて掘進能率を高め，同時に坑道断面の規棋をひろげる

ことによって，在来の坑道で陸路となっていた坑道での運搬，通行などの問題を解決した。

目的とする鉱脈に切りあてたあとの開発については， 在来の方法とは大きな違いがみられ

る。すなわち，

鉱肱開営法ハ梢々欧式ニ倣ヒ先ツ下盤ヲ掘盤シ便宜ノ所ニ於 テ支道ヲ上盤ニ通シ鉱除ニ会

シテ左右ニ進ミ其上恰モ掘上ニ類セリ 鉱肱ハ堅硬ナラサルヲ以テ単ニ尖鎖ト手鎚ヲ以テ

採獲スルモ岩石ノ、爆薬ヲ以テ之ヲ破砕ス 文非常ニ堅実ナノレカ或ハ湧水ノ 為メ 火薬ヲ使用

スル事能ノ、サノレトキハダイナマイトヲ以テスノレ

としている。

従来の開坑法は，主体となる粘土脈から鉱化部に移ったあと，それを閲坑し， 鉱化部を見究

めたのち採掘に移って終掘するとし、う過程であったから，開坑が充分に行われたと はいえなか

った。上掲の開発法は，鉱脈本体への開坑の推進と採掘の分離を示したものである。 近代足尾

銅山の再開発に貢献した臨の巣坑神保鎚と本ロ坑横間歩鎚は， ともに足尾を代表する鉱脈の一

つであり，鉱山地質学の面では45度脈群に属する。この鉱脈の特徴は，一般的に幅広い粘土脈

で「粘土の著しく生成した部分は鉱化が劣勢であるが，こ の現断帯中にほぼ一定方向に割れ目

帥坑道の先端部をいう。切詰ともいう。
帥原因恨治「足尾銅山記事」『日本鉱業会誌』 No.25，明治20年 3月。
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足尾銅山の採鉱過程をめぐって（村上）

が発達し，鉱石がみたされて富鉱部が形成される」ほか， これから分岐した68度脈群は「延長

は短いが，鉱化 した脈幅は広 く（中略〉鉱脈それ自身の鉱化が著しく， 富鉱脈を形成する」 と

し、う特徴をもっている。さきに引用 した文面で・は簡潔に過ぎて内容を充分に把握できないが，

当時の旧坑等を実見した結果などから総合的に判断すると，この当時の鉱脈の開坑は，その本

体である粘土脈を徹底的に開坑していたものであり，採掘場は開坑 された坑道を損わないこと

を前提に，鉱脈の上盤に向って短い探り坑道をいれ，鉱化部の延長を見究めたあと採掘をおこ

なったと解釈される。従って横間歩錨のような極めて優勢な鉱脈では，本 口坑レベルでも多 く

の掘場が自lj生された。

一方， 開坑延長が延びるにつれ通気の問題が発生する。木口坑を例にとると， 明治17年2

月，その上部に位置する二番坑からの掘下り を本口坑に貫通する ことによって， 通気を一挙に

解決することと なったが，同時に二番坑でさらに開坑をおこな うことによ って，本口坑上部の

再開発実現することとなった。このよ うに，上部の既開発部で鉱源の開発がすすむとと もに，

下部の未開発地帯に対しては，立坑や通洞に代表される近代的な立体的鉱源開発が実施されて

いった。同時に運搬，排水などの面で機械化による近代化が推進されるが， 本稿では，直接採

鉱についての論考であるので省略する。

4. 採掘の近 代 化一一階段掘の採用一一

我カ国坑場ヲ営開スルモノハ掘テ良鉱アルニ遇へパ一向ニ之ヲ尾シテ営採スノレノ ミ深ク内

蔵ヲ探リ 遠 ク永続ヲ謀ノレニ疎ナリ 其此ニ注意スル者ハ僅ニ指 ヲ屈スノレニ過ギスー

と述べているように，鉱石の採掘が富鉱部に偏って集中した結果，鉱山の寿命を縮めているこ

とが指摘されている。

ナウマン EdmundNaumann (1854～1927）も 「本邦鉱山ノ弊害及其改良法按」の中で，鉱

脈の富鉱のみを採取すれば残された鉱石は遺棄される ことになり，大きな損害を与える ことに

なるとし このような採掘は 「暴掘方」 と呼ぶに値する。 これは採掘が 「役局ノ直轄ナノレモノ

甚タ稀ニシテ多ク定約人 ノ手ニ成 リ」 「成ルヘク短時間ニ成ノレヘク労力ヲ薄ク 、ン成ノレヘク多量

ノ良鉱ヲ採出セシメン トスル主義」から起った 「自然ノ勢」である。 これを改革するには 「従

前ノ定約人ノ慣習ヲ廃止 シ正当適宜ナノレ理事法ヲ鉱石開採上ニ施」すことを求めている。 この

方法が，階段掘と よばれるもので，生野など官営鉱山で逸早く採用されたものであった。

ここにいう階段掘法とは，上下2本の開坑坑道にはさまれた鉱石の存在部分を，適当な長さ

同前掲草薙論文，298～300頁。
帥 明治19年の本口坑の出鉱比率は77%を占め，このうち富鉱を採掘する直利鉱場は35, 1日出鉱高8,500

貫と全体の約64%に達した。坑夫1人当りの出鉱は23貫で本番鉱場の2.3倍である。直利鉱場の77%に
あたる27カ所は本口坑レベノレ以下の洞鏑であった。 〈『木村長兵衛自伝』67～69頁〉。

帥吉井享 『坑業要説』三筋 （金坑術〉。 『日本鉱業史料集』第五期明治ttl中，昭和59年，4頁。
帥 『日本鉱業史料集』第二期明治筋③に復刻，昭和57年，同色13頁。
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に区切って鉱画を設ける。各々の鉱画の中心に坑井を聞いて上下の坑道を連絡したあと，定め

られた順序に従って鉱回全体を採掘していくものである。ここでは，鉱回全体から採掘される

鉱石の品質については，採掘開始前に推測され，これまでのような富鉱だけを抜掘するという

弊害は排除され，極めて合理的な採掘法である。

にも拘らず，わが国の銅鉱山に見る限り，階段掘の採用は，その必要性が早く叫ばれていな

がら，その実現はかなりおくれて，ょうやく明治30年代後半となった。 とい うこと は合理的採

掘法の実施の前に解決すべきいくつかの間題があったからである。

その第ーは，採鉱に従事する労働力の確保であった。

金属鉱山の採鉱に従事する坑夫は，労働の対象となる岩磐が炭坑にくらべてはるかにl呈硬で

あり，一定の熟練度を必要と した。そこでは単なる重筋力労働のみでは到底職務を遂行するこ

とができない。 加えて，坑夫労働力の再生産は，鉱山によって養成されるのではなく ，友子と

よぶ一種の職人集団のなかでつくり出されていったのである。

すで十こ述べたように，わが国銅鉱山は，明治10年代後半から民営銅山を中心に して，多くの

銅鉱山が勃興した。これに伴って坑夫の需給関係が極端に逼迫しt~。こうした中で，それぞれ
の鉱山が必要とする坑夫を確保するためには，勢い他鉱山からの坑夫を引抜く ことが近道であ

り，そのためには，坑夫の労働条件を坑夫が望む形で整えなければならない。その単的な表現

が高賃金優遇であり，多くの富鉱源をもっている鉱山に労働力が流動する こと になる。こう し

た状態の下では， 賃金が一定水準に固定され，労働についてのさまざまな規tlllJを伴う階段掘を

強行することは，そのまま鉱山経営そのものの首をしめる ことになったからである。

第二は，採鉱管理の問題である。

これまでの抜掘採掘では，採掘を請負う飯場に対して，一定期聞を限って採掘場を指定したも

のの，そこでの採掘については飯場構成員による自由採掘に任され，採掘鉱石は，その品質と

量に一定単価を乗じた額で買上げられていた。従って鉱山は，採掘場を創生する鉱源開発に集

中し採掘の具体的管理は行われていなかった。

しかし階段掘を実施する ことになると，階段の各段毎に 1～2名の坑夫を配置 し， それぞれ

の鉱石の状態や岩磐の硬軟とを勘案して一定の賃金水準の下で，総合的合理的な請負単価を設

定し， 日常的な管理監督を行う必要があった。そこでは，当然、のことながら，飯場の採鉱請負

を排除し，坑夫の個別管理による採掘が行なわれることになる。そのためには，採鉱の 日常管

理に当る専業係員を従来の飯場頭を大きく 上廻る人員で配置する必要があ り， より合理的な採

掘に徹すれば坑夫は流動してしまう危険が高かった。

これに加えて，採鉱に関連する多くの近代化をはじめ，選鉱 ・製錬さらには交通運搬などの

帥 くわしく は，二村一夫 「足尾銅山における労資関係の史的分析」ー「足尾暴動の基礎過程」再論ー（2),

法政大学社会労働問題研究センター他編『研究資料月報』 No.281，昭和56年11月， 9頁。 ここでは足尾
の坑夫需要の急増によって，全国の鉱山から坑夫の引放きがおこなわれ，深刻な問題となっていたこと

が示されている。

18 



足尾鋳山の採鉱過程をめぐって（村上）

改善のための工事が重なって，技術者の大半がそれらに集中されなければならなかった。

第三は，鉱石の熔錬の問題である。

近代に入って， 鉱石の熔錬は在来の吹床などの小規模なものから， 大型の熔鉱炉へと転換し

て，処理能力も巨大化したが，給鉱そのものは依然として塊鉱であることが条件であった。

階段掘の実施によっても，鉱石の採掘は，採掘の過程の中で純度の高い鉱石のみを搬出する

形をとったが，必然的に中等鉱石が増加することは避けられない。 これらの鉱石は粉砕され，

波縮する選鉱過程を通ると，粒粉鉱となって，熔錬には馴染まないことから，鉱石が熔錬する

までの間，疑似塊状を保つ必要があった。これを足尾の例でみると，粉鉱は当初人力による団

鉱化がおこなわれていたが，処理鉱量が増大して追いつかず，機械化がすすめられたが，熔錬

の途中で粉化したため正常な熔錬を妨げる結果を起したため，この問題が解決するまで，熔錬

での団鉱比率を規制することとなった。 この問題が解決したのは，アメリカで試用 していた焼

熔法を改良した焼熔法を実用化した1908年以降である。

階段掘の普及の推移につし、ては， 「明治二十三年以降，二十八年頃にかけては，益々 上向階

段法， 下向階段法を応用するものを増加した りと雌も，整頓せる鉱山と称せらるる処に於てす

ら」坑夫の自由採掘（抜掘〉が行われていた。 しかし「明治三十六年に於ける主要なる鉱山に

就いて見るに階段法によるもの三十四」となり，明治40年頃には 「小鉱山を除く非」ほとん

どの鉱山で階段掘が実施されるようになった。

これを個別鉱山についてみると，別子では明治31年頃から一部で試行していた階段掘が同39

年 8月，第三通洞完工を契機と して，全面採用され，このために，従来自由採掘の基盤であっ

た飯場制度を大改革するという形でおこなわれた。

足尾の場合は，明治29年懸案であった通洞が完工したあと，通洞レベル以上の採鉱を推進す

し

上部坑道

古E頭
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--:--T一一l
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ホー「ーで
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図－5 上向階段掘様式図

帥 『明治工業史』 鉱業編，昭和5年， 183～4頁。
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るとと もに，通洞レベル下部開発のために立坑開撃がはじめられた。同時に階段掘の試行がは

じまっている。

足尾銅山では，横間歩の開発を報iにして多くの鉱脈を開発することに急で，これを追う形で

採掘がすすめられてきた。しかし明治30年代に入って，採掘のピ ッチが鉱源開発を上廻るよう

になる。このため，「採掘箇所の整理と開発に努め，明治38年に採鉱の仕事の方向を『採掘五i：』

に単一化し， 品質は係員の査定に任せる近代採鉱法を〈中略〉 『進み掘』 と称し」試験的に実施

した。すなわち，この段階では，富鉱部＝抜掘，中等鉱＝階段掘，貧鉱掘＝進み掘という三つ

の採掘法が併存することとなった。ついで故掘は階段掘に統ーされ，明治40年には「六十四条

ノ鉱脈ニ対シ百二地区ニ於テ採掘ヲ行ヒ交通及運搬ノ甚グ不使ナルr1c子〉橋ニ於テ故掘ヲ行
回

ヘル外ハ凡テ階段掘ヲ採用」するに至った。

階段掘は，開発した鉱源を鉱山全体の観点から品質 ・鉱量を統制しながら合理的に採鋸し，

開発と採掘とをパランスのとれた形ですすめるこ とである。従って従来飯場に採掘を一任 し粗

銅量換算の請負から，この方法の採用によって，坑夫を個別管理して就業させ，最終的には採

鉱量請負という形に変更される ことになる。 別子の例は，こ うした形に変更されたものであっ

た。これに対して，足尾でとられた請負の方法は，抜掘にみられる銅量訪負を継承しながら採

掘量請負をも加味する という複雑な請負方式をとることとなった。この大きな原因は，採掘の

対象となる鉱脈が64本を数え，それぞれが鉱況の変化や採掘条件 （岩磐の状態など〉の変化を伴
伺 帥

っていたからである。 しかも直接採鉱に従事する坑夫のみで－3,000人を越えていた。 こうした

状態の下で，採鉱査請負にそのまま転換すれば，採掘条件のよい軟岩部に採掘が偏る結果とな
~ 

り，銅量および品位の低下は避けられなくなる。そこでとられた方法は，故掘法でとられてき

た基準鉱石単価による鉱石買上げ法を維持して，品位および銅量を一定水準の下で確保する こ

ととし，同時に坑夫を掘場に固定するための代償と して， 採鉱量請負をもって調整して， 労働

を刺戟することと した。

同採鉱法は抜掘法と階段採掘法を併用 し，階段掘は令鉱石，食宮ヲ論セス段ノ高サ六尺六寸幅ハク 鉱石
幅とし令坑夫使役法ハ受負法エ属スク（『鉱山発達史』明治33年3月，153～154頁。

帥 照井武雄『採鉱読本』第E巻第12椅採掘法くその 1），白亜香房，昭和30年，4頁。
帥前掲高橋雄治・報文， 5頁， なお足尾銅山の調査は明治40年12月30日から同41年1月14日までであ

る。
努子橋は，明治30年の鉱毒予防工事命令によって出会坑などの坑口の使用が著しく制約され，鉱石の

搬出は通洞レベルまで運搬することになった。 これを解決する資子橋立坑は明治41年に完成した。
帥 くわしくは前掲高橋雄治 ・報文，85～89頁をみよ。

別子では，採掘の請負がすべて採掘量，すなわち間代に集約されたものと考えられる。
伺位置ニヨリ 其深サヲ異ニシ地準ノ高低ニヨリテ延長ニ差ヲ生ス。 単ニ其一部ヲ開撃スルモ全延長及深
サヲ窺知シ易カラザノレ場合多ク（中略〉其鎚幅及鈎幅ノ如キモ膨大又ハ縮小シ随所其厚サヲ変ス〈前掲
高橋雄治 ・報文， 1～2頁〉。

帥明治34年の全就業人員9,964人のうち，坑夫2,784人，坑夫徒弟272人である。 〈古河鉱業側『創業ー0
0年史』昭和51年， 201頁〉。

伺 （a）採掘に耐えない範囲まで掘進し，（b）掘進増加は予定の 6割，（c）掘進増加に対して含銅分がのびな
い，（d）選鉱の負担桶となった。前掲照井武雄 『採鉱読本』 5頁。

20 



足尾銅山の採鉱過程をめぐって（村上）

後者は，坑道掘進における間代の方式を踏襲し， 個別掘場の採掘条件にスライドさせる形を

とったが，これには条件があり，坑夫 l工請負基準額から鉱石請負代価を差ヲ11,、た額のみが対

象となった。従って，差引残高がある場合には採掘量請負額が加算されるが， 鉱石請負代価が
あかげんだい 同

請負基準額を上廻る場合は，赤間代と称して採掘査請負額という形で控除する とL、う形をとっ

た。すでに試行されていた「進み掘」の実態から極めて歯切れの悪い問題を抱えた請負形態と

してまとめられたものといえよう。

こうして曲りなりにも近代採掘法である階段掘が定着することとなったが，これは同時に在

来の5背負形態を大きく変えるものであり，これが強行されたことの反動と して， 鉱山と飯場頭

あるいは坑夫との聞に紛争の火種を宿すことになった。明治40年に起った足尾や別子の鉱山暴

動の直接的原因の一つが，この階段掘の採用に伴って発生した問題で、あったことを銘記しない

わけにはいかない。

5. むすびにかえて

はじめに述べたように 鉱山史の研究は前進をとげているが，鉱山技術とくに採鉱技術につ

いては，これを裏付ける史料が必らずしも充分でない上，その技術そのものがわかりづらいこ

ともあって，当時の実態を充分に明らかにすることができないでいた。

こうした事態を打開する一つの手だてとして，主として足尾銅山に例をとり， これに関連す

る事項については，他鉱山の史料なども参照して，近世から近代中期に至る手掘採鉱過程につ

いて，典型的ないくつかの例を抽出 し その骨格を示しながら考究したものである。

直接採鉱技術をめぐる問題としては，さく岩機による機械採鉱の過程があるが，今回は紙幅

の関係もあって割愛することとなった。いずれ機会をみて，改めて考究するつもりでいる。

The Change of the Mining Techniques in Ashia Copper Mine 

by 

Y asumasa MURAKAMI 

(Historical Study Group of litfining & Metallurgy, JAPAN〕

Japan once had world’s largest copper mining industry with over two hundred 

thousand workers. It soon declined because of over－巴xploitation of rich ores near 

the surface which were easier to be excavat巴d with relatively primitive techniques 

of that time. After the Meiji Restoration, however, a striking revial of copper mining 

took place with an introduction of West巴m mining techniques. And Japan came back 

帥 くわしく は，前掲高橋雄治・報文，85～93頁をみよ。具体例も示されている。
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to be one of the largest copper mining countries. 

There had been few studies in the technical aspects of this process, perhaps partly 

because of the lack of literature and partly because of a complexity of traditional mining 

techniques. This paper tries to examine the change of mining techniques in the Ashio 

Mine, Japan’s largest copper mine in the Meiji period. The traditional method was, of 

course, very labour intentive depending mainly on manual works with an iron wedge and 

hammer. The modernized method of the Meiji period was unchanged in this resp巴ct

but the use of explosive improved the e伍ciencyenormously. Though miners experienced 

some di伍cultiesin mastering explosion techniques, once they had mastered them, the 

speed of excavating was increased forty times than before. This improvement was 

combined with a more systematic investigation of new ore deposit. A new mining method 

called “Kaidanbori”（stoping) was adopted which enabled a fuller exploitation of an ore 

deposit. 

While these technical changes raised greatly the labour productivity with a relatively 

small capital investment, they also required some fundamental changes in capital-labour 

relations. A slow response to this requirement result巴din serious labour disputes at the 

end of the Meiji period. 

Another important technical change was the introducton of the pneumatic rock drill. 

The examination of this process will be done in the n巴xtpaper. 
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