
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j*(1) 

岡 田賢吉＊＊

大島善太郎と本書の紹介

釜石鉱山田中製鉄所に係る大島善太郎は，

古く明治 24(1891）年に釜石鉄鉱山地域の地

質調査を行った大塚専ーが， 「明治十三年ヨ

リ同十六年二月頃ニ至ル間，釜石鉱山官行ノ

際前山ニー僚ノ焼アルヲ発見シ，当今壱号坑

卜称スルモノヲ開繋シテ，鉱床ニ当リ少シク

採堀ニ着手シタリト雄トモ，鉄量少キヲ以テ，

更ニ壱号坑ヨリ下ルコ卜五十四尺ノ処，即チ

当今弐号坑卜称スルモノヲ開墾セシモ，不幸

ニシテ鉱床ニ当ラサリシ，故ニ前山鉄山ハ見

込ナキモノト想像シ，充分探鉱セスシテ放棄

セリト云フ，降リテ廿一年大橋田中製鉄所々

員大島善太郎氏偶々弐号坑ノ探鉱ニ着手シ，

旧坑ヨリ右ニ開盤スル数十尺ナラスシテ，鉱

床ニ当リ，其容量壱号坑ヨリ肥大ナルヲ以テ，

鉱床ノ、尚ホ下部ニ連亘スルモノト推考シ」，

また「余ノ釜石鉄山ヲ調査スルニ当テ，田中

製鉄所員大嶋善太郎氏ニ探鉱ノ必要ナルヲ説

キ，同氏ト相謀リテ寛ニ之ヲ発見スルヲ得タ

ルモノナリ，故ニ之ヲ新ニ大仙鉄山ト名称ス

ルニ至リシナリ」（大は大塚の大を取り仙は仙人

* 1992年 5月2日受理

料東北大学素材工学研究所

峠の仙を取りしものなりと唯仙は音専に遇すれは

なりと）と触れているので， 遅くも明治21

(1888）年に大橋分工場に勤務 している大島善

太郎の存在は知られていた。

ついで中田義算は大正13(1924）年に， 「資

料蒐集lζ当り病中の老躯をも厭はず強ひて努

力して頂いた大島善太郎氏（大島（高任）家と縁

籍（縁戚か）の関係はなき由なるも古く釜石鉱山K

職を奉じ高任先生の築造せる高炉乃至其製錬等IC

関し知る所多く高任先生の事蹟発表に就き 一段の

熱誠ありし人）も亦物故せられ感慨無量なる者

があります。資料蒐集につきでは前記大島善

太郎，釜石鉱山病院長工藤大助（盛岡の産）新

渡戸仙岳，菅敬愛の諸賢lと負ふ所が多大であ

ります。記して以て其好意を謝します」と大

島善太郎に謝辞を述べている。大島善太郎は

盛岡出身で中田義算が大島高任関係資料の蒐

集に入った大正 9(1920）年頃から原稿の完成

した同13年頃までの聞に死去しているのであ

る。

下って昭和 31(1956）年刊行の『橋野高炉

遺跡』には， 「釜石住大島善太郎は中田義算

lζ答へて大正十年十月「故大島高任閣下功績

(1) 大塚専一『釜石四近鉄鉱床地質調査報文』，臨時製鉄事業調査委員会，1893年， 69～70頁， 93～94頁。
前山鉄鉱床については同文のつぎの報告がある。大塚専一「前山磁鉄鉱床」，『地学雑誌J，第4集， 1892

年， 221～226頁。
(2) 無署名「大塚技師の新鉄鉱床発見」，『地学雑誌』，第3集， 1891年，605頁。
(3) 中田義算「洋式高炉の輸入と大嶋高任先生」，「鉄と銅』，第10集， 1924年，636～643頁。
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技術と文明 8巻 2号（202)

伝承録」なる一書を草したるもの。原文は釜

石市小川大島有隆所蔵。写本を新沼鉄夫氏よ

り送られ利用 した」と注記 し，同書から多く

の個所を引用 している。そうすると，大島善

太郎が蒐集して中田義算lζ提供した資料は，

「故大島高任閣下功績伝承録」なのだろうか。

同書の引用に よ ると，大島善太郎は慶応3

(1867）年（明治元（1868）年の疑いもあるが）か

ら明治13(1880）年まで青ノ木 （橋野）高炉製

鉄所に勤務し，経営方を担当とある。

たまたま明治大学東燦由紀彦博士の紹介で

大島善太郎の嗣子大鳥有隆氏 （明治34年生れ），

訓子さん （同38年生れ）御夫妻に面会の機会

を得て「故大島高任閣下功績伝承録」 の閲覧

を御願いしたととろ，同書と共lζ 「故釜石鉱

山田中製鉄所所長横山久太部殿 功績録」 （以

下では「本書」と略記する），大島善太郎関係文

書，写真等も合せて呈示された。大島御夫妻

の談話ならびK同家所蔵の資料によると，大

島善太郎は南部藩の能関係の仕事に携る家系

の十代目 として安政元（1854）年lζ 盛岡で生

れ，上述のように14歳から27歳までの青年期

を青ノ木高炉製鉄所に勤務し，明治21(1888) 

年 5月に釜石鉱山田中製鉄所に採用された後

直ちに大橋分工場に配属されて同 37(1904) 

年の退職まで在勤し， 同 40(1907）年に再び

同所鈴子工場に勤務，退職の年月日は明らか

でないが，大正 11(1922）年 9月28自に 69歳

の生涯を釜石で終えた。

「故大島高任閣下功績伝承録」は，筆者が

別に紹介したので省略するが，本書 （図 1 ) 

は表題のように大正 10(1921）年 3月 3日に

図－ 1 紹介史料の表紙

死去した釜石鉱山田中製鉄所長横山久太郎の

顕彰文であり ，同氏の伝記編纂の参考資料と

して釜石鉱山病院長工藤大助 （俳痴。明治4年

～昭和24年）に宛て大島善太郎が執筆したも

のであった。しかし， 『横山久太郎翁伝』に

は本蓄を参考にした形跡がない。 工藤大助に

本警が提供されたのだろうか。 そのよ うな経

緯を不聞にして本書を一読すると，横山久太

郎の功績顕彰もさる乙 とながら，いわば釜石

号タ所の正史とも言えるJ明治工業史そF
篇』『釜石製鉄所七十年史』『鉄と共K百年J

K対して野史，外史，あるいは横山久太郎の

功績に仮借した大島善太郎の考課表と位置づ

けてもよい内容であるが，創業期の釜石鉱山

田中製鉄所の高炉，熱風炉，送風機，採鉱，

運搬，木炭等々の多岐に亘る記述は，全て現

場担当者としての当事者記録であって，わが

国における高炉技術の形成期の側面を物語る

(4）森嘉兵衛，板橋源，田中喜多美『橋野高炉遺跡』，釜石市教育委員会，1956年， 49～173頁。
(5) 岡田康吉「大島善太郎『故大島高任閣下功績伝承録』J，『たたら研究J.第32・33号， 1992年， 67～79頁。
(6）釜石鉱山田中製鉄所は大正6(1917）年4月1日iζ田中鉱山株式会社釜石鉱業所に改組し横山久太郎
は引き続き専務取締役釜石鉱業所長に就任しているが，本文では大島善太郎の記述に従うととにする。

(7）工藤俳痴（大助） 『横山久太郎翁伝J，私家版，1929年（『横山久太郎翁伝』，日本製鉄側釜石製鉄所産

業報国団真道会，1943年， l～52頁）。
(8）香村小録他編 『明治工業史鉄鋼篇』， 日本工学会， 1929年，84～139頁。
(9）編纂委員会編 『釜石製鉄所七十年史』、同所， 1955年。
帥百年史編主主委員会編『鉄と共K百年』，『同五〔写真 ・資料〕』，釜石製鉄所，1986年。
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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」（岡田）

見逃がせない貴重な生き証言を豊富に合んで

おり， そのうえ同時代の聞き取りも 「ト云

フ」，「ト聞ク」，「灰聞セリ」のような表現で

収録している。 本書は釜石製鉄所関係の基本

史料の一つに挙げてよい。乙のような判断に

立ち，かつ最近の釜石製鉄所をめぐる議論に

も本書が補強史料に活用できたならばという

背景もあるので，乙乙lζ本書の全文を紹介し，

同学諸賢の参考に供したいと思う。

まず，大島善太郎の辞令を整理して掲げよ

う。とれには本警が年月をほとんど記述して

いない ζ とと，月俸，役職，恩給等の記録も参

考史料になると考えたからである。ただし，

簡潔のため年紀の「明治」， 発令者の 「田中本

店J，「釜石鉱山田中製鉄所長横山久太郎」，

「月俸」，その他の文言は必要最少の程度に省

略した。

21年 5月12日： 採用，雑務係，4円50銭。

6月 1日： 5円。 7月 1日： 5円50銭。

8月 1日・ 6円。 10月： 職務勉励lとより

賞与 l円。

22年 3月31日’ 採鉱係長兼製錬係。 4月．

9円。 7月： 職務勉励により貸与 1円。

12月： 10円。

23年 7月・ 職務尽力により賞与10円。 11月

1日・ 取締役兼製造部勤務。

24年 5月 1日． 製造部長兼製造係採鉱係。

同月： 12円。 11月 1日： 事務長兼製造部

長臨時購売部長。同月 ：技手，15円。

25年 2月20日 ・琵臨時購売部長。 5月8日

目職務尽力により賞与 5円。 8月 1日・

16円。

26年 2月10日 採鉱部長兼技手，大橋製鉱

所事務長。 5月・ 17円。

27年 1月： 18円。当分の間交際費として1

年15円支給。 9月・ 20円。 10月11日：兼

鉄道支部長。 11月：格別尽力により賞与

20円。

29年 2月22日：菟鉄道支部長。5月23日：

業務拡張につき委員副長。 7月26日：第

三高炉改築中格別尽力につき賞与12円。

10月 1日： 23円。 10月16日 ：24円。

30年11月 1日：兼大橋採鉱部長。

31年 8月31日． 「釜石鉱山田中製鉄所々員

恩給規則第三候第一項ニ依特別恩給六等

年金六拾円也明治三十一年一月ヨリ下賜

候事」。

32年 1月 1日： 26円。 7月 1日： 28円。 11

月22日：「右ハ赤痢病流行ノ際検疫等ノ

件ニ付一層尽力候ニ拠リ為其賞木綿壱反

下付侯事」。 12月16日．田中製鎮所上役，

大橋分工場監督役兼採鉱課長。

33年6月1日： 35円。

34年 1月：「右者特別恩給六等年金六拾円

支給之処恩給手当規則第七僚ニ依リ今般

更ニ一級ヲ進メ五等 ト為シ年金八拾円ヲ

今後十ヶ年間支給侯事」。 2月 1日： 37

円。

35年 1月 1日： 38円。 4月12日・ 第五囲内

国勧業博覧会出品調査委員。

36年 1月1日： 45円。 9月19日． 兼大橋分

工場経理課長。

37年 6月 1日：「第三大高炉建築ニ伴フ大

橋採鉱場拡張工事中格別尽力ニ依リ為其

賞金参拾円下付候事」。 12月：「元釜石鉱

山田中製鉄所員 大島善太郎右ノ、釜石

鉱山問中製鉄所内規第百弐拾弐僚ニ拠リ

明治三十七年度分ヨ リ恩給下付ヲ取消

ス」。

39年4月1日．「自今九戸郡地方満俺鉱採

掘及購入方監督ヲ委托シ月俸金四拾円食

宅料金五円支給候事」。

(11) 例えば，中間哲郎「技術史の視点から見た日本の経験」，『近代田本の技術と技術政策』， 東京大学出
版会， 1986年， 3～47頁。 中間哲郎 ・三宅宏司 「大阪砲兵工廠における釜石銑の再精錬」， 『技術と文
明』，第4巻 2号，1989年，21～43頁。高松亨「釜石田r.j:i製鉄所木炭高炉の鉄管熱風炉J，『技術と文明J,
第6巻 l号，1990年， 47～67頁。
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技術と文明 8巻2号（204)

図 3 釜石鉱山山神社

「山神社」の扇額（85cmX 50cm）は大島善太郎の執筆，

省側の「山神」 碑は高芯105cm，向って左側面fC「安政丁

巳（4年〕仲冬（11月）」とある。

40年 2月 9日 釜石鉱山田中製鉄所弐等所

員ニ採用， 40円。同日ー臨時建築部事務

取扱。 9月22日：菟前役熔鉱課製銅兼工

作課営繕係申付候事。

35歳の大島善太郎は草創期の釜石鉱山田中

製鉄所に雑務係の身分で就職し，大橋分工場

に勤務 して明治 24(1891）年11月lζ事務長，

同 32(1899）年12月に上役， 監督役に任命さ

れた。 「事務長」ゃ「監督役」の職務は明ら

かでないが，例えば明治 34(1901）年撮影の

記念写真（図－2）における大島善太郎の席次

が鈴子工場長の高橋亦助と同格であるから，

現在の工場長，鉱山長等に相当する役職であ

ろう。そのような地位にいた関係や信心家の

108 

図－ 2 大総高炉両基製錬記念写真

m面』E大島善太郎の自筆で「明治参拾四

年七月 鈴子本局ニ於テ大鎗高炉両基製

事Ii記念ノ為メ所員一同写影ス 製鉄所ヨ

リ大局氏領ス」， 写真の前列椅子席向っ

て右から「二人目 工学士大橋分工場夜

勤，三人回大橋分工場監督大島善太郎，

四人目 鈴子工場工学士香村小録氏，五

人目 所長横山久太郎氏，中央六人目

工学博士野呂氏，七人目 工学士技師長

中大路氏道氏，八人目 鈴子工場長高橋

亦助氏」とある（大島有隆氏所蔵〕 。

図－4 釜石鉱山山神社の花関岩製手洗鉢

正面K 「奉納」，向って左側面に「盛岡住大嶋善太郎」，

右側面に「明治三拾六年三月拾二日」 とあり，上面は

67cmX42cm，底面は60cm×38cm，高さ60cm。

故であろうか， 釜石鉱山山神社には大島善太

郎執筆の「山市$吐」扇額（図－ 3。奉納年月は

不明） と 50歳の記念かとも恩われる花商岩製

手洗鉢が奉納されている（図－ 4）。しか し，

大島善太郎は51歳の明治 37(1904）年 6月か

ら12月の聞に退職している。まだ働ける年令

であった。何があっ たのだろうか。大島御夫

妻の談話によると，落盤事故で大怪我をした

ζ とがあったという。怪我のため勇退し，恢

復をまって同 39(1906）年 4月から退職前と

ほぼ同額の給料で雇傭され，翌年K至 って正

規所員lζ再採用されたのだろうか。その後の

退職の時期は明治40年代としか伝えられてい

ない。



大島善太郎「故釜石鉱山田中製鉄所所長横山久太郎殿功＊fi録」（岡田）

本書は黒紙表紙の中央lζ大島善太郎の自筆

で2行lと「故釜石鉱山田中製鉄所所長横山久

太郎殿功績録」の題安置を貼付した横13cm×縦

20. 8 cm （ほぼA5）のノートであって，横書

き24行，鉛筆書き，楢書，片仮名書きで56頁，

400字詰原稿用紙に書き移して 65枚の分量で

あるが，なぜか本文の表題が「横山久太郎氏」

になっている。本文lζは句点「。」を一切つ

けていないので，筆者の判断で句点を入れ，

改行は 1字分下げ，消しゴムや鉛筆による削

除部分も読み取れる個所は（抹消 ：）として

生かし，また括孤内の ＊印は筆者による補注

（補注では「明治」を省略した），括孤と数字は

恐らく大島善太郎が推敵のとき赤インクで付

け加えた項目立てと思 われ るが，欠番もあ

る。 Oは欠字と不明文字，漢字は誤解を招か

ない範囲で常用漢字に改めたが，「・ 」は当

時の一般的な表記と大島善太郎の書き癖らし

くみられるので，つぎのように読み換えられ

fこし）0

受負 ：請負，器械 ・機機，危険 ．危険，採

掘 ：採掘，墜道 ．隆道，省査踏査，燦化

：煉瓦， エ．イ， クーキ， シ：ス， ジ

ス，ス．シ，セ ：シ，ツ：シ，ヒ： へ，ヒ

：エ，へ・ヒ，リ：ル， レル，ル・リ，

J.,, . ミ

本書の公表を御許し頂いた大島有隆氏，ヨii

子さん御夫妻，ならびに明治大学東僚由紀彦

博士の御厚情に心から御j穫を申し上げる。

故 釜石鉱山田中製鉄所

所長横山久太郎氏功績録

(1）夫レ我ガ国力ノ増進ヲ図ラン 卜セパ大

ヒニ鉄業ノ発展ヲ求ルニアッテ我ガ国ノ鉄砿

ノ豊富ナルハ釜石鉱山ニ属シタ Jレ大橋砿床ノ

埋蔵ヲ置テ外ニアラザルハ皆明知スル所ナ

リ。故ヒニ政府ハ進ンデ鈴子工場ヲ開設経営

セラレタルニ俄然旧宮行ハ廃業トナッタ （＊

15年12月18日）。市シテ明治十八年以後二於テ

伝聞ノ侭ヲ葱ニ其当時 ／1状態 ト田中本店ハ廃
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物ノ挑ヒ下ヲ請ケ而シテ再興経営ニ及パレタ

ル所ノ；概略ヲi陳載スノレ事トセリ。

(2) 当時廃物梯ヒ下ケ入札ヲ望ムタル有力

者ハ東京ヨ リ実地沓査ノ為メ陸続出張セラレ

夫々入札ノ手続ヲ以テ梯ヒ下ケ許可ヲ受ケタ

ル方々ニ諸器械軌鉄諸建物外附属品トモ皆東

京ニ搬送セラレタ リト云フ（＊残務整理終了は

18年6月30日）。

(3） 其外残存セル全部ノ物ハ貝｜］ チ左ノ如

シ。大高炉ハ弐基ニ附属品送風器ニタンク，

錬鉄場ニタンク附属物，事務所壱棟，工場構

内ノ敷地，附属及近傍ノ山地，桟橋ヨリ大橋

間ノ線路敷地此ニ属スル第壱ヨリ第拾九ノ橋

迄テノ橋梁鈴子構内ノ残炭，粉炭，生焼砿石，

粉砿石，天城， 西洋，並赤等ノ残煉瓦（土中

ニ埋波ノ物破棄ノ物モ不砂ト云フ〉耐火煉瓦

粉，粘土ノ如キ相応ニ残存ノモノガアッタ ト

玄フ。

(4) 小川炭庫ノ残炭，粉炭，大橋ノ粉炭，

生焼残砿粉砿，同所焼砿也弐基，クラッシャ

壱基役宅壱棟外大橋構内敷地井ニ山林比ノ：境

界ノ如キノ、第拾八ノ橋ヨリ第拾九橋間ノ線路

敷地続第拾九ノ橋ヨリ 南ハ仙人峠道路筋昇リ

仙人峠ノ/fllll堂ヨリ西ニ向キ沓掛ヲ界 トシテ峰

通リ覗ノ沢，滝ノ洞，硫黄洞，天狗森ヨリ降

リ西ハ鎌ケ峰，佐比内，元山，蟹滝沢，l峰通

片羽山（雌蒜~）ニ懸ケテ連亘スル事中ノ沢，

板塀沢，半面ハ橋野境，板塀沢ハ甲子村小川

峰境ヨリ大橋ノ：双龍橋泌j迄ノ境界内部ノ；地面

ハ鉱山ノ附属地デアッテ該全部ハ残存ス未挽

ニナッテアッタ。 田中本店ノ＼故大主人公（＊

田中長兵衛，天保5年～34年11月7日） 卜故所長

殿（＊横山久太郎。安政3年～大正10年3月3日）

ガ釜石ニ出張ノ上ニ実視セラレ（* 16年8月。

9月ともある）既ニ巳ニ将来ノ 大望ヲ懐レ此

ノ事業タルヤ他ニ譲リベキモノデナイ再興経

営シベキモノト企画ノ方針ハ定メラレタノデ

アラン。然ルト!illモ差当ッテ鈴子構内弁ニ小

川等ノ残炭ヲ東京ニ輸送販売ノ事ニ着服セラ

レ専ラ販売ニ尽力セラレタルニ宣図ランヤ意
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外ニモ該木炭ハ粗製乱造（＊濫造） 垣煤ノ為メ

ニ売捌ニナラス空敷積ミ曝シ貯置スル事トナ

ッテ所ガ反ッテ費用ハ増加シ損失ニ赴ク為メ

ニ功果 （＊功科か）ヲ幌ル能ハザルニ至ッタ。

該木炭ハ悉皆深川 ノ中ニ放棄セラレタリト灰

聞セリ。

(5) 多量ノ木炭ヲ銚下ケヲ得タルモ予想ヲ

満足スル事能ワス。故ニ更ニ銑鉄製錬ノ計画

ニ因リ鈴子鶏測ノケ所ヲト シテ臼本高炉ヲ築

造ス該木炭ヲ以テ試吹製錬着手ニ及パレタル

ニ砿石ガ銭解スルト雄モ塊リ 卜ナッテ容易ニ

銑鉄ガ流出セス。故所長殿ニハ数回試吹ヲ尽

サレ製錬失敗ハ四拾余回ナル ト云フ。尤モ尋

常ノ辛苦テ、ハナカ ツタノデ配下ノ衆モ共ニ心

痛ニ陥リ回復ニ至ラン事ヲ祈ラレタルト云

フ。

(6) 如何セン是レハ銅分燐分硫黄分多量ノ

混交ノ砿石テアノレ事ヲ判別セス剰ヒ冷風製錬

ノ操業デアッタ結果ニ外ナ ラザルベシ。

当時上州中小坂ニ於テ折衷製鉄熔砿炉ヲ築

造セラレ其結果良好ナル事ヲ確聞セラレ。年

月判然ナラザ、ルモ田中本店ガ調査セラレタル

ニ髄ナル事実テ、ア ッテ鈴子ニ於テモ；援風（＊

熱風） 応用シベキ設備ノ上試験スル事トナッ

テ中小坂ノ熟練ナル所員 （＊秋元光愛）ヲ雇聴

シ（* 18年9月）其技術者ノ設計ト製錬ヲ担任

セシメタルニ該媛炉い熱風炉）ハ完全ナラザ

ル略式ノ築造デア ッタ為メ（＊高炉の竣工は18

年12月末）是又失敗ヲ重ネ其技術者ハ夜逃セラ

レタル ト云フ。 芳以テ損失 トナ っテ自然其責

任ノ及ブ所ハ寧ニ故所長殿ガ負フ所ノ不幸ニ

陥ヒラレ本店ニ帰戻セラレ。代ッテ泉嘉右衛

門氏ガ来鈴ノ上ニ監督セラレタルモ容易ニ製

錬ノ好果ヲ回復スル能ノ、ス。故ニ該失敗ノ回

収ノ 目的デアラレタカ金沢村ノ 金山（ネ上閉伊

8巻 2号（206)

郡大槌町金沢金沢金山） ヲ採掘方ニ手ヲ延サ

レタルニ是レモ線テ失敗トナッテ此ノ事業タ

ノレヤ許可ヲ受ケジ同氏ノ専撞 （＊専断）デアッ

テ寛ニ同氏モ本店ニ引揚ゲラレ如何ナル都合

デアッタカ謎責ヲ受ケ後チ解職ニナ ラレタ ト

玄フ。

抑製錬ノ：不結果ト期スル所ノ モノハ畢寛ス

ルニ化合砿物ト冷風ニ未熟ノ技術或ハ壱弐ノ

製錬職工ノ外役員始メ職工等ハ概シテ白徒

（＊素人）ノ為メ ニ故所長殿ノ苦闘セラレタノ

デアッタ卜閲キ及ヒ実ニ感想（水感慨か）ニ耐

へ （ヌノ欠か）テアッタ。

(7) 比間鈴子工場ニハ重任ノ方ハ不在デア

ッテ事業ハ休止セラレナレトモ故所長殿ニハ

釜石鉱山ハ将来大ヒニ発展スベキ有望ノ事業

卜認メ ラレ篤 ト熟慮セラレタル所ガアッテ滞

京謹慎中専ラ折衷熔鉱炉築造ノ考案ニ基キ設

計／雛形ナ 卜ヲ自製シ熱心ニ研究セラレタリ

ト云フ。

(8) 其折深川精米所主任山川松五郎氏或ノ、

水稲儀之助氏等折々訪問セラレ其画策方針ナ

ルニ至ッテハ実ニ熱心 ト堅固ナル心底ニイ タ

ク感動シ本店ニ対シ屡々斡旋セ ラレ。御両氏

ノ尽遂（＊尽F字）空シカラジ商議取鍾ツテ所長
－ 

殿ノ設計通リ大橋ニ熔鉱炉壱基（＊第三高炉）

ノj築造費井鈴子経営中ノ未梯等出資スル事ト

ナツテ建築材料ノ鉄皮ノてンドウ（＊鉄帯カ〉）

11<.車用シヤフト媛炉用鉄管其外ノ附属品等ノ＼ 

東京ニテ購入ス製作ノ調度ノ手配ニ及ノぐレ又

大橋ノ：焼包（砿石焼高炉ナリ）弐萎ヲ取殴シ

廃物ノ：煉瓦ヲ以テ熔鉱炉築造方ノ用材禍為足ト

ナツタト云フ（＊着工は20年7月）。

(9) 鈴子工場ニ於テハ役員井職工ニ至ル迄

留職セシメ鈴子ノ興廃ノ所断（＊処断）ヲ待チ

居ル事卜ナッテ何トカ回復ノ道ヲ需メン 卜熱

閥横山久太郎は明治18年12月末，金沢金山地内の矢毛洞と三枚平の金鉱借区出願のため隣接借区人と借
区境界の交渉を始め，翌19年2月に出願したが，未許可のまま同21年3月24日IC出願に係る権利，手続
費用および現地の建物2株を合せ代価750円で藤田伝三郎に譲渡した。実損があったのだろうか。 乙の
間，横山久太郎の代理白浜廃徳，手代大内豊三郎の書面によると，横山久太郎は明治19年4月2日IC東

京へ行き，10月16日lともまだ釜石IC帰っていない（花石公夫『閉伊郡金沢村金山史』，私家版，1975年，
76～84頁，127～162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倣功績録」（岡田）

中ス種々協議ヲ遂ケテ居タ所故高橋亦島！］氏

（＊嘉永6年～大正7年11月20日）ガ夢ニ惑塊石

ノ為メニ成功ナラザルモノデアッテ該惑塊石

ヲ取除キ製錬スルニ於テハ必ス好結果ニ赴ク

ベシト老人ノ託誼ヲ受ケ其ノ悪塊石タルヤ則

チ鉄砿ハ浅黄色ニシテ梢ヤ熔解ノ焼過キタノレ

粘着ノ塊リヲ指シタルモノニシテ此ノ分ヲ除

棄シ而シテ製錬ニ適当ナルモノハ則チ半焼ノ

紅柄附着シタル赤色ノ焼出タルモノヲ撰砿ノ

上ニ使用スベシ卜教導デアツタノニ従ヒ試吹

ノ事ヲ建議セラレタル所速カニ採用ヲ受ケ而

シテ製錬設備ヲ整へ最モ試験ノ仮暖炉ヲ充分

ニ注意ノ上ニ修繕ヲ加へ特撰ノ砿石ヲ以テ製

錬ニ及パレタル所幸ヒニモ瓦斯ガ：！愛炉ニ充燃

ス送風モ以前ヨリ熱度ヲ増進シ炉中卜熔解ガ、

容易トナッテ相応ノ銑鉄ガ流レ出タノデ弥ヨ

事業ノ発展スル事ニナッタト云フ。

Ml 本店ト故所長殿ニハ共ニ雀躍スル所ト

ナッテ是レ力、、故高橋亦助氏ノ壱話（ホ逸話）ノ

種 トナツタノハ実ニ彼レノ傍倖テアッタ。因

テ専ラ大橋ニ熔鉱炉築造ハ急速ニ進行スノレ事

トナッ テ第三高炉ヲ壱基其外附属ノ建築上ニ

付故所長殿ニハ大橋ノ小笠原源十郎方ニ宿泊

七拾余日間昼夜兼行ニ従事セラレ落成れ 20

年11月）ノ後チ製錬試吹ニ及ヒタ ル所工合モ

良好ニ赴キ逐日出銑モ増量トナッテ先ツ以テ

胸算満足卜ナラレ安堵セラレタリ卜云フ。比

ノ工事ニ使用セラレタル煉瓦又ノ＼粘土ノ如キ

ハ旧官行ノ焼笥（砿石）ヲ取殴シ物或ハ廃物

ヲ再用モラレ容易ニ築造ノ運ビ、ニナッタ卜云

フ。

(11) 鈴子，大橋ノ両高炉ハ骨折々製錬ノ工合

益々良好ニシテ出産（＊出銑か）モ増量トナッ

テ大橋ニ於テハ四百貫目以上六百貫回以内稀

有（＊レか）ノ出銑ノ折ニハ奨励トシテ大貫吹

キ統トシテ餅酒肴ヲ職工ニ下賜セラレタリト

:G.フ。

ω 故所長殿ニハ明治廿年ノ春頃新山ト元

山ニ佐比内砿床ヲ覗察ノ為メ単身ニテ差向カ

レタル所元山沢日向走根ニ於テ足ヲ踏ミ外シ

111 

雪ニ転倒急走セラレ既ニ生死モ定カナラザノレ

危険ヲ冒サレ（＊タノ欠か）テア ッタト云フ。

其時シャツフ。（＊シャッポ。帽子）ハ紛失セラ

レタルモ幸ニモ一命ヲ得テ大橋ニ帰ラレ実ニ

危難デアラレタ卜云フ。

0.3) 吾ラハ明治廿壱年五月拾弐日採用ニナ

ッテ鈴子ニ出動セリ。其折ニ着服感想セルモ

ノハ下ノ如シ。

帥 媛小造リノ試験i暖炉デアッタ（＊テか）

同使用ノ鉄管ノfイプノ如キハ内径五寸位長サ

四尺五寸位ノモノ九本計リノ設備デアッタ。

兎ニ角瓦斯ヲ引通スル燃量（本燃料か熱量か）

ノ熱風ハ相当デアッタナレ トモ

0.5) 木造輸子ノ如キハ粗漏ノ扱ヒデアッタ

（＊テか）大分風ノ漏出ノ量ノ＼僅少テーナイト認

メラレ（＊タノ欠か）テアッタ。

Q.6) 又水車ノ回転ハ何分ニモ遅緩モ適度ヲ

過キア（＊テイか）ル様デアッタ。此ノ原因タ

ノレヤ掛ケ口ノ水樋ノ間隙ヨリノ漏水デアッテ

防備ヲ施シ事ハ急務デアッタカラ建議ニ及ン

ダノデアッタ。

間 吾ラ同月拾四日ニ高橋亦.WJ氏ト同袖ニ

テ大橋ノ製錬場弁各砿床実視ニ向ヒ前山ヲ初

メトシテ錦山（サクラ山トモ云フ）覗ノ沢，

垂水，滝ノ洞，硫黄ノ洞，新山，元山，佐比

内ノ上楯，中楯，下楯，赤岩，中ノ沢ノ拾参

ケ所沓査ノ上復命シ（＊タノ欠か）テアッタ。

側 故所長殿ノ実績ニ付曽テ本店ハ勿論其

外鉱山ノ関聯者ニ於テ悉ク調査ノ材料モ多々

アルベシ。而シテ吾ラ陳供スル所ノ事項ノ、反

ッテ重複ノ妨トナッテ何等ノ御用ニモ立タザ

ルベシ。然レト モ若シ万一事績ノ幾部ハ編集

ノ内ニ加載ヲ得ルニ於テハ是又幸ヒナ リ。因

テ細大記臆（ ド記憶）／存スル所ノ＼或ノ＼錯雑ニ

Eリト雄モ実際ノ事項ヲ葱ニ列挙スル事トセ

0.9) 鈴子局部ノ事業ニ付テノ、詳細陳フソレコ

ト能ワス。唯吾ラハ大橋ニ転勤トナッテ明治

廿壱年五月十五日ニ赴任セリ。当時ハ藤沢喜

助白浜康徳（＊後出）小西伝之助 （＊会計主任）
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村井利吉ノ賢文者ガ先輩デアッタ。吾ラハ雑

務カラ漸々製錬ニ採砿，製炭，運搬ノ事務ヲ

担当シ然（＊而）シテ総テ故所長殿ノ指揮直

命ノ基ニ勤務セリ。事業ノ経営上ニ於テハ大

ヒニ感想スル所アッテ順々建議スル事柄ニ対

シテハ採用ナラザルナク大概速決（＊即決）或

ハ遅クモ三日ト経過シタルコ トナシ。故ニ進

捗好果ヲ挙ゲ弥々事績ハ顕ワレタルモノトナ

ツタノハ実ニ故所長殿ノ秀傑ノナス所デアッ

タ。加之君、耐力ヲ備へ能ク配下ノOニ対シテ

ハ愛撫ト篤厚ヲ施シ尚ホ抜擢モ迅速ニシテ功

労者ニ対シテハ特殊ノ奨励法ヲ施サレ且ツ倫

理ヲ究メテアラレルト皆敬ヒ服従セザルナク

誠心誠意ヲ旨トシテ精勤セラレタノデアッ

タ。新クノ如クデアッタカ ラ事業モ逐日拡張

スルニ至ツタノテ・釜石鉱山ノ声価モ益々昇ツ

タノデアリ明治廿八年来鈴セラレタ故前農商

務大臣榎本武揚閣下ガ大機万成 （＊大器晩成）

ト賞賛セラレ（＊タノ欠か） テア ッタ。

ω） 故所長殿ノ功績上ニ付既ニ概括ノ、前陳

ニ尽セテアルカラ猶詳悉再陳セザルモ一般ノ

知ル所テ‘アノレベシナレトモ今日ノ釜石鉱山ノ

盛業ニ至ッタ事績ノ起因ハ何ンデアルカ其ノ

事実ヲ主主ニ陳べ伝フノレモ敢テ無益ニアラザル

ベシ。故所長殿ノ改良進運ニ及ボサレタル経

路ハ先ツ以テ吾ラガ大橋ニ赴任当時ノ状態ヲ

概略00将来ノ参考トシテ供載スベキ事柄ハ

下モノ如、ン。

製錬方改良

凶 当時担任ノ事務員ニハ岩鉄ノ製錬ハ勿

論其外総テノ営業上ハ経験ナク白徒（＊素人）

デアッタ。故へニ緩慢ノ弊風ガアル為盛運ニ

進マズ塞縮シテア（＊イか）ル様デアッタ。総

テ完全ナラザル事項ヲ挙ゲ時々協議ヲ経テ改

良促進セリ。順次好果ニ向ヒテアッタ実行ニ

8巻 2号（208)

及ヒタル事項ハ次ノ如シ。

問職工ハ旧宮行大高炉ノ炉前扱ヒ方ニ就

働スタルモノデ製錬上ノ：先生株ノ自尊ノ気風

ヲ檀（＊檀）ニス兎角ニ抜庖（＊抜庖）シテ仲間

ノ：者ノ＼毎日休息所ニ於テ壱弐回宛ノ＼必ズ飲酒

ヲ貧ラル、モ何等ノ戒厳セズ或ハ仲間ノ内ニ

ハ甚迷惑ヲ感ス陰々不平ヲ唱ヒテア（＊オか）

ッタ。其抜庫（ネ駿庖）ノ者ハ鈴子工場ニ転勤

セシメ実意者ヲ撰抜昇給（＊昇任か）セリ。一

同矯正スル所ト ナッテ事業ノ革進（＊革新） ニ

至（＊ツ欠）タノデアッタ。

（お） 上席ノ事務員ハ工場ノ巡視昼中弐回夜

間ハ午後九時頃壱回ニ止リ 其ノ余ハ巡視セ

ス。且ツ諸氏（＊一般事務員か）ハ午後六時ニ

退所ス （＊当時の勤務時間は午前6時から午後6

時まで）。吾ラハ事務所ニ宿直ノ上ニ毎夜構内

必ス参回宛巡視スルコト ヲ遵守セリ。殊更冬

期中ハ年々旧拾弐月ヨリ翌年参月迄ハ華氏ノ

八九度ヨリ拾壱度（＊ー13～－ll°C）迄アッテ

乗水ノ掛ケロヨリ工場ノ聞かノ欠）水樋ノ＼恰

モ綿ノ如ク氷結ノ為メニ殆卜毎夜弐参時間ナ

ラデ睡眠ノ外ハ余暇ハナカッタ。 樋ニ充分ニ

乗水差支ナキニ至ラシムJレ迄氷ノ水中ヲ侵シ

テ往復ス昼夜兼行取除キ方ニ従事スル者尤モ

親ルニ 忍パ（＊ビ）ナイ 困難デアッタ。該期

間ハ通常焚火ヲ応用シテ氷着ヲ除キ水車ノ回

転溢滞ナカラシメテアッタ。其当時ハ昼中派

出所ニ差向キ指揮監督シベキ手ニ代リ事務員

ハナカッタカラ中出場ノ運転検量或ハ採砿場

又ハ炭山巡覗方ニ引続出向キ執務ヲ欠ザルコ

トニナッテアッタ。

凶 聯i子ハ木作ニシテ蓋付扱ヒハ組略デア

ッテ猶ホ逮継スル送風鉄板ノfイプノ組製ノ為

メ共ニ風漏少カラザル部分ハ悉ク予防ヲ施セ

リ。追々改良ヲ進メ丸形銑製ノ輔子ヲ用ヒ製

03）大島有隆氏所蔵文書に「製錬係り大島善太郎第三高炉毎年冬季氷結ノ候ニ至リ休業スノレハ常例ノ
如ク本年度ニ限リ引続キ製錬致来リ候ハ製錬係リ之Oリ職務ニ尽力ノ致所O切00依之製銭所規貝ljニ基
キ本店ノ認可O其賞トシテ金三円也下附候也田中製鉄所長横山久太郎 印 明治廿三年一月」，「製
鉱所役員一向 本年一二月中厳寒ニ際シ高炉吹続キタノレハ役員一同ノ尽力ニ因ノレヲ以本店へ上申ノ上
認可ヲ得其貸与トシテ金弐拾円下附候事 明治廿四年第 月 田中製鋭所長横山久太郎 印」とあ
る。
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錬日数モ壱ケ年以上吹続キ産出モ多量トナッ

タ。従ッテ出銑モ増量トナッタ。

(25) 媛炉ノノfイプ鋳造粗製ノ為メニ豆粒ノ

穴或ハ鋳損ノ亀裂其外遠継ノケ所修理方不完

全デ皆風漏ガアッタ。故ヒニバイプノ鋳造ヲ

改良ス而シテ媛炉ノ使用方ノ保命ハ長クナッ

タ。尚ノマイフ。連継ニ鉄削粉ニ硫酸銅（＊胆饗），

アンモニヤ味噌酢ノ五種ヲ交合使用シテアツ

タノガ完全デナカッタカラアンモニヤニ味噌

ヲ廃ス代リ ニ塩ヲ用ヒ風ザ漏レナキ堅固ナル

塞キトナッ（＊タノ欠か）テアッタ。

間媛炉ガ周囲粗製デアッタ為メ亀裂ノ部

分ハ皆風ノ；流通シテ其侭放棄シテアッタ。是

レガ修理ノ怠リナキヲ励行セリ。

間鞠子ノ風捌ノ小舌（＊弁）ハ木製デアッ

タ（＊テか）壱昼中ニ弐参回夜間モ同様デ破損

ヵー頻繁デアッタ。為メニ取替ノ扱方ノ、不便テ、

其都度水車ノ回転ヲ止メ実ニ困難デ従ッテ銑

ノ産出又ハ炉中ノ影響モ砂カラザルモノデア

ッタカラ該小舌ヲ象皮ヲ用ヒ破損ナキコトヲ

得製錬モ良好ニ進ン夕、ノデアリ。

間水羽口ノ製造ガ適当セザル為メニ炉中

先端ノ如キハ破傷ヲ生ス時折取替ヲ要スノレモ

ノデアッタカラ鋳造方ヲ改良シ保命ヲ長クセ

シメタ ノデアリ。

（湖水羽口ニ通注シベキ壱吋ノfイプノ注入

口ニ塵芥予防ノ設備ナキ為メ時折途中塞ノレ／

妨害ガアッタ。予防網ヲ設備ス以後ノ、断水ス

ノレ事ナキニ至ラシメタリ。

(30) 通水ノ鉄ノfイプガ羽ロ ト連継ノコ、、ムノf

イプノ継際ノ構造ハ適当セザ、ル為メ往々流通

ヲ妨ケテアッタ。苦曲ノ連合（＊不明）ヲ改良

シ断水ナキニ至ラシメタリ。

(31か） 屋階上部ノ炭砿（＊木炭と鉱石）装

入口ハ点火セシメ畑燃ノ取扱ヒテアッタ（＊

テか）自然；援炉ニ応用スル瓦斯ノ如キハ其量

ヲ滅少（＊減少）ス剰ヒ夜分ニ於テハ瓦斯ノヨ｜

入レロヨリ壱弐尺乃至参尺ニ至リ装投炭砿点

滅スノレモ柳カ感スル者ナキ悪習慣デアッタ。

加之時折ニ職工ハ睡眠ヲ貧リ壱弐回ヨリ参回

位ハ瓦斯ガ断通卜ナッテバイフ。冷却ス。其ノ

場合ニ於テ職工等ガ俄然炭砿ヲ普通ノ装入口

迄投入シテ詰メ均シ卜同時ニ瓦斯ガ爆炉ニ通

テ燃焼ノ熱度増進スルニ従ヒバイプハ膨脹ス

或ハ亀裂ス風漏トナッテ改築修繕ヲ用い要）

スル事往々アッタ。装入口ノ点火ヲ廃止ス媛

炉へ瓦斯ノ増送ヲ専ラトシ殊更夜勤職工ノ睡

眠ヲ厳禁ス瓦斯ノ通入口ノ下部ヲ過キ炭砿ノ

燃滅スルガ如キ或ハ瓦斯ノ断絶ノ阻害ヲ受ル

事ナク故ヒニ炉中ニ塊リヲ生セズ且ツ炭砿ノ

掻出シ炉中ヲ改築修理スル事ガ稀レデアッ

タ。夫レガJ康次コマ（ネゴマ）ノ壱号良銑ガ、連

続産出スルニ至ツタノデアッタ。

(32) 第参高炉ノ、援炉プj、壱基テ、アッテノマイフ。

ノ如キハ内径七寸長四尺壱寸弐分弐拾本デア

ッタ。為メニバイプ取替修繕方ガ速了ニ至ラ

ω 岩手県気仙'fl[l｛主田町に所在した栗木鉄山株式会社の新（第二）高炉は，明治41年に野呂景義の設計で
建設された水車動力，日産5t程度の木炭高炉であって，熱風炉は宮熊太郎（明治25年～昭和51年）の
回想によると，「外囲を赤れんがで高さ三 ・五メートノレ，幅四メートノレ，奥行五 ・五メートノレにつみ上け．
（炉内は耐火煉瓦を使用），地下一メートノレぐらいのと乙ろに燃料室い燃焼室か）を設けs 左右二室

に分離する監を中央lと設け各室lとは内径二五0ミリの鋳（＊鉄欠）製風管を二列K併立し，燃焼ガスで
風管を外から｜暖め，内部を通る風が緩まる幼稚な装置」であり，「ζの風管lとは接手はありますが，普通
の石綿位では用にたたないのであります。接手lζ填充する材料は鋳造（＊鋳鉄）を施盤にて商iJった際の
粉末， 一名ダライ粉と丹饗（＊胆毒事。硫酸銅）と食酌（＊食酢。サク酸は駄目）の混合物でないと要fC

供せません。赤の部分（＊図は省l略） fC娯充するのですが，先づ大きい「ざる釜JK酎（＊酢）と丹塁手
（＊胆禁）を入れ溶液を作り ζれを熱し更にダライ粉を投入して（三時間位）よ く煮たものを液から取
り上げて「タガネJICて良くたたいて込めます。乙の後炉内に熱を送るとその熱で酸化作用Kよってダ
ライ粉は一体となり風の滅出（＊漏出）せぬ様になります。中略。酎（＊酢）は現時使用している家庭
用の酪酸でない寧は主要な条件であります」とある（小林普一 『水沢鋳物発達史考 上巻J，私家版，
1971年，249～251頁）。
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ス延引トナ ッタ時ハ炉中塊 ト化シテ製錬スル

能ワス炭砿ヲ掻出シ改築スルノデアッタ。此

ノ如ク不便デアッタカラ媛炉ヲ壱基ヲ増設ス

バイプノ内径七寸長サ五尺壱す四分本数廿七

本ヲ使用ス周囲ノ；構造ヲ拡ゲ又交換方ノ取扱

ヒモ速行便利ノ設備ニ従リ日数ヲ長ク製錬ス

ル事ニナ ツタ ノデアリ 。

(33) 用水ノ掛ケロ場ノ樋ノ仕付方 ト河川lノ

断水溜池場ノ粗造ノ為メニ水漏ノ、多量デアッ

タ（＊テか）’樋ニ乗水量ノ、滅（＊滅）ジ平常ハ

勿論尚更冬期中ノ＼水車ノ回転ノ滅殺（＊減殺）

トナッテ補給ヲ要ス改築シティ音量ノ水力ヲ水

車共外ノ使用上満足ニナツタノデア リ。

採砿井運砿方

倒採砿場ハ元山，佐比内，新山，硫黄ノ

洞ノ如キハ旧宮行ノ状態デア ッテ相当ノ設備

ヲ用（＊要）スルノデアッタ。 差当 リ便利上

新山ニ着手スル事 トナ ッテ甲子村洞泉ヨ リ登

リ（＊上疏側） 大橋迄テノ労働者ガ採砿受負働

キデアッタ。彼等ガ午前拾時頃迄ニ現場ニ到

着ス採堀方ニ着手ス午後参時遅クモ四時ニハ

引揚ケ帰宅ト ナッタ。雨天ハ休業セリ。 此ノ

如ク毎日通働往復スルガ為メ自然採掘ノ量モ

充分ニ出産ナラス賃金ハ尤モ安キモノデアッ

タ。通勤適当ナラザル所ヨリ寛ニ辞退セラレ

タリ。次ニ唄貝ノ菊池善之助外参名ニテ受負

ノ契約成立ス関沢ヨリ萱リ（＊上流側）大橋迄

ノ労働者ハ雨天い ヲ欠）除キ線テ日通ヒ従働

スル事 トナッテ他方面ヨリモ来山共同採掘セ

ラレタノデアッタガ兎角ニ契約ハ履行ヲ満足

スル能ワス此レ又解約 トナッタ。努以テ経営

上差支ヒ新山ニ見張場井坑夫ノ居小屋ヲ仮設

ス坑夫拾弐参入ノ（＊ヲ）住居セシムル事ニシ

テ（抹消和賀郡笹間村）高橋徳治 （抹消 ．大槌

町安渡）根本七之助親子等ニ受負採掘方ヲ採

用ス追々各方面ヨ リ集合坑夫ヲ使役セシメテ

皆奮働（＊沓励か）シテア ッタガ何分賃金ヵー相

応セス。此レモ契約ノ採量（＊採掘量か） ヲ出

産スルニ至ラ ス寛ニ働人ガ居止 （* 7 欠）ラス

出入頒繁デアッタ。故ニ彼レ等ノ契約ヲ取消
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8巻 2号（210)

ス更ニ尺堀働キトセシ メ（此レガ錆ノ堀込壱

尺延卜賃金ヲ定メタルモノナリ。発掘（＊発破

か）ノ砿石取除キ方モ坑夫ノ受持チデアッタ）

タル所安外（＊案外）ニ採掘モ増量トナ ッテ製

錬供給ニモ稿ヤ満足ヲ与フルニ至ラシメタ

リ。但シ此ノ尺堀ノ、六分ニ八分ノ錆堀ヲ以テ

賃金ヲ指定シタルモノ ニシテ曽テ錆ノ堀込尺

延ビ、ニ付テハ充分研究ノ上デアッタナレトモ

毎日現場ノ操業方ハ一層監督ヲ遂ケテ実行セ

リ。一体砿石ノ堅柔ノ変化ノ如キハ大ヒニ掘

進ノ遅速ニ及ブ所ハ尤モ労働者ノ優劣ニ関シ

ルモノデア ッタ。該尺堀ハ皆奮励スル所 トナ

ッテ能ク出産モ増佳（＊増加）シテアッタナレ

トモ尚文改正ヲ認メル都合上尺堀ヲ廃業（＊

廃止） セリ。 比ノ場合苦情モアッタ。然レ ト

モ断行シテ更ニ坑夫六七拾人ノ内ヨリ頭分ヲ

撰抜シテ露天 ・鋪（＊坑内）堀方受負採砿セシ

ムル事ニセリ。

賃金ヲ指定スル上ニ於テ非常ニ研究ヲ凝ラ

シ而シテ従来ノ方針モ確定スルニ至ッテ夫レ

ガ貝ljチ各砿床ノ受負採掘方 卜賃格ノ制定ノ起

元 （＊起源）トナツタノデア リ。新ク今日ニ連

続変化ナキハ全ク永遠ノ基礎 トナ ッテ益々田

中本店ノ繁栄 ト故所長殿ノ名声ガ菰キ且ツ一

般ノ：福因 トナツタ ノガ天与ノ証タルベ、ン。此

ノ如ク創業ヨリ守成ニ至ル迄デノ間ノ執業

（＊就業） ニ付テハ尤モ種々ナル研究ト苦労ト

惨但（＊惨憶）ヲ重ネタルモノデアッ タ。時々

変遷ニ亘リ事ニ付建築上ハ何時モ速決 （＊即

決）ノ採用ヲ得テ専ラ経営ノ、満足ニ進行ヲ整

ヒ採砿ノ実務ガ挙ツ タノデア リ。採砿ハ新山

露天ニ鋪ハ00弐ケ所硫黄ノ洞露天ニ佐比内

上中下ノ三ケ楯赤岩露天等ノ採掘デア ッタ

（元山 卜墜道ハ休業堀トナッタ）。

(35) 尺堀採砿上鎖孔ノ：堀延ノ程度ニ従ッテ

火薬装入ノ量目ヲ定ムルニ爆発カヲ予知ス而

シテ其ノ量目ヲ一定シベキ研究上適当ナル事

ヲ遂ゲ鎗孔延ノ定尺ヲ六分ハ壱尺ヨリ参尺迄

八分ノ＼四尺ヨリ拾尺迄ノ程度 トナシテ其ノ応

用シベキ火薬ノ定量ヲ袋詰メ トナス使用セシ
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メタリ。大坂歩兵（＊砲兵）工廠ノ水陸用綿火

薬 ト普通ノナマイト（＊ダイナ7 イト）ニ又火薬

ノ爆発力ヲ対比試験セリニ大差ガナカッタ。

唯タ工廠ノ価格ハ多少高価ノ相違ノ為メニ引

合ニナランデアッ タ。

(36) 旧宮行当時ニ於テ新山ヨリ構内間ノ道

路ハ僅カ参尺ヨリ四尺幅ノ狭随ナル急坂ノ山

道デア ッタ（＊テ）径弐尺ノ車ヲ仕付ケタル

荷車ヲ以テ運砿スノレノデアッタ。該道路ノ如

キハ凸凹ノ堀ル崩レタル転石ノ乱道テ運夫ノ

困難甚シク其ノ為メニ新山ヨリ大橋ノ；構内迄

砿石四五拾貫目ヨリ乃至六七拾貫目塔載シテ

一日中ニ壱回或ノ＼強力者ハ弐回引付ノ運働

（キ運搬か）デアッタ（＊テ）時折負傷モ出来救

済者モ往々アッタ。新山ニ登リニハ各自荷車

ヲ背負運ブノデアッテ之レガ、販難ヲ認、（＊極メ

か） テア ッタ。 殊更雨天休日或ハ降続ノ欠働

ノ場合ハ容易ニ凌キ得ス負債（＊前借か）増嵩

ノ暁キノ、密ニ逃亡セラ ル、 H犬態テ人夫募集方

ニハ実ニ困難デアッタ （抹消）六七拾名ノ運

夫ノ 内ヨリ参四名ノ頭分ヲ撰抜ス受負運搬セ

シメタルモ是又働続モノナク此レガ畢寛難道

ニ起因スルノデアッタカラ滝ノ洞落合ノ中出

場 ヨリ新山間ノ道路ノ改修方ヲ建議ス五尺ノ

l隠ニ拡メ末口壱寸八分長サ四尺ノ雑木丸太ヲ

全道ニ布設ス或ノ＼運車モ径（＊車径）壱尺五寸

ト縮作ナシタルモ線テ適当セス尚ホ改修ス径

（＊車径）壱尺壱寸ト縮省（＊縮小）製作ノ上ニ

使用セシメ（＊ム）。然ル所荷車台ノ尻木ノ、忽

チニシテ磨滅（水摩滅）ス四日間ノ使用ニ耐へ

ジ多大ノ損害デアルカラ台ノ腕木ニ尻鉄ヲ用

ユル予防ヲ施シ先ツ以使用ニ差支ナキ完全ノ

長足ヲ保ツニ至ッタ。且ツ運夫モ相応ノ利徳

ヲ得ラレ （＊タノ欠か）テアッタ。英後荷主主ノ

運砿ハ中出場受渡ニ止メ同所ヨリ構内閣軽便

線路ヲ開設ス（抹消）四百貫目入函台車ヲ以

テ運搬セシメタリ。新山，中出問ハ旧十二月

ヨリ翌年三月迄ノ：冬期中ハ様運搬トセ 1）。新

山中出場問中段及中出場構内間ノ軽便線路開

設ニナ ラザル期間ハ吾ラハ双方関連スル為メ
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ニ製錬工場ノ方ハ万事順備（＊準備）ヲ整ヒ而

シテ午前五時ヨリ遅クモ六時迄ニハ中出場ニ

到達ス運夫ノ指揮卜斤量ヲ取扱ヒ午後六時迄

ニ執務ヲ結了ステ構内事務所ニ帰リコトヲ例

トセリ。新山，中出間ノ中段ノ軽便線路ヲ開

設以後運砿ハ滝ノ洞上部ニ置キタルモノ ヲ更

ニ下部中出場問ノ道路一体ニ雑木丸太ヲ布設

ス運搬セシメタ リ。 該新山ヨリノ中段ト次ニ

中出場構内間ノ線路筋ハ急坂ノ為メ勾配ハ拾

五分ノ一以上ノケ所ガ間々アツタノテ♂実ニ危

険ヲ｛受シテノ （抹消）ア ッタ。。7) 旧拾弐月ヨリ冬期中ハ元山下ヨリ新山

ヲ通ジテ中段滝ノ洞中出場間ノ線路ハ降雪五

六尺以上ニシテ所々ノ吹溜リハ壱丈以上弐拾

尺以下ナル積リデアッタ（＊テか） 雪挑ヒ費モ

多ク且ツ開通スルニ時日ヲ経過ス事業ノ影響

モ砂カラザル所ヨリ次年ハ雪除キ方ヲ設置ス

延囲ノ；構造ヲ以テ予防ス休業スル事ナク普通

ノ運砿セシムノレニ至ツテ年々囲 ヒノ設備ヲ施

行シ（＊タノ：欠か）テアッタ。

（測釜石大橋間ノ雪梯区域ハ大橋ヨリ大畑

迄問所ヨリ鈴子迄ノ弐区 トシテ開通セリ 馬車

軌道テP尤モ運輸ノ＼困難テ‘アッタ。佐比内元山

間ノ墜道（* 27年3月着工， 30年10月28日完成，

延長180問）開通ナラザル内ノ、明治廿壱年ヨリ

同ti－四年迄ノ間ノ＼春ノ、八十八夜旧参月下旬頃

ハ草発生飼料ニ適当ナル時分デアッ テ旧八月

中旬迄牛馬ノ駄送ニ従ッテ元山峰越ニ初年ハ

大橋構内迄後チ参ケ年目ニハ中出場迄四ヶ年

目ニハ元山インクラエン下部迄運搬セシメ

（＊タ ノ欠か）テアッタ。墜道開通落成ノ後チ

ハ佐比内ノ採砿ヲ鋪堀トス墜道中ノ採砿 ト共

ニ鍋 卜ロ ノ運搬トス。冬期中ハ綾テ表裏 トモ

線路ハ雪囲 ヒノ設備ニ従リ 差支ナキ ヲ得タノ

デアッタ。

(39) 蟹滝ノ沢イン クラエン 卜下部ヨリ滝ノ

澗中出場迄中段軽便線路ヲ関連ス。其外各所

ニインクラエン設置ノ後チハ一層運砿方モ便

利トナリ使用供給モ満足ニナッ（＊ タノ欠か）

テアッタ。



技術と文明

大橋釜石間ノ＼砿石石灰出銑 （＊銑鉄か）雑貨

等ノ運搬ハ鈴子仕立ノ所属直扱ヒ荷馬車ノ：外

大橋ヨリ下リ甲子村及釜石町中委迄ノ荷馬車

ヲ以テ往復運送ヲ営セテアッタ。

建築方

(40) 明治廿七年ニハ釜石大橋間ノ馬車鉄道

ノ運搬ハ開通セラレタリ。第参 ．第五高炉

( * 23年10月完成）ノ築造弁附属ノ建物ノ、媛炉水

車場送風器蒸汽場炭庫役宅職工住宅事務所見

張派所倉庫酒保新山硫黄ノ洞元山佐比内滝ノ

洞中出場等ノ：坑夫運夫雑夫ノ住宅雑品納庫構

内ニ中出場新山元山ノj臨（馬納屋）大工鍛冶

ノ工作場等ノ家屋（抹消）線路筋ノ 木製鉄製

ノ橋梁第壱滝ノ澗インクラエン第参蟹滝ノ沢

下インクラエン第四中出場インクラエン第五

硫黄ノ洞インクラエン第六元山インク ラエ ン

第七佐比内インクラエン皆故所長殿自ラ設計

図調製実地ノ指揮ニ至リ迄担当セラレ（＊タノ

欠か）テアッタ。

倒元山ト佐比内間ノ墜道ノ測量ハトラン

スットヲ用へス実地ノ測定セリ。 該場所ノ＼鉄

砿床ノ上部デアッタカラ磁石ノ狂へノ為メ多

少ノ相違ヲ生スタルモ測定真線ノ終点ニ至リ

七すト モ差異ノ触レ（＊振れ）違ヒガナカッ

タ。

間） 第弐元山インク ラエンノ設計製図ノ、工

学士江藤捨三氏 （＊東大工学部採鉱冶金科，28年

卒業）ニ担任セシメ （＊タ ノ欠か）テアッタ。

(45) 墜道工事ノ、佐比内ト元山 ノ表裏双方ヨ

リ堀進方ヲ執業．（＊就業） セリ。当H寺開~ノ、受

負働方ノ契約テ．夫レカ、

働人ハ入替リ頻繁テ、アツタ。之レガ畢寛賃金

ガ割安デアッタ。其ノ折ニ久慈ノ炭山ノ、 （＊

ガ）廃業ト ナッテ解雇ノ流浪者ナル秋田院内

住村山千代吉ガ故所長殿ト直接交渉ノ上墜道

工事ヲ受負ハス約束ヲ以テ前金ヲ貸与へ松田

善八地館栄吉外各県ノ；集合人参拾五六名ノ団

結 ト云フ触レ込デアッタガ実際山着ノ：者ノ＼僅

カ拾八名デアッタ。然ル所村山千代吉ナル者

ハ山着ノ坑夫等ニ前金ヲ貸渡サジ金員ヲ悉皆
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持チ逃ゲトナッタ。山着ノ人数ハ佐比内口ヨ

リ堀進従働セシムルコトニセリモ逐日冬期ニ

向フ折カラ種々ナル苦情ヲ申出テ追々夜逃ト

ナッタ。残ッタ者ノ、松田善八地館栄吉此両人

ノ如キモ己ニ逃亡ノ意底（本心底）デ密告ニ及

ノミレ能ク諭示ヲ加へ退山ヲ止メ新山採砿方ニ

就業セシメ相当ノ保護ヲ与ヘタノテアリ 。第

弐インクラエン落成ノ後チ運転手トシテ松田

芳太郎（今ノ太郎氏ナリ）採用従事セシメ（＊

タノ欠か）テアッタ。

(46) 元山佐比内閣ノ墜道工事ハ参ケ年（＊

ニ欠） Q リ以後落成迄冬期中ハ雪降リ 00多

キ場所ニシテ佐比内方面ヨリ猛烈ナル強風ノ

為メ元山ニ及スいブか） I峰越ノ吹棚（＊雪庇）

ハ長サ三四十間以上ニシテ幅ノ、七八間位ノ庇

ガ、出張ッテアル所ノ 下タヲ通行スルノ外路ナ

ク峰越ニ佐比内墜道口工事監督ニ差向ニハ午

前十壱時迄ニ往復ヲ終ワラザレパ雪走（＊雪

崩）ノ擢害ハ克レナイノデアッタ。佐比内側

ノ地場ハ恰モ鏡ノ如ク雪上ノ足場ハ実ニ危l験

ナルヲ冒シテ隔日或ハ三四日内ニハ必ス巡視

ヲ怠リコト ナク通勤シベキコ トニナッテアッ

タ。

（的墜道西佐比内ロ ノ堀進坑夫ハ時々入レ

替 リトナッテ大分困難テアッタ。東元山口ハ

働人ノ入ノレ替リモアッタナレトモ佐々木藤助

ハ重ナノレ受負精勤者デア ッテ貫通落成ニ至ツ

タノ デアッタ。

側故所長殿ニハ自ラ鈴子工場ハ勿論大橋

栗橋両分工場ノ企業 （＊企画か起業）設計図案

建築ク（＊クは不用）位置設定等担当指揮セラ

レ（キタノ欠か） テアッタ。又明治廿六年鈴子

大橋間ノ馬車鉄道ノ開繁ノ難工事ナルコトハ

既設ノ県道片側ヲ利用スルカ ラ道路ノ幅延ノ

狭キ局部ノ如キハ常人ノ思ヒ付ザ、ノレ事ヲ指導

ス設計図案通リ整頓ノ上ニ県庁ノ実査ヲ了ス

許可ヲ得テ一定ノ道幅ノ竣工 ト運輸ノ開通ヲ

得ルニ至ツタノデアッタ。 （以下次号）




