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1 は じめに

(1) 

『日本書紀』に天智天皇への献上品として 「越国，燃土と燃水とを献る」と記録されている

ように，新潟では昔から露頭の原油lを採取していたが，明治になってランプ用灯油の需要が増

大するととも に積極的に石油の工業化が始まった。工部省は，明治 9 (1876）年から米国人の

石油地質技師ライマン （Lyman）にわが国の池田地質の測量を依頼し，また明治12(1879）年頃

赤羽工作局製の綱掘機械により新潟県刈羽郡赤凹村で試掘をした。 しかしながら，ライマン

の測量報告はわが国の石油資源に悲観的であり，赤田村での試掘では出油に至らなく ，以後政

* 2001年 3月25日受理，明治 ・大正，綱掘，上総掘，ロータリー掘，民間主導，1999年 6月19
日の日本産業技術史学会第15四年会で講演

＊＊ 上越教育大学
＊＊＊ 上越教育大学大学院
( 1) 坂本太郎 ・家永三郎 ・ヂ｜上三貞・大野晋校訂「巻第27天智天皇」， 『日本書紀下』，日本古典文
学大系68，岩波書店， 1980年， 369頁。

( 2) 「信越二州ノ総油畳ヲ挙テ米国ペニシユルヴエニア州ニ於ル二個ノ￥1!1井ヨ リ産スル油量卜相匹敵
スルノミ」，辺，司，来受 『日本￥rl1団地質調I）量書』，工部省， 1877年，71真。



技術と文明 12巻 2号（92)

府は明治・大正期において石油l工業へ殆ど介入しなかった。

明治期の石油の主たる需要は消費物質のランプ用灯油であり ， しかもその殆どを輸入に依存

していたため，石油が工業に占める比重は現在と比較にならないほど小さかった。このために，

石油工業は政府の殖産興業政策の対象にならず，新潟県の地場産業として民間主導で開発が進

められ，明治期における わが国の原油の80～100%は新潟県で生産された。 しかしながら，第

1次世界大戦を契機に内燃機関が普及し，動力燃料用として揮発油 ・軽油 ・重油の需要が急増

するとともに，石油工業は消費財産業から工業用動力燃料を供給する生産手段生産産業へ転換

し，さらに軍事産業として国策の対象ともなった。その結果，囲内生産原油からの精製だけで

は需要をまかないきれず，日召和になると輸入原油量が囲内生産原油量を越えた。 このため，石

油工業は立地条件の良い太平洋沿岸地域での輸入原油の精製を中心とする体制へ転換した。

石油工業の史実は伊藤一隆編 『日本石油史』， 日本石油史編集室 『日本石油史』， 日本石油株

式会社 ・日本石油精製株式会社社史編さん室編 『日本石油百年史』，宝回石油株式会社東京店

編 『宝田二十五年史』，株式会社新潟鉄工所編 『新潟鉄工所四十年史』 と『新潟鉄工所百年史』

等の社史が詳しい。石油工業の通史としては門馬豊次 『北越石油業発達史』， 日本工学会 ・啓
(12) (13) 

明会編 『明治工業史鉱業編』，鉱山懇話会編 『日本鉱業発達史下巻 ＜1）』，井口東輔編 『現代

日本産業発達史II石油』等があり，前 3者は当事者による執筆で史実に詳しし後者は国際

石油工業の発展との関連においてわが国の石油工業の発達過程を記述したも のである。石油工
(15) (16) (17) (18) 

業の近代化過程に関する笹原、昭Ji，森川英正，伊藤武夫，内藤隆夫等の先行研究は，わが国の

( 3) 門馬豊次 『北越石油業発達史』，鉱報社，1909年， 169頁。
( 4) わが国の灯油消費量に占める輸入灯油量の割合を，日本石油株式会社 ・日本石油精製株式会社社
史編さん室編 『日本石油百年史』，1988年，980頁の数値を基に計算すると，例えば1898～1911年で
は67～91%となる。

( 5) 新潟県の原油生産誌の1884ー 1893年は新潟県編 r新潟県史資料編17』，1982年， 348頁，他の年
は通商産業大臣官房調査統計部編 『本邦鉱業の趨勢50年史 〈続編〉』，1964年， 158-159頁， 172頁お
よび190191頁の数値を，またわが国の原油生産量は日本石油史編集室『日本石油史L 1958年，535
頁の数値を基に計算すると，新潟県の占有率は80-100%になる。

( 6) 輸入原油量の1908～1925年は小林久平『石油及其工業上巻』，丸普株式会社， 1938年， 26頁の数
値を， 1930～1986年は前掲（ 4 ) ' 960-961頁の数値を，またわが国の原油生産量は前掲（ 5）の数値を
基にして比較した。

( 7) 伊藤一隆編 『日本石油史ぁ 1914年。
( 8) 日本石油史編集室『日本石油史』，1958年。
( 9) 宝田石油株式会社臨時編纂苦II編 『宝回二十五年史』，1920年。
(10) 山下良彦編纂 『新潟鉄工所四十年史L 1934年。
(11) 社史編纂委員会 『新潟鋭斗二所100年史』，1996年。
(12) 日本工学会 ・啓明会線 『明治工業史鉱業編ぁ学術文献普及会，1968年翻刻。
(13) 鉱山懇話会編 『日本鉱業発達史下巻 く1）』，原書房， 1993年復刻。
(14) 井口東輔編 『現代日本産業発達史II石油』，交詞社， 1963年。
(15) 笹原昭五“わが国の初期石油業における企業集中過程と資金調達の性格”，中央大学 『経済学論
纂』特別号， 1967年， 179-235頁。

(16) 森川英正“わが国石油業発達史党え番”，法政大学 r経済志林』7巻 l号， 1970年，23-42頁。
(17) 伊藤武夫“新潟県近代石油業の成立若干の準備的考察 ”， 新潟大学 r新潟県史研究』第4号，
1971年， 5363頁。

(18) 内藤隆夫 “日本石油会社の成立と展開一日本における「近代石油産業」の成立 ”，『土地制度
史学』第158号，1998年，32-48頁。
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わが国における石油井戸掘削技術の発展（石日I.石井）

近代石油工業の成立過程および成立時期を，主として経済史の視座から論究したものである。

しかしながら，明治期jの石油工業は軽視されたことも一因となって，石油工業史の研究は必ず

しも活発で‘あったとはいえず， とくに技術史の視座からの研究は殆どなされていない。

本研究では，明治から昭和初期にかけて新潟県で展開された，石油鉱業の中枢である石油井

戸を掘削する技術の発展過程について論述する。主たる論点は，①手掘，上総掘，綱掘および

ロータリー振が掘削技術の発展に果たした役割，②西洋技術と在来技術との関係，③石油工業

を支えた地元の技術基盤，④技術者 ・熟練工等の技術体制l，⑤油井概削の自立を律速した技術

等である。

2 手掘

手掘によって油井を掘るょっになった時期は，慶長 （1596-1614）年間とされている。明治期

の手掘の概略を図一 lに示す。坑口は l辺4～ 5尺の正方形で，坑夫 1人がつるはし等で府消り

する。井戸小屋の上部に設置された滑車①を経た井戸

綱②に吊り下げ、られたも っこ⑥で掘り屑を 引揚げ，

「ゲンノ〈」と称する釣瓶で原油を汲み揚げる。手搬は

坑内作業であるために，坑夫は酸欠 ・坑壁崩壊・ 出

水 ・出カ。ス等の危険に｜爆される。酸欠防止には，新鮮

な空気をたたら③によ って風とい⑬を通して坑内に送

って換気する。坑壁崩壊を防ぐために，井戸の四隅に

「枠」と称する木の柱③を立て，壁板⑨を坑壁に密着

させ，枠に切り込んだ「桟木」と称する横桟⑦で壁板

を押さえて 「枠組」を施す。含水層が坑口付近にある

場合には， 「打ち上げ」と称する防水工事をする。す

なわち，坑口を 4尺平方とすると，9尺平方程岩層に

達する迄坑井を堀り広げ， 「ヂ｜ニ飽」と称する板枠⑤を

坑壁に組み，この井寵と壁板との問に粘土④を詰め，

坑内への浸水を防 ぐ。また， 山地なら 「吸出し」と称

する横穴を掘って湧き水を放流し，平地なら本井戸の

側に孫井戸を掘って水層の水をここに集めて汲み揚げ

る。

手掘井の深度はたたらの送風能力150間程度を限界
(20) (21) 

とし，通常は60～ 70聞で掘削日数は200日程度である。

(19) 前掲（ 7 ), 3頁。

(20) 前掲（ 9), 32頁。
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①滑車

②井戸網

③たたら

④粘土

⑤井船
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図－ I 手堀の概略図

出』lL．日本石油史編集室『日 本石油史L

1958年，159頁。
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ライマンの明治 9 (1876）年の調査によれば，越後油田で埋蔵豊富な1111井は522抗， 最深の油ヂ｜二

は122問とある。なお明治31(1898）年に婦られた中頚城郡馬屋村の新幸福泉と称する油井は深

さ171問で，最深の手掘井と記録されている。油井の掘削は明治30(1897）年頃迄専ら在来技術

の手掘によったが，移入技術の上総掘と綱掘が普及するとともに手掘は衰退していった。しか

しながら，少資金で行えるために零細業者によって技術改良されながら続けられた。すなわち，

火薬で硬い岩盤を爆破する，さく岩機で掘削する，蒸気機関等で掘り屑を引揚げる，送風機で

坑内送風する，ポンプで採油する等の技術を導入し，新潟県では昭和初期でも 100～ 150坑の手
(26) 

掘井から採油していた。

図－ 2 上総掘の概略図

①弓竹

②ヒネIII

③麻綱

④ヒネ竹

⑤堀鉄管

⑤かぶら

出典 日本石？dl株式会社 ・日本石油精製株式
会社社史編さん室編 『日本石川1百年史』，
1988年， 136頁。

3 上総掘

上総掘は千葉県で開発されたj蓮根!t用の水井戸を掘る

技術で，上野昌治が油井の掘削に導入を試み， 上総掘

職人鹿島太助等の指導によって明治27(1894）年に新

潟県新津油田で出油に成功した。上総掘の概略を図－

2に示す。約 3寸 3分の坑口を中心にやぐらを建て，

直径約15尺の 「ヒネ車」②と称する木製多角形の枠車

の上方に， 丸竹を数本束ねた弓竹①を横たえ，その一

端をはりに固定し， 他端を坑口の上に配置する。この

弓竹①は動りょう （walkingbeam）の働きをする。弓

竹に吊るした麻綱③に 「ヒネ竹」と称する割竹④を結

び，井戸の深さに合わせて継ぎ足した「ヒネ竹」の先

に長さ約 3聞の堀鉄管⑤を接続する。堀鉄管の下端に

は欽製の吸入弁と 「かぶら」と称するのみ⑥を装着し

てある。のみの本体は錬鉄で，刃先に鋼鉄を火造りし

てある。吸入弁とのみは上総掘の要であり ，それらの

作製に職人の技術と経験が発婦される。作業中は粘土

(21) 東京高等商業学校編 「越後石油業調査報告 明治36年」，『明治後期産業発達史資料』第180巻，
龍渓書舎， 1993年復哀IJ,19頁。

(22) 前掲（2 ), 70頁。
(23) 前掲（ 7 ), 127頁。
(24) 例えば，宝田石油は1910年頃から手掘による堀削をやめた。前掲（ 9 ), 117頁。
(25) 前掲（13),70頁。
(26) 長岡市史編集委員会 ・近代史部会編集『統計にみる長岡の近代』，1990年， 85頁。
(27) 上総掘については，大島l虎雄 『上総掘りの民俗民俗技術論の課題』，未来社， 1986年が詳しし
上総掘りの技術体系が町立されたのは，明治20年代末と記述されている。

(28) 1893年が通説であるが，ここでは今井寛の考証による1894年を取る。今井寛 “石油鉱業の発展
とその記念物”， 『昭和58年度産業技術の歴史的展開調査研究』，日本科学技術振興財団， 1984年，
115頁。

4 
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水を坑内に絶えず注入して，堀屑を堀鉄管内に流し込むとともに，その水圧と坑壁に形成され

る粘土膜で坑壁崩壊と出水・出カ、スを防止する。井戸の地質・深さに応じて粘土水の種類・濃

度等を選択し，作業中は粘土水の圧力を調節する。粘土水は坑壁保護管を入れないで裸坑のま

まで掘り進むには不可欠であり，その利用は後述するロータ リー堀の泥水に類似している。

上総掘の操作は， （1）弓竹を人力で急激に引き下げ，約40～50貰の堀鉄管の自重を頼りにの

みの衝撃で地層を粉砕し， （2）力を緩めると，弓竹の弾力でのみが跳ぴ上がるという作業を約

2尺の行程で 1分間に50～ 100回程度繰り 返す。 作業者は 「ヒネ竹」の微妙な振動から掘削状

況を把握 ・ミドリ断し，掘削条件を調節しながら掘進する。掘り府は，注入される粘土水とともに

掘鉄管内に押し上げられて弁の上にたまり，掘鉄管を引揚げる際に弁が閉じて，坑外に廃棄さ

れる。掘鉄管で採取できない掘り府は，竹筒またはブリキ筒の下端に吸入弁の付いた 「セイ

コ」と称する採泥器でしゅんせつする。掘鉄管の昇降は，人夫が「ヒネ車」内の踏桟を踏んで

これを回転し， 「ヒネ竹」を「ヒネ車」に巻き付け巻き戻して行う 。このようにして，地層の

掘削と堀り屑の採取を交互に行って掘進する。採油は，期！）育の採取と同じ原理であるが弁の構

造が違う鉄製の汲み取り 「セイコ」で行う。 上総掘は遮水が困難で掘進力は小さいが，固定資

本が少なし地上で作業できる等の利点があるため，100間程度の掘削に利用され，作業日数
(29) 

は90～ 150日程度である。

新津rrtr凹は100間内外の浅油層から成ってい るが，ガスと水が出やすい脆弱な地質である。

このため坑内作業の手掘は適さないが，上総掘は地上で作業できるために急速に普及していっ

た。図 3に新津油田における原油生産量と油井数を示す。 原油生産量は明治31(1898）年頃か

ら増大し，明治40(1907）年には最大の96万石となり，明治37(1904）か ら明治41(1908）年の期

間には全国原油生産量の50～ 60%を占め，新津はわが国最大の油田に成長した。明治27(1894) 

年に導入された上総掘によ って埋蔵豊富な油田であることが確認されると，明治32(1899）年に
(30) 

は後述の網掘が導入された。上総掘油井数は明治38(1905）年迄首位を占め，その後綱掘f白井数

に凌駕されるが，昭和初期には綱掘750～ 800坑，上総掘550坑程度で出油していた。すなわち，

上総掘は新津池田の開発を先導するとともに，その後の生産への寄与も大きかった。

上総掘は人力と竹の弾力，後述する綱掘は蒸気機関の動力によ って，ともにビットの衝撃で

掘削する原理は同じであるため，上総掘には積極的に綱掘の技術が取り入れられた。すなわち，

坑用鉄管 （casingpip巴）を使用する，「ヒ ネ竹」の代わりに鋼索を使用する，ポンプで採油する，

巻揚げ機で鉄管等を昇降する等，弓竹 と 「ヒネ車」以外は上総掘の特徴は消失して綱掘と融合
(31) 

し，改良上総掘と称きれ， 180間程度の掘削も可能になった。土着技術の上総掘は西洋技術の

綱掘に融合するともに，相互の技術交流により上総搬は手掘から綱掘への移行を支える過渡技

(29) 西尾錠次郎 “石油鉱業将来ノ発展ニ就テ （承前）”， 『El本鉱業会誌』第322号， 1911年， 1215頁。
(30) 前掲（ 7)' 274 275頁。
(31) 前掲（13), 72頁。
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図－ 3 新津irtl凹の原油生産量とirt1井数の推移

出所 わが国の原油生産量は日本石油史編集室 『日本石油史L 1958年， 535頁，新津油田の原油生産量の1895ー1920年
は伊藤一隆編『石油便覧』，石lib時報社， 1921年， 59頁， 1921 1934年は帝国石油社史編さん委貝会編 r帝国石lib五十
年史技術編』， 1992年， 406頁。出illi井数の1901年は伊藤一隆編 r日本石油史L 1914年， 336頁， 1902年は中島謙造
“昨年中越後ニ於ケlレ石油産出ノ概況”， 『日本鉱業会誌：』第219号， 1903年， 245頁， 1903年は伊藤一隆編 『日本石油
史』，1914年，384頁，1904 1908年は門馬~次 r北越石油業発達史L 鉱報社， 1909年，附録10 11頁，1909年は伊木
常誠“明治四十二年ニ於ケル本邦／石油業”， 『地質調査所報告』，工業技術院地質調査所，1910年， 15頁， 1912 1918 

年は前記 『石油使覧J, 69頁， 1922-1929年は長岡市史編集委員会・近代史部会編集 r統計にみる長岡の近代』，1990年，
85頁， 1932年は鉱山懇話会編 『日本鉱業発達史下巻＜l>』，原書m,1993年復主oJ.41頁。
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上総掘による自家用天然ガス採取井戸は新潟県で6,156抗と報

jj' ;;z井戸掘等にも利用され， 例 えば，術の役割を果たしたともいえる。上総掘は地質調査，

和44 (1969）年の調査によれば，
(32) 

告されている。

掘高岡4 

米国人ドレイク（EdwinL. Drake）が鉄管打込法を開発し，綱掘 （cabletool drilling）によっ

近代石油工業の起点とされている。(1859）年は，て世界初の商業油井の掘削に成功した安政6

(1873）年に石坂周造が米国から輸入した綱掘機械で長野県茂菅村と新潟

坑用鉄管を使用しなかった等が原因

明治 6

県尼瀬において試掘したが，

で出油に至らなかった。明治12 (1879）年頃工部省は綱掘機械を赤羽工作局に製作させ，

雇用した米国人技師の無能，

わが国では，

ライ

坑用広瀬貞五郎等によって新潟県刈羽郡赤凹村で試掘したが，

技術の未熟等が原因で失敗した。

マンの門下生である杉浦譲三，

鉄管が無い，

日本石油は取締役山口権三郎の欧米ドレイクが綱掘に成功して32年後の明治24(1891）年，

6 

(32) 皇室栄市博物館編 r自家用天然ガス採取技術上総掘りを中心にして－J, 1989年，

(33) 前Jll周治 『石坂周造研究』，三秀社， 1977年， 190194頁。

(34) 日本石油は1888年，新潟県刈羽郡石地村に有限責任日本石油会社として設立された。設立発起

人は山口権三郎， 内藤久~等中越地方の資産家21名で， 投機事業とされていた採油業に十分な資金を
もって会社組織で進出し，その設立はわが国の近代石油産業の起点となった。

(35) 1838年に生まれ， 1902年に没する。刈羽郡横沢村の豪族で，県会議長を通算 7年勤めた他，長

同銀行を設立して頭取となる等県下有数の実業家でもあった。 日本石油の設立に際しても理事，筆頭

株主となり， 以後終生その地位にあり，日本石油の実質上のオーナーであった。広井重次編 『山口権

三郎翁伝記』，1934年を参照。

1頁。



わが国における石油井戸掘削技術の発展（石田 石井）

視察の報告を受けて米国から綱掘機械と鉄管類を購入し，尼瀬油凹で出油に成功した。成功の

要因として，①石坂と工部省の試掘に従事した広瀬貞五郎が掘削に携わった，②石坂と工部省

の失敗の主因であった坑用鉄管を使用した，③かつて出泊した手掘油井をさらに深J屈したこと

等を指摘できる。社長内藤久究の綱掘機械購入の決断と試掘の成功は， 日本石油の発展ととも

に，わが国近代石油工業の起点となった。

翌年日本石油は東京の芝浦製作所に輸入

機械を複製させた機械で，また東京会社

は前述の工部省機械で出油に成功した。

さらに明治27(1894）年には大平株式会

社が米国製機械で，また明治28(1895) 
(42) 

年には宝田石油が東京の月島鉄工所に製

作させた機械で出miに成功した。また，

日本石油は米国人技師チャーレス ・ハー

スを明治26(1893）年から 4年間雇用し，

掘削技術の習得と定着を図った。綱加の

概l略を図 4に示す。坑井を中心に約12

聞の木製のやぐら②を建てる。坑口径は

坑用鉄管⑬の直径によるが， 15吋を最大

とする。動りょう④に取り 付 けた郷綱

(drilling cable）⑫に吊り下げられた鉄製

のきり，ビ ッ ト （bit）⑪－ bを蒸気機関

によって上下運動し，その衝撃により地

層を粉砕する。粉砕物は注入した水によ

(36) 前掲（3), 178 181頁。

①滑車

②やぐら

③サンドライン

④動り ょう

⑤クランク

⑥バンドホイ ーノレ

⑦サンドリ ーlレ

③汽機

⑨テンパースク リュー

⑬しゅんせつ探

。ブJレホイ ーJレ

⑬撫捌

⑬坑用鉄管一

⑬郷削具

aジャース

bきり （ピッ ト）

図－ 4 綱掘の概略図

出』Ii~ 帝国石油社史編さん委員会編 r帝国石油五十年史技
術編J, 1992年， 176頁。

(37) 1859年に生まれ，1945年に没する。刈羽郡石地の斜陽家族で，日本石油の設立を創案し，設立
後は38年聞社長として経営の任に当たり，日本石油をわが国I最大の石油会社に育てた。日本工業倶楽
部評議員会会長等の財界活動の他，県会議員， 衆議院議員，勅扮~:l't族院議員として政界でも活践し，
石油事業に尽力の功によ って緑綬褒章を受ける。内藤久究 『春風秋雨量景』，石油文化社， 1957年を参照。

(38) 設立時の日本石油は資本金15万円であったが，数年に分割して払い込みを微収する公称資本金
を指し，当時の払い込み資本金はI万5千円であった。機械の購入代金10'796円は，払い込み資本
金の実に72%であった。前掲（4 ), 68頁。

(39) 前掲（7 ), 190頁。
(40) 前掲（3 ), 182頁。
(41) 前掲（7), 225頁。
(42) 宝田石油株式会社は1893年山田叉七によ って長岡II汀に設立され，その後125社を吸収合併し， 日
本石油と並ぶ大企業に成長した。

(43) 前掲（9 ), 32 35頁。
(44) 1893年度の雇用資3,752円は，同年度の日本石油総経費31,393円の12%に相当した。なお，内藤
社長の月給は12円であった。前掲（4 ), 73頁。綱掘機械の購入代金と考え合わせると，日本石油は
綱掘に社運をかけていたことがわかる。

7 



技術と文明 12巻 2号（98)

って泥状となり，しゅんせつ器⑮によって池上に汲み出される。坑内に長さ20尺の坑用鉄管⑬

を挿入し掘進とともにこれを継ぎ足しながら遮水をし，坑壁崩壊を防止する。地層の掘削と

堀り屑の採取を交互に行って掘進する。坑井が油層に達しても l噴油しないときには， 1由導鉄菅

(tubing）を挿入し，ポンプで原油を汲み揚げる。油井の掘削と採泊をともに蒸気機関で行うこ

とにより，石油鉱業は手工業から機械制工業へ転換した。

汽機 （steam 巴1~gine） ③の動力はベルトによりバンドホイ

ール（bandwheel)⑥に伝達され，その回転運動は必要に

応じてその都度各部に伝達される。すなわち， （1 ）クラン

ク （crank）⑤によ り木製の動り ょうの上下運動に変換され，

テンパースクリュー⑨に取り 付けた堀j司（麻綱，後に鋼索）

に吊り下げられた掘削器⑪，および採油ポンプのサッカー

し
門
岡
凸

サンドポンプ ベ ラ

図－ 5 しゅんせつ探

出 典小林久平 『石油及其工業

上巻L 丸善株式会社，1938年，

181頁。

①l立bりょう

②池導鉄管

③サッカーロッド

④ウオーキングパlレフ’

⑤ウオーキングバーレノレ

⑥スタンデイングパノレ7・

図－ 6 採油ポンプ

出典伊木常誠 “油田と掘豊富及採1111法に
就て”， r機械学会幸ffr纂』第15号，1915

年， 10頁。

⑥ 

ロッド （suckerrod）と称する木棒を上下運動する。（2）ベ

ルトによりブルホイール（bullwheel) ＠を回転し，滑車①

を経た堀綱を巻き取り，あるいは巻き解いて掘削器および

坑用鉄管を昇降する。（3）摩擦調車によりサンドリール

(sand reel）⑦を回転し滑車①を経たサンドライン （sand

!in巴）③を巻き取り，あるいは巻き解いてしゅんせつ器⑬を

昇降する。掘削器は鉄製のジャース (jass）⑪ a，ビット

等から成 り，長さ約 8問，重さ 約300買で，約 3尺の行程

で1分間に30～60回上下運動し，ジャースにより運動を調

節されるビットで地層を衝撃し，粉砕する。

しゅんせつ器には，図 5に示す。ベーラ（bailer）とサ

ンドポンプ （sandpump）とがある。主と して粘土層に使用

するベーラは，下部に弁が装嘆された鉄管で， 抗底に達す

ると弁が聞いて泥砂が鉄管内に浸入し，引揚げる とき弁は

自重に より閉じる。主として砂層のときに使用するサンド

ポンプは，内部に ピス トン を組み込み，下部に弁を装填し

た鉄管で，抗底に達するとピストンは自重によ り鉄管内を

下がり，引揚げる際にピストン作用により泥砂を管内に吸

い込み，弁を閉じる。

採油は図－ 6に概略を示すポンピング（pumping）法によ

る。ウオーキング ・バーレル（walkingbarrel)⑤を下部に

連結した油導鉄管②を坑内に降下し，ウオーキン グバルブ

(walking valve）④に接続した木製のサッカーロッド③（明

8 



わが問における石油井戸掘削技術の発展（：1JUI・石m

治37(1904）年頃から鋼製）を動 りょう①によ って上下運動すると，石油はウオーキング ・バー

レル内のウオーキング ・ノ＇－Jレフマ（walking valv巴）のポンプ作用により， スタンデング ・ノ〈ルブ、

(standing valve) Rからi汲上げられる。明治31(1898）年にはポンピング ・パワーが導入され，

l台の原動機で複数油井から採油するようになった。

日本石油の鉱業技師長広瀬貞五郎）の『撃井誌 に， 「坑井を掘盤するに当 り， 二個の最大な

る要件がある。それはー 坑を其円〈穿つこと，二坑を真直に穿つこと，の二点である」と

記述されているように，掘削の要諦は坑井を真直真円に掘り，その屈曲 ・変形を避けることに

ある。 地質 ・深度等に応じて掘削訴の重量，ビットの種類等を選択し，掘進状況を掘綱から把

握して汽機の動力を調節iしながらビットの昇降速度，行程等を変える。 前述の書に，「盤手の

職務は， 数1000尺の地下の模様をば， 僅に l 本の綱を以て探 り， ~；状況を鑑識せねばならぬの

だから，何処までも熱さねばならぬのである」 と記述されているよっに，機械の操作はも っば

らさく手の経験 ・勘が頼り で，上総］倣人がヒネ竹の振動から掘進状況を把握 しながら操作する

のと大差なく ，職工の技能の領目減て。ある。

日清戦争の終了したi明治28(1895）年，日本石油は附属の修理工場として新潟鉄工所を設立

した。設立の趣旨は「盤井製油に要する機械器具類を一々外国に仰 ぐゃうでは到底事業の大発

展を期する訳には行かぬから，之れが専門の鉄工所を起して内地石油界の需要に応じ（後j都」

ることにあった。機械 ・器具の修理とともに綱掘機械等を棋造生産し，社外注文にも応じた。

明治32(1899）年に受注した軽使さく 井機械の代価見積書によると，部品のケーシ ング（：坑用鉄

管）， ドリリ ングケーブル（明綱ーマニラ麻），サンドライ ン（しゅんせつ器昇降用鋼索），ウオーク

ライン （坑用鉄管昇降用鋼索），チュービング（油導鉄管）および木製サッカーロッドは輸入品で

ある。 これら部品の代価は製品価格5619円の46%を占めているが，鉄管，綱索等は未だ国内
(52) 

で調達できなかった。綱捌機械は 「大部分木材より成り ，各要部にのみ欽具を使用す」と，在

来技術の延長上の木鉄混成機械であり ，大工，鋳物工，鍛冶工等のl隙人の技能と経験により模
(53) 

造生産できた。新潟鉄工所の綱掘機械は，明治34(1901）年には 「註文殺到の好況を呈 し」， 宝

(45) 前掲（7), 260頁。
(46) 1851年に生まれ， 1928年に没する。豊後国臼杵務士で，石坂周造の石炭油会社と工昔II省で綱掘
に従事した。その経験をかわれ， 1889年に日本石油に畿弁主任として入社し，1913年に鉱業技師長
で退社するまで， 24年間同社の油井掘削の責任者であり，綱拐の神様と称された。退社の告別式にお
いて，内藤社長は「君は畿弁技術上に精通せらるるは申す迄もなきが，当会社の良鉱区の多くは，君
の発見に係るものにして，（中略）現職を退いて本社を去らるるを思へば淘に哀切の情に耐へざるな
り。」と，その退社を惜しんだ。前掲（ 7 ) ' 167 173頁。以後，引用文中等の旧漢字は常用漢字に直
した。

(47) 広瀬貞五郎 『盤井法』，日本石油株式会社，1909年。 『盤井法』は日本石油のさく手1200人に対
する綱掘り技術の講話を筆記編纂した書。

(48) 前掲（47)'10 11頁
(49) 前掲（47),171頁。
(50) 前掲（37)'115頁。
(51) 前掲 （11),52頁。
(52) 「日本石油会社主見詰－1.」， r機械学会誌J 第21巻第53号，1918年， 898頁。
(53) 笹村吉郎 『過き来し蹴』，1934年，65頁。
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技術と文明 12巻 2号（100)

回石油から「（前田各）精巧堅牢にして価格亦低廉実用に適し外国~品に比し遜色なきのみならず，
(55) 

今や其必要なきに至る（後略）」 との感謝状を寄せられている。輸入品より安価な製品を生産し，

その製品は内外で各種の貨を授与され，明治43（川 ）年には清国に輸出する迄に至っ史

明治33(1900）年世界最大の石油会社米国スタンダード社が日本にインターナショナル石油

会社を設立し，直江津にわが国で最大の原油処理能力2,500石／ 日の製油所を建設するととも

に，米国から持ち込んだ機械と技師により北海道 ・新潟で油井の掘削を開始した。しかしなが

ら，必要量の原油を確保できず， 7年後には施設 ・機械等を日本石油に売却して撤退した。こ

の間，インターナショナル石油は新潟鉄工所からも綱掘機械等を購入し，その機械の優秀さに

対する感謝状を出している。また，その撤退に対して，

五十余本ノ井ノ大多数ハ目的ノ深度ニ達スル能ハス種々ノ故障ノ為ニ中止スルニ至リ（中

l格）彼米人ハ地盤ノ変動ナキ大陸ニ於テ養成セラレタルモノニシテ我地盤ナルモノハ変動

極リナク撃井上非常ニ困難ナルモノナレハ其失敗ヲ惹起セルハ固ヨリ其処ナリ （中略）我

カ邦地磐ニ対シテハ我カ越後撃井師最モ秀俊ナル手腕ヲ有セルモノタルヲ証拠立テタルモ

ノナ リ。

とあるように，越後さく井師は輸入技術をわが国の地質に適合した技術に改良し，定着させて

いたが，米国人きく井師は現地の地質等を十分に把握できずに失敗した。技術の実用化には風

土への適合が不可欠でいあることの実例である。さらに，わが国の綱掘機械と技術は米国に対し

て遜色のない水準にあり ，また米国技術陣との接触による影響は少なくなかったと指摘できる。

明治期の綱掘油井の深度は， 「普通400間以内にして， 500間以上に達せしものは稀なり」の

状況であったが，大正元 （1912）年に日本石油が後述のロータリー掘機械と同時に輸入した新

鋭綱掘機械では600間以上の掘削も可能となった。この装置の改良点は，やぐら金具を従来の

4 3/8吋から 6吋にした，強力堅固な坑用鉄管およびケーシン グシュー（casingshoe）を使用し

た，坑用鉄管を昇降する巻揚機カーフホイール （calfwheel）を取り入れた，優良な掘削用具，
白g)

しゅんせつ器等を使用したこと等であった。なお，宝圧l石油が 3年半かけて大正 7 (1915）年

に掘止めた西山油田後谷第71号井の深度807聞は，綱掘rrn井の最深記録とされている。東京帝

国大学生による大正 3 (1914）年の西山油田実習報告に， 「機械装置ハ年ヲ遂フテ改良セラレタ
(60) 

ルモ多クハ米国ニ於テ改良セラレタルモノニシテ其都度本邦ニ輸入サレタルモノナリ」とある

(54) 前掲（10), 101頁。
(55) 前掲（38）に述べたごとく輸入品は10,796円に対し，囲内品は前述の5,619円と半額である。
(56) 新潟鉄工所製のさく井汽機及器具類は， 1903年大阪での第 5囲内国勧業博覧会で l等賞を，
1904年米国セントルイスでの万国博覧会で名誉銀牌を， 1910年ロンドンでの日英博覧会で名誉金牌
を受けた。前掲（10),102頁。

(57) 前掲（29)' 1233頁。
(58) 長岡鉱業会議所の調査に係る， 1912年末現在各泊田におけるi白井深度の一覧表を見ると， 502問
が最深である。前掲（12)'930 932頁。

(59) 前掲（13),74-75頁。
(60) 多国寅三郎『日本石油株式会社西山油田（附近）報告』，東京大学工学部地球システム工学科所
蔵笑習報告， 1914年， 48頁。
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わが国における石／1hll：戸掘削技術の発展（石旺l石井）
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図－7 新潟県の原油生産量と／rt1井数の推移

出所新潟県の原円11生産量の1884ー1893年は新潟県編 『新潟県史資料編17』，1982年， 348頁，他の年は通商産業大臣官
房調査統計部編 r本手11鉱業の趨勢5011三史〈続編〉』，1964年， 158159頁， 172頁および190191頁。／rt1ll＇数の 1876年は辺，
司，来§:t r 日本泊団地1'lillリ長i!~J，工昔11省， 1877年， 70頁， 1 899 1902年は東京高等商業学校編「越後石油業制査報告
明治36年」， r明治後期産業発達史資料』 第180巻，龍渓＇，＇~；.舎， 1993年復刻， 22頁， 1904 1908年は門馬豊次 『北越石油
業発達史』，鉱報社， 1909年，付録10-11頁，1909年は伊木常誠 “明治四十二年ニ於ケノレ本手IIノ石油業”， 『地質調査所報
告』，工業技術院地質調査所， 1910年， 15頁， 1910年は日本石油株式会社日本石油精製株式会社社史編さん室編 『日本
石／1li百年史』，1988年， 133頁， 1912-1918年は伊藤一隆編 『石川i便覧L 石油l時報社， 1921年， 70頁，1922 1929年は
長岡市史編集委員会 ・近代史部会編集 『統計にみる長岡の近代』，1990年，85頁。

ように，当時のわが国の技術水準は模造の段階であり，開発力はなかった。

新潟県の原油生産量と？白井数の推移を図一 7に示す。原油生産量は，明治30 (1897）年頃か

ら急増し，明治42 (1909）年には165万石となり ，その後油層の枯渇により一時的に減少するが，

後述するロータリー掘の導入により深油層が開発され，大正 3 (1914）年には戦前のピークで

ある 173万石に達する。その後の減少は，秋田，台湾等のr111回が開発されて主生産地が移動し

たことによる。図から明らかなように，原油生産量は明治30 (1897）年代に綱掘油井数の増大
(61) 

とともに急増している。例えば，明治33(1900）年には，綱掘？白井数は327坑で総油井519坑の

63%であり ，新潟鉄工所に綱掘機械の注文が殺到し，新潟県の綱掘機械は181台と記録されて

いる。14年後の大正 3 (1914）年になると，綱掘とロータ リー掘の合計油井数は2218坑と明治

33 (1900）年の6.8倍に増大し，総油井2831坑の78%を占めるに至り ，その後大きな変化 はない。

原油生産量は綱掘が導入された前年の明治23(1890）年の4.8万石から，戦前のピークである大

正 3 (1914）年の173万石へと， 24年間に36倍増大した。 この間， 日清 ・日露戦争を契機として

産業革命が起こ り，それに対応して生産量も急増した。

新潟県下の石油会社 ・組合数は，綱掘が導入された明治24(1891）年に430であったが，綱掘
(63) 

の導入には資本カを要するため小企業は淘汰され，明治41(1909）年には45となった。 とくに，

日本石油と宝田石油の合 計 原油生産量は，図－ 8に示すように年とともに増加し，明治

(61) ロータリー掘が導入されたのは1912年。

(62) 奥田英雄「小倉常吉イ云』，小倉常吉伝刊行会，1976年， 123頁。

(63) 前掲（3), 92 101頁。
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出所全国の原油生産量は日本石川1§1.'.編集室 r日本石油史』，1958年， 535瓦，日本石川と宝凹石油の原油生産量は日本

石油株式会社・日本石油精製株式会社社史編さん室編 『日本石iii！百年史』，1988年， 100,154. 206および958959頁。
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0 

1885 

さらに，石油鉱業は2社の寡占体制となった。(1907）年にはわが国の84%を占めるに至り ，

太平洋戦争の始大正10 (1921）年には両者が合併して日本石油となって一社独占体制とな り，

国策により民間企業の石油鉱業部門は全て統合されて帝国石油まった昭和国 （1941）年には，

株式会社となった。

ロータリー掘

弘化 2 (1845）年に仏国人フオーベル （Fauvelle)

明治34(1901）年頃米国の池田に導入されて普及した。

5 

ロータリー掘 （hydrau日crotary drilling）は，

日本では早

浅野石油部が米国人のさく井技術主任ハースの指導によ ってロータリー掘機械を

新潟鉄工所に試作させ，試掘した。

によ って原理が発明され，

くも翌年に，

下部に鋸の歯のようなシュー （shoe）のあこの試作機は，

堀鉄管内に水を注入して掘り屑を地上へ排出する。技

術的に未熟な装置であったこと，掘り屑の排出に泥水て、はなく清水を用いたために坑壁が崩壊

したこと等が原因で試掘は失敗した。

る堀鉄管を旋回して掘削するとともに，

図 7に明らかのように明治42(1909）年の165ところで，新潟県の明治期の原油生産量は，

掘り暦を汲み揚ビット類を地上にヲ｜き上げ，万石をピークに減少してきた。綱掘では掘削し，

げる作業の繰り返しのために連続作業ができず， 400聞の掘削に l年近くもかかった。300間程

さらに深油層を掘削するには掘削速度の増大を図ることが必要で‘あ っ度の油層は堀り尽くし，

た。 明治45(1912）年 1このような掘削技術の行き詰まりを打開するために，日本石油では，

(64) 松沢伝太郎“カリフォルニアナト｜の石油鉱業」，『日本鉱業会誌』 第386号，1917年， 275真。
(65) 柏崎分工場主任の渡辺嘉政 （東京］械工学校卒）が設計 ・製作した。塚田政之助 “長岡鉄工業前史

( 1 ) ＂， 『長岡郷土史』第11号，1972年， 93頁。

(66) 間島三次編輯 『近藤会次郎伝』，1933年，7072頁。
(67) 前掲（7)' 548 551真。
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わが国における：fir11i井戸栂削技術の発展（;pjIll・石井）

月に技師伊藤一隆と渡辺貞助をその調査に米国に派遣した。彼等は前年にスタンダード石油が

出油に成功した最新のロータリー掘機械を 2式と前述の新鋭綱撫機械を 1式購入するとともに，

4人のさく手を雇用した。同年 6月西山￥1iJ田にて80日で480間掘削 し，出制lに成功した。掘進

速度は網式の約 6倍である。わが国の綱掘は世界初の実用化に遅れること32年であったが，ロ

ータ リー掘は11年と，米国との技術遅延は短縮された。 1:1本石油では，同年 7月に米国製ロー

タリー掘機械をさらに2式購入し， 12月には石油事業調査とさく手を雇用するために技師 3人

を米国に派遣した。翌大正 2 (1913）年 6月にも 3人が欧米へ視察に出かけ，さらに技術者 4

人を雇用した。同年のロータリー掘機械は24台，米国人雇用さく手は11人となる。この成功を

知った小倉製油所は，大正元（1912）年 8月に ロータ リー掘機械を長岡の難波鉄工場に 2ヶ月

で模造させた。その様子は，「国産ロータ リ一機の設計に迦進した。（1:j:i略）手近な 日本石油の

坑区にその原型があるのだから （中略）それに近づいて状況を観察しながら研究を進めた」と

あるように，日本石油が輸入した

機械を主主み見ながらの設計 ・製作

であ った。宝田石油も米国に機械

を発注するとともに米国人きく手

3人を招聴し，翌年 5月に出油に

成功するとともに，長岡鉄工所で

模造させた機械でも同年 6月には

出泊した。各社は雪崩を打って新

技術を導入し，大正 3 (1914）年

には新潟県におけるロータ リー掘

機械の総数は68台，同出油井は95
(73) 

抗となり，原油生産量は173万石

と戦前のピークに達した。

ロータ リー掘機械の概略を図－

9に示す。鉄製やぐらの高さは約

18間である。ロータリーマシーン

(rotary machine）⑤に堅持された

掘鉄 管 （drill pipe）⑧を60～100

回／分の速度で回転しながら下降

①ウオークライン

②ドローウオーク

③鋼鎖

④汽機

⑤ロータリ－7 シーン

⑥スランシュポンプ

⑦泥水楢

③堀鉄管

⑨坑用鉄管

⑬ピット

図－ 9 ロータリー掘の概略図

出」11!- 水田政吉『石1111工業大袈』，目烈ill店， 1919年， 59京。

(68) 『日本石油株式会社第39回決算報告書L 1913年1月。
(69) 『日本石油株式会社第40回決算報告書：J, 1913年7月。
(70) 『日本石油株式会社第41回決算報告書』，1914年1月。
(71) 前掲（62),238-239頁。
(72) 前掲（9), llO ll5頁。
(73) 「本邦石油統計」，『日本鉱業会誌』第356号， 1914年， 952頁。
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技術と文明 12巻 2号（104)

し，その先端のビ yト⑮で地層を穿つと同時に，スラ ッシュポンプ（slushpump）⑥によって

掘鉄管内に圧送される泥水がビット先端のノズルから噴出し，掘り屑を掘鉄管と坑壁の間I療に

押し上げ，抗外へ排出する。泥水は掘り屑を泥水槽⑦に沈殿させた後再び坑内に送られ，循環

する。掘削と堀屑の排出を同時に行うことにより，掘削日数は綱掘の 1/ 6となる。汽機④か

らの動力は鋼鎖 （steelc]1ain）③によ って ドローウオーク （drawworks）②を経てロータリーマ

シーンへ伝達されるとともに，その捲胴 （hoisting drum）の回転によ ってウオークライン

(work line）①に吊り下げられた鉄管を昇降する。ある程度掘進したら坑内に坑用鉄管⑨を打ち

込み，その中に流動セメントを流し込み，次に水を圧送して坑用鉄管の外にセメントを押し出

し，セメントが硬化したら，引き続き掘進する。採油方法は綱掘の場合と同じである。

綱堀からロータリー堀になり，掘削装置は精密化・大型化－高強度イじするとともに，その素

材は木鉄混成から鋼に転換した。帝国石油株式会社理事 ・研究部長・工学士上野幸作『石油の

掘削』の巻頭に， 「ロ式掘撃には循環泥水の良いものを使用する事が最も大切であると云う事
(74) 

は今日のロ式掘整技術上一番大事な常識である」 とあるように，循環泥水はその圧力によって

掘削を助長するとともに，遠心力により坑壁に押し付けられて抗壁を粘土で被覆し坑壁崩壊・

出水・出ガスを防ぐ，ビ y トを冷却する等の機能もある。泥水による掘屑の搬送力は，流速の

3乗に比例するため，その循環には100～ 200馬力程度の強力なスラッシュポンプを使用する。

また，出水 ・出カ、ス対策に泥水の比重を上げる酸化鉄，パーライト等の添加剤が開発される等，

化学の知識も必要になった。なお，この泥水は，前述の上総掘で使用する粘土水の機能と同じ

であり，上総掘は西洋技術が具備する技術を既に独自に考案 し利用しており，相互の技術交流

を推測できる。油井が深くなる とともに，その真円真直への精度は厳しくなり，？由井屈曲の程

度 ・方向，掘削速度，ビ ットにかかる荷重 ・液圧とその回転数，掘削管へのトルク，泥水の比

重・速度等を測定し，記録する計測器が米国で開発された。網掘では熟練工が掘削状況を堀綱

から感知しながら機械を操作したが，ロータ リー掘では計測器で掘削状況を測定しながら，機

械を管理 ・運転するようになり，電気工学の知識が必須になった。ロータ リー掘機械の導入の

際に多くの米国人さく手を雇用したのは，電気工学の知識をもっきく手の不在を示す。前述の

上野幸作『石油の掘削』は，ロータリー掘に関するパイフルと称されたが，データ ・数式を駆

使して学理に基づいて記述された工学書である。 一方，綱掘に関する前述の広瀬貞五郎『盤井
(75) 

法』は， 「実際を主として，談理に偏せざらんことを期したり （後略）」とあるように，経験に

基づく書である。それぞれの内容はロータリー掘と綱掘の差違を象徴している。

j岡掘機械の導入11寺，その複製を東京の鉄工所に依頼したが， 20年後には地元でロータリー掘

機械を模造できた。槻削機械は木欽混成から鋼鉄製となり，その製作には高度の金属加工技術

を要するが，地元にはその技術が育っていた。新潟欽工所は昭和10(1935）年迄に55台のロー

(74) 上野幸作 『石trlrの採掘』，共立出版，1942年， l頁。
(75) 前掲（47），凡例 2頁。
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わが国における石油井戸搬削技術の発展（石田・石井）

タリー掘機械を生産し，宝田系の長岡鉄工所はこれを主力製品とするまでになった。難波欽工

所と長岡鉄工所が所在する旧城下町長岡には，鍋釜・ j長具 ・万剣・鉄砲等の伝統産業，鋳物 ・

鍛冶等の金属加工技術とその職人の蓄積があり ，社会的技術基盤があった。明治20(1887）年

代に近隣の東山油田が開発されるとともに，石油関連の鉄工業が勃興し，石油産業からの需要

に応じつつ鍛冶屋は鉄工所へ成長した。さらに，長閑では明治35(1902）年頃から石油発動機，

日露戦争を契機に機械鋳物，第一次世界大戦後には工作機械の生産をも開始し，大正 7 (1918) 
(80) 

年頃には鉄工場29筒所， l械工466人を有する，地方では有数の工業地に発展した。

大正14(1925）年， 日本石油は1000間掘機械と称する輸入機械を西山油田の鎌回 Rl5号井に
(81) 

据 付 け，75日で1095間（1971m）掘進し，いわゆる1000問掘を達成した。さら に，昭和

13 (1938）年には 1万尺機械と称する愉入機械によって，台湾錦水油田の錦水32号井で1944問

(3499m）を掘削し，当H奇世界深井の10位を記録した。この機械の掘削用原動機には150馬力の

3相交流誘導電動機を 2台使用し，蒸気から電気動力への転換が図られている。なお，現在で

も油井掘削の主力はロータ リー掘である。

6 鉄鋼部品と原動機

6ー ｜ 鉄管

上総掘では掘鉄管を，網掘では坑用鉄管と油導鉄管，ロータリー掘では坑用鉄管，掘鉄管と

油導管を使用する。その直径は，坑用鉄管では 4～ 15吋，掘鉄管では 21/2, 4または 6吋，

油導管では 2または 3吋である。これら鉄管の費用は，仔uえば，500聞を掘削する場合の装

置 ・鉄管・燃料・工賃等を含めた全掘削費用の，網掘では46%，ロータリー掘では38%を占め

ている。これら鉄管には，錬鉄板または軟鋼板の両端を重ね合わせて鍛按しながら丸形にする
(85) (86) 

重合鍛接管 (lapwelded pipe）を使用し，米国製品であった。明治41(1908）年頃の状況を記述

している農商務省編『重要愉入品要覧』に，「錬鉄及鋼鉄管ノ＼我邦ニ於テ未タ之ヲ製造スルモ

ノナク需要ノ全部ヲ挙ゲテ輸入ニ待ツノ有様ナルモ鋳鉄管ノ製造ハ多年ノ経営ニヨリ略l格完全

(76) 前掲（11),548頁。
(77) 創立70周年記念誌編集委員会編『長岡産業経済発達史』，長岡商工会議所，1983年， 135頁。
(78) 「欧州大戦前の機械工場には造船 ・電機以外の各製品を多角的に生産するものが少なくないので，
一括して「銑て所」とよばれるような共通の性格をもっていたのである。」，内田星美加＋｜大戦前の
機械工場”，『東京経済大学会誌』第163号， 1989年， 237頁。

(79) 当時の長岡の鉄工業については，前掲（65）および塚田政之助“概説長岡鉄工業前史（承前）”，
『長岡郷土史』第14号， 1976年， 2640頁が詳しい。

(80) 前掲（77),137-138頁。
(81) 前掲（13), 26頁。
(82) 帝国石油社史編さん委員会編『帝国石油五十年史 技術編』，1992年， 13頁。
(83) 栗田誇一編輯 『日石五十年』， 1937年， 64頁。
(84) 前掲（ 4 ), 135頁。
(85) 伊木常誠“油田と掘盤及採tfli法に就て”， 『機械学会雑纂』第15号， 1915年， 9頁。
(86) 日本鋼管株式会社設立 1月前の1912年5月に今泉嘉一郎，白石元治郎等は鋼管の市場調査のた
めに宝田石油lの長峰油田と新津if］］凹を視察した。内径2～15吋の 7種類の鉄管を使用し，殆どは米国
製品であった。今泉嘉一郎 『日本鋼管株式会社創業二 卜年回顧録』， 1933年， 8485頁。
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技術と文明 12巻2号(106)

ノ域ニ達シ （後Ill各）」とあるように，わが国では明治期に鋼鉄管を生産していなかった。このた

め，第 1次世界大戦で鉄管の輸入が途絶すると，油井掘削に支障をきたした。

丸棒を鍛按しながら中から打ち抜いて管にする高強度の継目無管（seamlesspipe）が，大正

9 (1920）年頃から米国で油井用に本格的に使用されるようになった。日本でも，大正元

(1912）年に民需用鋼管を製造する目的で日本鋼管が設立され，大正 3 (1914）年から 3～ 5吋ー

継目無鋼管の製造に着手し，また主として軍需用鋼管を製造していた住友伸銅鋼管株式会社も

昭和 2 (1927）年から油井用の継目無鋼管の製造を開始した。 しかしながら， 日本石油鉱業技

師長による大正 4 (1915）年の学会講演に， 「近来 4日寸以下の鉄管は川崎の鋼管会社（日本鋼

管／引用者）で出来ますが，まだ中々完全に参りませぬ， （中l略）坑用鉄管の特点は何処にある

かと云ふと鉄管の内径であります （中略）其鉄管の両端に於ける螺旋は最も大切なる部分であ

ります （後略）」とあるように，内径と螺旋に所望の寸法精度を得ることができず，国産油井用

継目無鋼管が普及するのは昭和になってからで， 2～ 5吋管2は圏内品， 6～11吋管は仏固また

は米国からの輸入品であった。日本鋼管で大口径 6～ 14吋継目無鋼管の製造を開始したのは，

昭和 9 (1934）年であった。

6-2 ヒット

摩滅したビ ットを補修または交換するのに，綱掘では掘締lを巻き揚げ

ればよいが，ロータリー掘では掘鉄管の昇降に深度500聞では 4時間も
(93) 

かかり，作業時聞の大半をこれに費やす。このため，後者ではビットの

性能が作業効率を大きく左右する。綱掘のビ ットは図 10に示すように，

丸棒を鍛造したのみ状を呈し，重さ20貫程度である。当初，本体は錬鉄

で刃先に鋼を鍛接し，焼き入れしていた。ロータリー掘を導入した大正

元（1912）年からクレセント・スチールまたはビ ッ ト・スチール （c . 
(94) 

0.7%）と称する工具鋼を米国，独固から輸入し，本体も鏑とした。

ロータリー掘のヒ ットは図－10に示すような，通常はフィ ッシュテー

ル （fishtail）と称する魚の尾のような形状で， 50貫程度である。中硬地

質にはディスクビ ット （diskbit）等を，ま た最硬地質にはロ ックビ ット

(rock bit）等を使用する。これらビ ットは，クレセント ・スチール，ク

(87) 農商務省編 『重要輸入品要覧下編』，1909年，75頁。
(88) 今井宏 fパイプづくりの歴史』，アグネ技術センター，1998年， 184頁。
(89) 前掲（87), 168頁。
(90) 社史編纂委員会 『住友金属工業六十年小史』，1957年， 年表13頁。

網場 ロータリ ー堀

図ー10 ビy ト

(91) 中村幸雄“石油採掘用機械器具の特殊材料及其加工法’＼ 『日本鉱業会誌』第530号，1929年，
459頁。

(92) 日本鋼管株式会社七十年史編纂委員会 『日本鋼管株式会社七十年史』，1982年， 35-36頁。
(93) 前掲（91),463頁。
(94) 前掲（10),112-113頁。
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わが国における石油井戸掘削技術の発展（石日1 ;i1~ 1ニ）

ロム鋼，ボーラー鋼 （W-Cr-Si鋼）等の輸入工具鋼を鍛造・ -t;JJ削で成型し，刃先を焼き入れ
(95) 

して作製される。工具鋼の圏内生産は昭和 6 (1931）年の満州事変を契機に，軍需拡大の影響
(96) (97) 

により活発となり ，ビット用工具鋼も国産品でほぼ、まかなえるようになった。さらに刃先の耐

久性を増すために，大正14(1925）年頃から米国製ステライト （stellite)(Co 60%, Cr・15～30

%, w 8～18%, Mo O～ 4%の合金）を，ま た昭和 5 (1930）年から米国製タングステ ンカー
(98) 

パイド WCを刃先に溶接するようになった。 日本石油は昭和 8 (1933）年に日本石油業平合金
(99) 

研究所を創設し，ノコチューブ（NocoTube）の商品名でWCを製造 ・販売した。

6- 3 掘削機械の素材 ・鋼索 ・鋼鎖

摘削機本体の素材は綱捌では木欽混成であったが，ロータ リー掘では鉄鋼となった。当初，
(IOO) 

鋳造技術の未熟もあって鋳鉄 ・錬鉄であったが，大正末から鋼を使用するようになった。わが

国の重工業が，第 1次世界大i践を契機に欽 ・蒸気動力から鋼 ・電気動力の時代へと転換したの

に対応している。八幡製鉄が操業を開始したのは明治34(1901）年であり，当初鉄鋼材は主と

して軍需にまわされ，また明治期の日本には関税自主権がなく ，安価な鋼材を輸入できた。こ

のため，民間向け国産鋼の供給が本格化したのは明治末頃からで，大正期には鋼の自給率は50

%前後となった。「当時（大正 7 (1918）年頃／引用者）これらの鋼材の多くは輸入材で，一般に

は「洋鉄」といわれており，匡！内製鉄所の鋼材は 1部を除いて，まだ地方（長岡／引用者）の小
(103) 

鉄工所の需給にまで及んで、いなかった」とあり，新潟の石油業者が国産鋼材を使用するように

なったのは昭和になってからである。

明治31(1898）年頃からサン ドラインに，ま た明治34(1903）年頃から掘綱に，従来のマニラ

麻の代りに米国製鋼索を使用するょっになり，明治36(1903）頃から東京製綱株式会社製の鋼
(106) 

索が出回るようになった。また，ロータリー掘機械の動力を伝達する鋼鎖は輸入品に頼ってい
(100) 

たが，昭和 4 (1929）から新潟鉄工所で製造するよ 7になった。昭和 4年の日本石油技師の報

告に，

品物によりては我国に於て不使を忍むで製作するより輸入する方が遥に便利で経済的なる

(95) 前掲（60)'125真。
(96) 清水欣吾 『工具鋼』，日本鉄鋼協会， 2000年，83頁。
(97) 前掲（91),468頁。
(98) 前掲（13),80頁。
(99) 前掲（83)'73頁。
(100) 前掲（10), 110-111頁。
(101) 堀留五朗氏談“製鉄所の民間供給に就て＼ 『工業之大日本』6巻4号，1909年， 65～68頁。
(102) 吉川庇平喜“本邦製鋼業の発達及現状”， 『鉄と鋼』第16年第 5号， 1930年，507頁。
(103) 前掲（79),30頁。
(104) 前掲（91)' 468頁。
(105) その導入経緯は， 1897年の日本石油社長内藤久究の米露石油事業視察により，米国では鋼索の
使用が一般的だったこと，および1898年からの米商戦争によ りマニラ麻の輸入が途絶し，価格が高
騰した事が発端である。前拘（7 ) ' 260, 405-406頁。

(106) 大西信良 『東京製綿l株式会社七十年史』， 1957年， 49頁。素材はスエーデン鋼であった。

17 



技術と文明 12巻2号(108)

場合が往々ある。さりながら， 日常作業上の必要品を輸入に倹つ事は事業経営上安全の策

に非ざるを以て，専ら白給自足を方針として一面には国産工業の発展に資すべ〈 ，内地製

作者を指導誘扱して努めて国産品を使用せる結巣現在に於ては，径 6吋以上の鉄管を除い

ては全部国産品を使用してゐる次第である。

とあるように，昭和 4 (1929）頃には径6吋以上の鉄管を除いて自給体制となった。

6 4 原動機

新潟鉄工所では掘削機の動力用に汽缶 ・汽機を明治30(1897）年から製造し，昭和 9 (1934) 

年頃までに約1000台の汽機を出荷し，本邦油田で使用する大部分を供給した。汽缶は外焚多管

式で，交通に不便な油田に運搬する便利を考えたもので，現地組み立てを普通とした。その燃

料は価格によって決まり ，土地の状況等にもよるが主に石炭が使用された。掘削機用の汽機の

特徴は，坑井を昇降するための逆転装置と変速装置を有することで，綱掘では20馬力程度，ロ

ータリー掘では20～ 80馬力程度であった。

わが国で最初に製造された石油発動機は，明治28(1895）年の第 4囲内国勧業博覧会に東京

工業学校が出品した，輸入l誌の模造品とされている。同年新潟鉄工所はオット一式 4サイ クル

石油発動機を輸入し，木工場に動力用として据付けるかたわら，その開発を進めた。ランプ用

に適さない軽油を燃料 として使用することが開発の王目的で，明治34(1901）年頃から15馬力

機関を模造生産し，構造が簡単 ・堅固で取 り扱いやすいために採油用ポンプの原動機として普

及した。さらに，明治36(1903）年には 4サイクルに比べて小型 ・軽量 ・安価な 2サイクル式

ミーツ ・エンド・ワイズ15馬力機関を米国から輸入しれli井掘削の動力用に模造生産した。軽

便で給水不要であるために，浅f出層の掘削および試掘用に普及するとともに，漁船 ・精米 ・製

表ー ｜ 日本石油と宝田石油が保有する原動機 (1917年）

日本石油 宝凹石油
原動機

台数 馬力 平均馬力 台数 馬力 平均馬力

汽缶 179 9,645 54 177 6 185 35 

汽機 485 8,385 17 444 4,928 11 

石油発動機 189 2, 130 11 120 

ガス発動機 7 88 12 

発電機（k¥V) 13 116 9 3 21 7 

電動機 32 206 6 

出所 「工業会社工場要録」，首長山登編輯『日本工業要鑑』第8版，工業之日本社， 1917
年， 125-128頁。

(107) 前掲（10),107-108頁。
(108) 日本工学会 ・啓明会編『l明治工業史機械 ・地学編』，学術文献普及会，1968年翻刻，54頁。
(109) 前掲(10),165-166頁。
(llO) 前掲（10),166-167頁。
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わが国における石油井戸掘~llJ技術の発展（石 III 石井）

材 ・ポンプ ・各種工場等の動力用としての需要も増大し，第 l次世界大戦を契機とする内燃機

関普及の波に乗り，新潟鉄工所は内燃機関メーカーとしても成長する。また，新潟鉄工所は大

正 9 (1920）年にわが国初の陸用 4サイクノレ300馬力テRイーゼル機関を試作し，昭和 4 (1929) 

年には油井掘削の動力用に66～75馬力機関を実用化した。

表－ 1に大正 6 (1917）年における日本石油の鉱山部 （掘削・採油を業務とする）と宝田石油が

保有する原動機を示す。日本石油では汽機485台，石油発動機189台，ガス発動機 7台を保有し，

動力源の主体は蒸気機関であり，石油発動機は主として採油ポンプ用であり，電動機は使用さ

れていない。日本石油技師による大正 6 (1917）の米園、油田調査報告に，「盤井に於ける荷重は

頗る変動性のもので未だ十分に之に迎合する電動機及瓦斯叉は石油機関の伝導装置が考案せら

れないから蒸気機関が最も多く使用される」とあり，わが国で掘削の動力源として電動機が初

めて使用されたのは昭和13(1938）年である。

7 日本石油 ・宝田石油 ・新潟鉄工所の技術体制

わが国の石油鉱業は主として，米国からの技術導入と技術開発を積極的に進めた日本石油，

企業の吸収－合併を繰り返しながら成長した宝田石油および石油機械探具類を製造した新潟鉄

工所によ って発展した。これら企業における海外視察と外国人招］博による掘削技術の導入状況

を，表 2にまとめた。その件数は明治22(1889）年から大正 8 (1919）年の30年間に19件であ

る。とくに， 日本石油の取締役山口達太郎と技師伊藤一隆 ・渡辺貞介がそれぞれ綱明とロータ

リー掘の導入を進言したことは，適雌な判断であり，当時の油井掘削上の問題を解決し，新し

い道を拓いた。この際，綱堀では技師ハースを 4年間招Jf！与し，ロータ リー掘ではさく手 9人を

雇用し，装置の操作方法 ・椀削技術等のノウハウをも導入し，輸入技術の定着が図られた。創

設以来38年間にわたって 日本石油社長を勤めた内藤久寛は，欧米石油事業を 2回視察 ・調査し

た。明治30(1897）年の調査の報告に「本邦ニ於テ将来燃料トシテ之ヲ採用スルハ笑ニ最大急
(113) 

務ナ リト 云フベシ」と，石油の用途が専らランプ用灯油のH寺代に燃料を展望し，「石油事業発
(114) 

展上幾多の暗示を得ると共に，将来斯業が必ず大成すべきを確信するを得た（後略）」と，石油

の将来性に確信を得たことの意義は大きく ，ここには企業家精神をみることができる。なお，

内藤は鉱業技師長広瀬貞五郎を同行し， YITI回現場で掘削技術を視察させている。また，新潟鉄

工所を52年間運営した笹村吉郎は，米国・露国の石油に関する機械機具の製造事業を調査し，

「機械製造業の状況並に世界の大勢を知る事を得て益する処砂からず， （中略）私が洋行中買入

(lll) 前掲（10),109真。
(112) 前掲（64), 276頁。
(113) 内藤久寛 ・三島徳j歳『米露両国石油事業調査報告』， I長商務省商務局，1898年， 103頁。
(114) 前掲（37), 153頁。
(115) 1867年生， 1960年没。東京工業学校械科を1892年に卒業し， 1897年技師長として入社し，社
長・会長を経て1949年取締役を辞任する迄の52年間，技術者および経営者として新潟鉄工所を育て
てきた。歳前工業会理事長等を廃任し，緑綬褒章を受賞。
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技術と文明 12巻 2号（llO)

表－ 2 海外からの技術導入

企業 年度 海外出張者，服用外国人 内容 訪問国，国籍

1889 山口達太田11 海旧の:ii~主E 米国

1893 ノ＼ース 綱掘の指導 米国人

1897 内藤久J'l'.，広瀬貞五郎，高野新一 idJ国の調査 米国，露国

1904 内藤久n，竹悶常治 油田の絢去を 米国

1906 i皮辺！＇l助 油田の調査 米国

伊藤一隆，渡辺i:IJl.IJ 石油品~！l'lリ業の調査 米国

日本石油 1912 アダムス，エガンス，クラーク，アーガイ
綱t¥ll：，ロータリー

米国人
婦の指iff.

伊藤一隆．杉本金太郎，松沢伝太郎 石1111IJ';mの制益 米国

松方乙彦， f~ f木’il'; i/£， 竹町常治 石i1liZJit/fの別査 米国，露国
1913 

さく手B人 持!l'Jlj等の指滋 米国人

伊藤一隆他3名 石iJ11$t/fの調査 米国
1916 

松沢伝太郎 石油If¥.：！＊；の調査 米国

1919 カーワン 地質調査 米国人

1903 山旺13正七，倉田久三郎，喜多野逸二 石irt1事業の視察 米国，露国，カナダ

1912 さく手3人 ロータリー姻の導入 米国人
宝田石油

1913 渡辺勝吉，小松徳太郎 石油事業の視察 米国

1916 吉山虎市，井上官［育 石Id！司工業の枕祭 米国

1900 笹村~！f自II
石油機械器具の製

米国，銭国
新潟鉄工所 作・使用法の調査E

1915 野口智子平 石油関係機械調査 米国

出所伊藤隆編『日本石油史』， 1914年，宝田石油株式会社臨時編纂部編『宝田二十五年史』，1920年，ill

下良彦編纂 r新潟鉄工所四十年史J,1934年。

れた諸機械も続々到着して，改良の実績の挙る と共に註文殺到の好況を呈した」とあるよ うに，

その調査は掘削機械類の製造 ・販売が軌道に乗る起点となった。

これら 3社における大学，高等工業学校等の高等教育機関を卒業した技術者数を表 3にま

とめた。 3社の技術者総数は明治33(1900）年には 7人であるが， 明治43(1910）年に45人，大

正 9 (1920）には101人と，明治末から大正期にかけて大幅に増大している。明治43(1910）年

の全国技術者総数約5, 300人の内2465人が民間企業に属し， 宝田石油，日本石油および新潟

鉄工所の技術者数はそれぞれ17, 16および12人であり，民間企業における雇用技術者数の順位

はそれぞれ26, 28および37位と 高位である。 例えば，明治33(1900）年の時点で，技術者を養

成する高等教育機関は東京と京都帝国大学のみであるが，明治末には工学部を有する大学は 4

校，高等工業学校 ・専門学校は11校が存立している。この結果，わが国の雇用技術者数は明治

(116) 前掲（53)'64-65頁。
(117) 内田星美 “明治後期民間企業の技術者分布一大学 ・高工卒名簿に基づく統計的研究＼ 『経営史
学』第14巻2号， 1979年， 9頁。
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表 3 El本石油，宝旺l石油，新潟鉄工所の技術者数

年度 1900 1905 1910 1915 1917 1920 

日本石油 3(2) (3) 16(7) (13) 18 40(20) 

宝田石油 2 (1) (7) 17(11) (11) 16 29(22) 

新潟鉄工所 2 (2) (8) 12 (12) (25) 27 32 (28) 

合計 7 (5) (18) 45(30) (49) 61 101 (70) 

注 （ ）内は高苦手工業学校出身者
出所大学・商工卒技術者数の1900および1910年は内田星美“明治後期民間企業の
技術者分布一大学 ・高工卒名簿に基づく統計的研究＼『経営史学』第14巻 2号，
1979年， 9頁， 1920年は内田星美“大正＂I＂期民間企業の技術者分布 重化学工業
化の端緒における役割lーヘ 『経営史学』第23巻 1号，1988年， 5頁， 1917年は蔭
山登編輯『日本工業主Z鑑』第 8版，工業之日本社， 1917年，高工卒技術者数の
1905および1915年は内問星美“初期高工卒技術者の活動分野・集計結果”， r東京経
大学会誌』108号， 1978年， 162および174頁。

33 (1900）年は1,565人であるが，大正 9 (1920）には14,162人と 9倍に増大している。すなわ

ち，大正期のわが国には綱掘から ロータ リー掘への移行に対応できる技術者養成体制ができて

いた。

日本石油の職工数は明治33(1900）年は600人であるが， 明治42(19附 年には2924れ ，明

治30(1897）年代の原油生産量の急増に合わせて増大している。 日本石油の掘削関係の技術陣

容をみると，網掘のH奇代には明治23(1890）年に入社し，わが国で網掘機械を初めて稼動させ

た広瀬貞五郎がきく井技師長として，大正 2 (1913）に退社迄の23年間掘削陣を取り仕切って

きた。ロータ リー掘では高等教育を受けた技術者が必要となり， 明治43(1910）年に大塚専一

（東京帝国大学地質学科卒），明治45 (1912）年に松沢伝太郎（東京帝国大学採鉱冶金学科卒），大正

2 ,(1913）年に伊木常誠 （東京帝国大学地質学科卒）等が入社し，地質調査，掘削技術等を指導す

るようになった。とくに，松沢は入社の年にロータリー掘機械が導入された こともあり，その

年に米国に調査に出かける等，広瀬に代わって掘削技術を指導した。東京帝国大学卒業の松沢

が大正元（1912）年に入社し，旧豊後国臼杵藩士広瀬が翌年に退社し，掘削の指導者が職人か

ら技術者に代わったことは，綱掘からロータリー掘への移行を象徴している。これら技術者は

学術論文を発表するよ うにな り，例えば昭和 4 (1929）年の『日本鉱業会誌』 No.530号 ・石油

号には， 日本石油技師等の学術論文が14本掲載されている。

日本石油の修理工場と して設立さ れた新潟鉄工所は，15年後の明治43(1910）年には独立 し

て株式会社新潟鉄工所となり ，第 1次世界大戦前には，「裏目本に孤立しながらおそらく当時

全国最大規模の民間機械工場であった」と評価されるまでに成長した。 明治28(1895）年の設

(llS) 内田星美 “技術者の増加 ・分布と日本の工業化－1880～1920年の統計的観察ー”， 『経営研究』
第39巻 4号， 1988年， 290頁。

(ll9) 前掲（ 8 ), 927真。
(120) 「明治時代石油鉱業の発達」，前掲（12），「石油鉱業」，前掲（13）は松沢が執筆した。
(121) 内田星美“欧州大戦前の機械工場”東京経済大学『東京経大学会誌』 163号，1989年， 259頁。
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立時，東京工業学校教授坂田貞ーの指導の下に工場が建設され， 196人のl械工と英国製の工作

機械等胎，鋳造用コシキ炉 1台等を擁し，蒸気機関を動力とする機械制工場として稼動し詑）

職工は 「大部分東京から雇入れた烏合の見いわゆる渡り職人と称する熟練工と，彼等の指

導で技術を習得する地元出身の職工から構成されていた。設立時において，ただ一人の技術者

である技師長野村亨作 （東京工業学校機械科卒）の指導で，木工 ・鋳造・鍛造 ・板金加工・切削

加工等の技能を持つ］阪工により 汽缶を製造できる水準にあった。また，「石油機械に関する限

り，新規考案，設計，販売上の苦労とリスクは日本石油が背負い，新潟鉄工所は製！日1のみを担

当し，ひたすら製品の品質向上，製作技術の進歩に専念することができた」と，技術力を磨く
(125) 

には恵まれた状況にあった。明治35(1902）年の職工数226人は全国機械工場の 7位であり，明

治40(1907）年には工場内に徒弟学校を設立して熟練工養成体制を敷き，職工数は明治
(126) 

42 (1909）年に908人，大正 6 (1917）には1264人と着実に増加した。さらに，明治末頃から東

京高等工業学校出身者を中心に高等教育機関出身の技術者も採用し，大正 9 (1920）年の技術

者は表 3に示すように32人である。石油関連機械，内燃機関等の製造の他に， B露戦争時に

は東京陸軍砲兵工廠より砲弾製作用旋盤50台を受注し，これを契機に 5大工作機メーカーの l

社としても成長していく 。

新潟県立工業学校では，明治39(1906）年から宝田石油技師小松徳太郎が非常勤講師として

石油さく井法および製油法を教授し，卒業生が日本石油会社，宝田石油会社等に就職するよう

になった。大正8(1919）年には東京帝国大学工学部にわが国で初めての石油採鉱学講座が開設

された。講座の開設に当たっては， 日本石油と宝田石油がそれぞれ3万 5千円を， 小倉石油店

主小倉常吉が 1万円を寄付ーし，講座の初代教授には日本石油の地質兼鉱業技師長伊木常誠が就
(128) 

任した。石油鉱業では人材育成においても民間主導であった。

8 おわりに

わが国の原油生産量は図 11に示すように明治期に著しく増大し，大正 5 (1916）年に戦前

のピーク260万石に達し，以後大幅な変化はない。大正 4 (1915）年における世界の原油生産量

の割合をみると，米国は65.85%，露国は16.06%と両国で82%を占め， 日本は0.72%にしかす
(129) 

き、ないが世界 8位である。一方，原油の輸入は明治41(1908）から始まり ，第 1次世界大戦を

契機とする燃料治の需要増大とともに急増し，昭和になると国内原油生産量を越え，以後石油

(122) 前掲（10), 7-8真。
(123) 前掲（53), 48頁。
(124) 前掲（11),50頁。
(125) 沢井笑「機械工業」，西川俊作・ ill本有造編集 『日本経済史4産業化のl時代上』，岩波書店，
1990年， 221頁。

(126) 前掲（11)'570頁。
(127) 前掲（29)' 1230 1231頁。
(128) 前掲（9 ), 258頁。
(129) 前掲（64)'270頁。
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図 II わが国の原油の生産量と愉入量

出所 わが国の原油生産量は日本石油株式会社 日本石油精製株式会社社史編さん室編 『日本石油百年史』，1988年，
980頁，958 959頁，原油輸入量の1908～1925年は小林久平 『石油及其工業上巻』，丸善株式会社， 1938年， 26頁，
1930～1986年は日本石油株式会社 ・日本石油精製株式会社社史編さん室編 『日本石川1百年史J, 1988年， 960～961頁。

需要の増大は主として輸入によ って賄われた。

明治前期の油井掘削は主 として手掘によ っていたが，明治30 (1897）年代に蒸気機関で稼動

する綱掘が普及して石油鉱業は手工業から機械制工業へ転換し，原油生産量は急増した。上総

掘は浅油層の多い新津油田の開発を先導するとともに，西洋技術を円滑に受け入れる技術基盤

を提供した。大正になって導入されたロータリー掘は，綱J屈の約 6倍の掘進速度を有し400間

以上の深池層を開発した。これら掘削法の掘削費を表 4に示す。手掘は，装置費は安いが掘

削日数が長いため人件費が高くっき，約80間以下の掘削に経済性がある。上総掘は，装置費が

綱掘の約 1/50であるため100間程度の浅油層の掘削に有利であり，抗用鉄管等の綱掘の技術

を取り入れても 200間程度迄は経済的である。 綱掘は， 装置が高1ilfiであるため，その導入によ

って資本力のない小企業は淘汰され，石油鉱業は明治末には日本石油と 宝田石油の寡占体制と

なった。 ロータ リー掘は掘鉄管等を使用するために装置費が高くなるが，掘削日数が短いため

人件費が安くなり， 500間以上で効力を発揮する。これら掘削法は夫々の特徴を生かして，地

質・経営規模等に応じて採用され，昭和］になっても並列して行われていた。

表 4 各種掘削法の掘削'Ei (1914年）

手掘 上総：j}il: キ岡f屈 ロータリー掘

深度（間） 80 110 80 110 500 500 

掘削日数（日） 130 270 80 110 450 90 

装置費 372 474 549 549 32,220 55,260 

掘削費（円） 人件 ・燃料費 372 988 196 270 12,350 5,400 

合計 744 1462 745 819 44,570 60,660 

l:IJ所 日本石油株式会社・日本石油精製株式会社社史編さん室編 『日本石油百年史J,1988年， 134ー135頁。
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綱掘機械は職人が製作・操作できる，在来技術の延長上の機械であったことは，わが国の石

油鉱業の近代化にとって幸いであった。一方，ロータリー掘機械は計iJllJ器によって管理運転さ

れ，その製作 ・操作には機械工学 ・電気工学 ・採鉱学 －化学等の知識を持つ技術者が必要にな

った。しかしながら，大正期のわが国にはこれに対応できる大学 ・高等工業学校での技術者養

成体制ができており ， 日本石油，宝田石油，新潟鉄工所は全業種の民間企業でも屈指の技術者

陣容となった。昭和13(1938）年に日本石油が掘削した深度1944間 （3499m）は，当時の世界深

井10位であり，わが固め掘削技術は一世界的水準に達していた。

掘削機械は新潟鉄工所，長岡の欽工所等で輸入後直ちに模造生産された。新潟鉄工所は石油

関連機械の修理 ・製作から出発し，そ こで培った技術を基にわが国の内燃機関，工作機械の開

発にも先導的な役割をした。また，旧城下町の長岡は鋳物 ・鍛冶等の伝統技術の蓄積があり，

近隣の石油油田からの需要に応じつつ鍛冶屋は鉄工所へ成長し，わが国でも有数の工作機械等

の工業地に発展した。すなわち，地元に輸入技術を受け入れて定着させる技術基盤があり ，石

油鉱業を支えた。

ロータリー掘の導入を契機に装置本体，ビ ット等の素材は鉄から鋼へ変換したが，国産鋼材

の使用は昭和になってからであった。また，全掘削費の40～50%を占める鉄管は，当初輸入の

重合鍛接鉄管を，昭和になって輸入と国産の継目無鋼管を使用するようになったが，わが国て守

大口径 6～ 14吋

が石？性l主広業の自立を律速した。

最後に，わが国の掘削技術は米国からの技術導入によって，新潟において民間主導で近代化

され，世界的水準に達したが，地域に西洋技術を受容できる技術基盤があったことを強調した

。、
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The Development of Drilling Technology 

for Oil Wells in Japan 

by 

Fumihiko ISHIDA 
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We describe the development of oil well drilling in the Niigata Prefecture from the 

Meiji to the early Showa periods during the establishment of the modern petroleum 

industry in Japan. 

The first oil wells were dug by hand, but steam-powered drilling with cable tools, 
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methods introduced from th巴 U.S.A., became widespread in the early 1900s. This 

method resulted in a conversion from manual to m巴chanicallabor. A traditional method 

that relied on manually driven drills, which is called Kazusa-bori in Japanese, played a 

role in bridging the gap from manual to steam power. Hydraulic rotary drilling was 

introduced from the U.S. A. in 1912, which allowed for a six-fold increase in drilling 

speed over drilling that relied on cab！巴tools.Wells in excess of 900 meters in depth 

could be drilled with this technology. The Niigata Engin巴eringCo. and the machine 

works in Nagao！王a,the old castle town where traditional t巴chnologiessuch as casting 

and forging were founded, support巴dthe petroleum industry by r巴pairingand rnanufac-

turing machinery used in drilling applications. 

The drilling technology repeat巴d a patt巴rn as it d巴veloped. Technology was 

introduced from the U.S. A., and the equipm巴ntwas manufactured by imitation. The 

domestic yield of crude oil increased remarkably in the Meiji Era and remained nearly 

constant after that. Private companies such as Nippon Oil and Roden Oil promoted 

drilling technology on a civilian basis, and it had reached a worldwide level around 1938. 

However, the domestic production of seamless steel pipes, which represented 40 50% 

of the total drilling cost, was r巴alizedin 1934 due to a delay from the iron and steel 

industries. 
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