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１．はじめに

　本稿では、福岡県の筑豊地方にあった御徳炭鉱を主た
る事例としながら、海軍予備炭田について考察を行って
いきたい。従来、研究史上においては、海軍予備炭田は
鉱山王有制との関連をもって主に論じられてきた。まず
は、日本における鉱山王有制にまつわる研究史を最初に
整理しておくこととしよう。
　兵部省の陸海両軍省への分離に先立つ1872（明治５）
年３月、太政官布告第100号によって鉱山心得が頒布さ
れ、さらに翌1873（明治６）年には日本坑法が公布され
ている。ここにおいて、「政府カ鉱物ノ専有権ヲ掌握」す
ることが明記された。石村善助はこれをドイツ（プロイ
セン）的な鉱山王有制であるとし1、隅谷三喜男や武田晴
人がこの説を踏襲している2。ここでいうドイツ（プロイ
セン）的な鉱山王有制とは、王有権者（国王、諸侯、ラン
デスヘル）が地下資源の処分権能を持っており原理的に
は自ら採掘し得るが、技術的な問題等があるために、多
くの場合には鉱業人に稼業させて税を徴収するというも
のであった3。
　この鉱山王有制の日本への適用という説に対しては井
上洋や小林正彬が疑問を呈し4、高村直助が両氏の議論
をより展開させて、実態はフランス的な鉱業の保護育成
策に近いと位置付けた5。フランスにおける鉱物国有の

原則は、土地所有権と鉱物処分権を分離させることに主
眼があった。こちらは、地下の鉱物は国有であるという
原則を掲げつつ、その採掘については先願主義に基づい
て鉱業人が決められたのである。こうして国の許可を得
た鉱業人は、自由経済思想に支えられて自由な企業活動
を容認された6。このように鉱山心得および日本坑法の
位置付けをめぐっては、石村-隅谷-武田説と井上-小林-
高村説とが対立しているが、実態としては両者の側面を
観察することができる。
　上記のように、明治期における法令およびその解釈が
混乱するのは、鉱山･炭鉱業に限った問題ではない。国
の根本法である憲法が成立した後に制定された法律であ
れば、その優劣は憲法を頂点にピラミッド式に確定し得
るし、相矛盾する法律は原則的に出されることはない。
しかし日本の場合、1889（明治22）年に大日本帝国憲法
が発布される以前においては各法律の優劣が明らかでは
なく、また相矛盾する法律も出されていったため、多く
の分野で混乱を来たしていたのである。この点について
は藤田貞一郎による同業組合研究が参考となる7。1878

（明治元）年に商法大意が布告されて営業の自由が謳われ
株仲間も解散することとなったが、株仲間の解散は近世
的な流通システムを停滞させることとなり、株仲間復活
の要望が各所から沸き起こった。それに対して明治政府
は、当初は商法大意による営業の自由を固守する方針を

論 文

  1　石村善助（1960、109 -110）。
  2　隅谷三喜男（1968、105 -106）および武田晴人（1987、5-7）。
  3　石村善助（1960、29 -30）。
  4　井上洋（1976、61 -63）および小林正彬（1977、76）。
  5　高村直助（2006、76および80-81）。
  6　石村善助（1960、22 -23）。
  7　藤田貞一郎（1995、第1章）。また、同業組合準則の制定と農商務省については宮地英敏（2004）も参照のこと。
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打ち出していたが、結果的には1884（明治17）の同業組
合準則によって、営業の自由の例外としての組合活動を
是認していくのである。このように明治前期における法
律は、原則と例外が入り混じる法体系であったといえる。
　さてそのことも踏まえながら、法律についての結論
的な位置付けから述べるならば、鉱山心得および日本坑
法は、石村-隅谷-武田説が述べるようにドイツ（プロイ
セン）的な鉱山王有制を導入したものであったといえよ
う。しかしながら明治維新期の日本においては、商法
大意によって営業の自由が表明されたり8、その評価に
ついては諸説あるものの9、少なくとも1873（明治６）年
の地租改正に至る過程で土地所有権が強く意識されたり
するようになっていった10。このような時代状況の中で
導入された「一時代前の法制度」である鉱山心得や日本
坑法は11、先述の高村直助らが明らかにしたように釜石
鉱山や三池炭鉱をはじめとして、多くの鉱山･炭鉱で齟
齬を来たしていった。ドイツ（プロイセン）においても、
18世紀末から19世紀半ばにかけフランスの影響を受け
て次第に経済活動自由の原則が掲げられるようになっ
ていき、1865年のプロイセン普通鉱業法（Allgemeines 
Berggesetzfür die Preussischen Staaten、略称ABG）に
よって鉱山王有制を放棄することとなる12。日本におけ
る鉱山心得および日本坑法の制定は、ドイツ（プロイセ
ン）において18世紀末から19世紀半ばにかけて数十年間
をかけて生じてきた事態を、一気に到来させる役割を果
たしたのである。
　そして、1890（明治23）年９月25日に公布され、1892

（明治25）年６月１日から施行された鉱業条例が、基本
的には1865年のドイツ（プロイセン）におけるプロイセ
ン普通鉱業法に充当することとなるのである13。1890

（明治23）年の鉱業条例では鉱山王有制は否定され、炭
鉱における官民の別もまた消滅することとなったと位置
付けられている14。しかし同時にまた、本稿で詳細を明
らかにして行くこととなるが、民間に簡単には解放され
なかった海軍予備炭田のようなケースでは、実質的には
鉱業条例がそのままは適用されなかったのである。それ
は、「国家は特許を為す者にして特許を受くる者に非ず」

という理解に基づいて、現実には官民が同じ扱いをされ
ることはなかったためである。当時は、「御省（海軍省
･･･引用者）ノ予備炭田ハ、鉱業条例ノ制裁ヲ受クルモノ
ニハ無之候」と思われていたのであった15。その理由の
１つとしては、鉱業条例の条文の解釈が、立法の担い手
であった和田維四郎と現場レベルで共有されていなかっ
たことが従来から指摘されている。こうして1905（明治
38）年の鉱業法にいたるまで、先願主義などの一部事項
を除き、実質的には日本坑法における鉱山王有制と同じ
扱いが続いていくこととなる16。
　さて本稿では、以上のようにドイツ（プロイセン）的な
鉱山王有制と、フランス的な自由主義経済下における鉱
業の保護育成策という、鉱山および炭鉱をめぐる研究史
上の２つの位置付けを踏まえつつ、御徳炭鉱について分
析していく。具体的には、第２章においては肥前におい
て導入された海軍予備炭田が、御徳炭鉱が所在する筑豊
地方へと拡大していった様子を、主に先行研究に基づき
つつ、海軍史の知見なども加えて紹介する。第３章から
第６章が具体的な御徳炭鉱の分析となる。このうち第３
章では、海軍予備炭田に編入される以前の御徳炭鉱の様
子を、第４章では海軍予備炭田へと編入された御徳炭鉱
に対する、払下げの請願の数々について明らかにする。
第５章では、請願がかなわなかった地元福岡の鉱業人た
ちが、海軍予備炭田を横から斜めから「侵堀

ママ

」していく様
子を叙述する。第６章では、第５章でみたような状況に
対して、海軍省がいかなる対応を行ったのかを実証する。
以上を踏まえた上でおわりにでは、海軍予備炭田であっ
た御徳炭鉱が、日本坑法や鉱業条例の下にあった鉱山王
有制や自由主義経済下における鉱業の保護育成策とどの
ような関係にあったのかを分析する。さらには、鉱山心
得および日本坑法と、その後の鉱業条例の歴史的位置付
けについても言及することとしたい。
　なお本稿は西尾典子と宮地英敏による共著であるが、
その執筆個所を厳密に区分することは困難である。

  8　宮本又次（1957、14 -15）および宮本又郎編（2008、43）。
  9　 日本資本主義論争については多種多様な論考があるが、ここではひとまず論争史の紹介として山崎隆三（1989）および山本義

彦（2002、第Ⅰ部）を挙げておく。
10　福島正夫（1968、270 -274）。
11　武田晴人（1987、7）。
12　石村善助（1960、31）。
13　石村善助（1960、147）。
14　石村善助（1960、164）。
15　 詳しくは第4章で扱う資料であるが、アジア歴史資料センターRef.C1110125612000明治27年「公文雑録」巻12、土地営造下（防

衛省防衛研究所）による。
16　石村善助（1960、197）。
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２．海軍予備炭田のはじまりと筑豊への拡大

　明治新政府の発足により早くも1869（明治２）年には、
「鉱山開拓之儀」について「支配之府藩県ヘ願之上堀出不
苦候、府藩県ニ於テモ旧習ニ不拘速ニ差免シ可申事」と
いうことで、鉱山解放（開放）の原則が打ち出された17。
この鉱山解放の原則に基づいて即座に全国的に開発が始
まることはなかったのであるが18、一部の藩では藩の管
轄の下での開発などがみられ始めた 19。そこで、このよ
うな地下資源の自由開発の波が訪れるのに先手を打っ
て、兵部省では軍艦用の燃料としての需要分を確保する
ための行動に出たのである 20。1871（明治４）年８月に
は兵部省より工部省に対して、「肥前国平戸、同唐津二
県下の石炭山ヲ受領堀採」したい旨の要求があり、これ
が認められた21。予算をめぐる省内対立をへて、翌1872

（明治５）年４月に兵部省が陸軍省と海軍省に分離する
と22、海軍省が予備炭鉱の権利を継承することとなった。
これが海軍予備炭田の前史である。はじめにでも述べた
ように、海軍予備炭田については既に幾つかの論考があ
り、それらによって制度の大枠は知られている。
　しかし、この海軍予備炭田の具体的な経営については
不明な点が多い。何故ならば、基礎文献の第四海軍燃料
廠編（1943）が刊行された段階においてすでに「いざ調べ
るとなると不明の点が続出し、古文書の中にも一つの事
が二様に記録されてあったり、委員をして取捨に迷はし
めたこともしばへでありました」という有様であった
からである23。
　この研究史上の隘路を大きく前進させたのは東定宣昌
であった。東定宣昌（1993）では、海軍を含む中央行政
側からの視点ではなく、炭鉱が設置されていた現地の側
からの視点で唐津海軍予備炭田の分析がなされている。
本章では具体的な御徳炭鉱の事例分析に入る前に、この
論考に基づきながら当該期の海軍が展開させようとして

いた軍備政策も踏まえた上で、海軍予備炭田のはじまり
とその筑豊地方への拡大について紹介しておくこととし
よう。1871（明治４）年８月、肥前の大瀬山（平戸県）・
本山村・岩屋村・浪瀬村・上平山村（以上、唐津県上松浦
郡）の炭鉱が、軍の予備炭田として政府に直接的に領有
されることとなった24。当初は「慣例」によって管理･運
営することとされたが、1873（明治６）年に日本坑法が
定められたことによって序章で見たような混乱を来たし
はじめていく。唐津海軍予備炭田を管轄していた唐津石
炭用所からは、海軍予備炭田の法的根拠であるとか、官
坑と私坑の境界における扱いであるとかを明確にするよ
う、海軍省長崎出張所に対して要望がなされている25。
　またこの際の、長崎海軍出張所の秘書官であった小森
沢長政の上申書をもとに、東定宣昌は海軍予備炭田と海
軍炭鉱の違いにも着目している。明治初年の唐津におい
ては、あくまでも稼業が行われる前の鉱区が指定された
段階のものが海軍予備炭田（海軍予備炭山）であり、稼
業が始まった後は海軍炭鉱（常備炭山）と呼ばれていた
のである26。しかしながら後述するように、明治中期に
は既に稼業後の炭鉱もまた「海軍予備炭田」であるとか

「海軍予備炭山」と呼ばれるようになっていく。同時代
的にも呼称の厳密な使用は見られなくなっていくので
あり、この点でも混乱を看取できるといえよう。その
後、1877（明治10）年には松浦郡岸山村と杵島郡大崎村
が、1878（明治11）年には松浦郡佐里村と同郡久保村が、
1879（明治12）年には松浦郡相知村が海軍予備炭田に加
えられ、唐津海軍予備炭田は合計で10ヶ村、約783万
坪となった27。
　ここで唐津海軍予備炭田が設定された明治０年代から
の日本海軍は、どのような状態にあったのか確認してお
こう。原剛（1995、47）によると、この頃の日本海軍は
戦艦の配備もまだ発展途上であり、軍備の増強を強調す
れども配備計画に現状が追い付いていない状態にあっ

17　太政官布告第177号；隅谷三喜男（1968、101）など。
18　第四海軍燃料廠編（1943、6）。
19　 隅谷三喜男（1968、102）では、長州藩による有帆･逢坂･宇部の石炭会所や、肥後藩の唐津平山下村での開発が紹介されている。
20　 隅谷三喜男（1968、108）。ちなみに当時は、1869（明治2）年7月8日の官制改定によって太政官は二官六省体制となり、この

うちの兵部省が軍政･軍令を担うこととなった。詳しくは朝倉治彦編（1969、567 -568）を参照のこと。
21　隅谷三喜男（1968、108）。
22　高村直助（1996、145）。
23　 第四海軍燃料廠編（1943、6）。また秀村選三（1977）や今野孝（1988）では、海軍予備炭田の資料を発掘してその紹介がなされ

るなど、九州地方の炭鉱の一部としての海軍予備炭田に関するファクトファインディングが積み重ねられた。今野孝（1988）につ
いては第3章でもより詳細に採り上げる。

24　隅谷三喜男（1968、107）。
25　 東定宣昌（1993、87 -88）では、唐津石炭用所の上申書については『明治十二年公文類纂』後編二十一「唐津表石炭坑御処分ノ儀

ニ付上申」添付書によっている。
26　 東定宣昌（1993、88）では、小森沢長政の上申書である『明治十二年公文類纂』後編二十一「唐津石炭山海軍所轄ニ相成度儀ニ付

伺」を基にして、松代松太郎（1925）を始めとした町村史誌であるとか、隅谷三喜男（1968）や岩崎宏之（1978）などの学術論文
でも混同が起きていることが指摘されている。

27　東定宣昌（1993、89 -90）。
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た。より具体的に述べておくと日本海軍の軍備は、「幕
府と諸藩からかき集めた雑多な軍艦と運送船を保有する
に過ぎ」ず、東

あずま

に名称を変更した甲鉄が主力艦を務める
時代であった28。つまり艦船や各種の兵器については国
産化が開始される前の段階であり、かつ外国からの購入
もまだ始まったばかりの時期であった。続く明治10年
代にはいると日本海軍は軍備の拡充を推進し、イギリス
製の艦船が大量に輸入され軍備の充足が図られた29。日
本海軍が軍事組織として展開していく上で教育面や組織
運営などの兵制面でも当時世界最大の海軍国であったイ
ギリス式を手本とし、模倣していたことは周知のとおり
である30。そのイギリスは石炭の世界的な産地であり、
19世紀後半には石炭によって世界を支配していたと評
されている31。換言すると、日本海軍の炭田取得とその
経営に対する熱意は、模倣しようとしたイギリスが世界
最大の工業国であり、海軍国であり、産炭国でもあった
ことと深く関係しているといえよう。
　こうした中で、1880年代後半にはイギリス製の防護
巡洋艦である浪速と高千穂が横須賀港入りし日本海軍の
戦列に加わった32。周知の如くこれらは新式汽罐を装備
する艦船であった。産炭国でありかつ工業国であったイ
ギリスでは、当然ながら汽罐もカーディフ炭（南ウェー
ルズ炭）に代表されるような自国炭に適合的であるよう
に製造されていた33。このため、日本海軍は唐津の海軍
予備炭田から産出される石炭は適さないとの判断を下
し、イギリス炭を採用することとなった34。
　ここで注意しなくてはならないのは、小野塚知二

（2003、4）で論じられているように、創設期から日本海
軍は軍器独立を掲げ、兵器や汽罐も含めた艦船を外国か
らの輸入に依存するのではなく将来的には全て純国産に
転換していく方針をとろうとしていたということであ
る。汽罐に適合的な石炭を国内で賄おうとした意向もま
た、軍器独立の一大方針の一部であったといえよう。

　そのような背景もあって新式汽罐にも適合する石炭を
日本国内でも探すこととなっていき、当時開発が盛んに
なっていた福岡県筑豊地方が着目されることとなるので
ある。1885（明治18）年11月には「福岡県下一帯ニ人民
ノ増借区出願ヲ差止」ることとされた35。1886（明治19）
年には海軍省艦政局に石炭調査委員が設けられて、高
千穂での筑豊炭の試験的な使用が行われ36、1887（明治
20）年２月には「県下御徳及ヒ各郡各村ニ於テ百十余ケ
村、海軍省ノ予備炭田ニ仮定シ、福岡県達三拾八号ノ
告示ヲ以テ試掘借区共出願御差留」という措置がとられ、
翌1888（明治21）年に38ヶ村が海軍予備炭田に編入され
たのである37。以上を踏まえた上で、次章以降では具体
的に御徳炭鉱について明らかにして行くこととしよう。

３．海軍予備炭田に編入される以前の御徳炭鉱

　海軍御徳炭鉱は、福岡県鞍手郡勝野村大字御徳にあっ
た炭鉱である38。より正確に述べるならば、1888（明治
21）年の海軍予備炭田への編入時には福岡県鞍手郡御徳
村に属していたが、翌1889（明治22）年の町村合併に
よって勝野村となっている39。まずは海軍予備炭田に編
入される以前の、御徳炭鉱の状況を確認しておくこと
としよう。従来、「（海軍省予備･･･引用者）炭田ニ編入
以前ノ沿革ハ詳ナラズ」と言われてきた御徳炭鉱である
が40、防衛省防衛研究所所蔵の資料によって、同地での
石炭の採掘の始まりは幕末にまで遡ることが出来る41。
1867（慶応３）年には、御徳村字赤松ヶ尾において石炭
採掘が行われ、それと同時に「石売焼立」されていた。
このうち「石売」とは、石炭の混じった石を商品として
販売することであり、「焼立」とは石炭を蒸し焼きにし
て粗製コークスを作ることであった42。
　この「焼立」中の火焔が「地底炭脈ヘ漏」れてしまった
とみえ、翌1868（慶応４）年４月に至ると、突如として

28　野村実（2002、17）。
29　野村実（2002、18）、小野塚知二（2003、24）。
30　海軍歴史保存会（1995、61）、野村実（2002、39）。
31　山崎勇治（2008、3）。
32　小野塚知二（2003、24）。
33　山崎勇治（2008、23 -24）。
34　第四海軍燃料廠編（1943、6-7）。
35　隅谷三喜男（1968、110 -111）。
36　第四海軍燃料廠編（1943、7）。
37　隅谷三喜男（1968、110 -111）。
38　東京鉱山監督署編（1911、664）。
39　 この1889（明治22）年4月1日の町村合併では、鞍手郡の勝野村、御徳村、赤池村、新多村、新山崎村、南良津村が合併して新

しい勝野村が誕生した（http://uub.jp/）。
40　東京鉱山監督署編（1911、664）。
41　 幕末から1888（明治21）年までの御徳村の状況については、特段の断りがない限り、アジア歴史資料センター Ref.

C11080981500「海軍予備炭山関係書類」完、明治20～29（防衛省防衛研究所）による。
42　 安藤精一（1989、143）。ちなみに、当時の粗製コークスは鋳物用などの燃料として用いられた。
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地底より煙が立ち昇る事態となってしまった。二十余
日、昼夜に亘って消火活動が行われることとなった。炭
層の一部が燃えていたのである。これを受けて福岡藩の
石炭会所（焚炭会所）員や役人らが臨検に訪れ43、230両
を費やして消火するために雨水を流し込む水路の開削工
事を行った。その水路の深いところは「三丈」、つまり
は約９mにも及んだという。このような「百方尽力」に
よって、この時の延焼を何とか鎮火することに成功した
のである。
　ところが同年12月には再び地底から煙が上ることと
なってしまった。石炭は一般的に、石炭として地中に
眠っている状況では自然発火をしない。ところが、ひと
たび石炭が大量の酸素に触れることとなると、酸化蓄熱
によって自然発火をする危険性が高まる44。しかしヨー
ロッパにおいてすら、この酸化による自然発火について
学術的に明らかになったのは1864年のことであった45。
そのために、石炭に無闇に酸素を送り込むことの危険性
を知らなかった当時の人々によって、雨水を流すために
掘られた水路は、結果として空気を炭層に送り込んで自
然発火を促していたと推測される。
　この２回目の発火という事態は藩主の黒田長

なが

溥
ひろ

へも伝
えられたが、４月に230両もかけて対処したばかりでも
あり、何か別の「消火セシムル目論見無之」という状況
であったため、今回は何もせずに「捨置」くことが決断
された。この際の判断をした黒田長溥は、1811（文化８）
年に薩摩藩主であった島津重

しげ

豪
ひで

の十三男として生まれた
人物である。1822（文政５）年に福岡藩主であった黒田
斉清の一人娘であった純姫と婚姻関係となり、1835（天
保５）年の黒田斉清の隠居に伴って福岡藩主に就いてい
た46。黒田長溥は蒸気機関の製作や鉱山・炭鉱の開発、
種痘の実施といった西洋近代文明の導入でも知られる
開明的な藩主であったが47、島津家出身であったことも
あり、地面から煙が昇り続けるという事態を軽視してし
まったのである。こうして、２回目の出火は次第に「蔓
焼」していくこととなり、字馬場山、字椎木谷、字杉谷
というように御徳村内の「地底炭脈悉ク焼屑ト相成」っ
ていったのである。
　この地底の炭層の延焼は明治期に入っても断続的に発
生していたとみえ、1875（明治８）年３月には字中ノ谷

にあった吉野要七の借区から発火し、さらには字上ノ谷
へと延焼が広がっていった。しかしこの字上ノ谷への延
焼は「不意ニ火焔浸

ママ

入」という状況であったため、そこ
で石炭採掘をしていた坑夫1名が死亡した。このような
事態であったために石炭採掘が困難な状況であるのみな
らず、地表の樹木は枯れ死してしまっており、所々は「赭
山」となっていたという。はげ山のことである。
　一方でところどころでの出火の危険性は放置されたま
ま、御徳村では吉野要七以外でも民間の炭鉱採掘が行わ
れた。この時期の御徳村の詳細については今野孝の研究
で明らかにされているが48、1883（明治16）年で20借区、
1886（明治19）年で11借区が確認される。またその最中
には、地元住民たちによる御徳社と中央の浅野総一郎と
の間で借区（字権現堂）をめぐる借区獲得競争なども発
生している。この騒動は司法の判断を仰ぐこととなり、
数年の法廷闘争を経て、最終的には地元住民たちによる
御徳社が勝訴して占部三折らの借区と決定していくこと
となる。
　さて、幕末から放置され続けた炭層の断続的な発火・
延焼は、そのまま明治期になっても続いていき、字権現
堂のあたりが燃えた状態で、1888（明治21）年１月にお
ける御徳村の海軍予備炭田への編入を迎えるのである。
その区域は、占部三折らの借区などを除く、字口伝ヶ浦、
字井田尻、字空木ヶ浦、字雀堂、字鴻ノ巣といった御徳
村の多くの部分を占めており、さらには下堺村や中泉村
の一部にまで及ぶこととなった。
　こうして海軍予備炭田へと編入された御徳村の炭鉱で
あるが、即座には開発は始まらなかった。同年７月に吉
野要七、浅原平次郎、吉野惣三の３名が人民惣代となり、
安場保和福岡県知事を通じて、西郷従道海軍大臣宛に上
申書が提出されている49。上申書では、燃えていた村内
の炭層を鎮火すべく、炭層を東西に分断させる幅20間
×長さ250間（幅約36m×長さ約450m）の溝を掘るこ
とを提案している。この上申書への対応は残念ながら不
明であるが、何らかの対応によって炭層の燃焼は収まっ
たようである。1892（明治25）年2月には漸くと農商務
省技士であった鈴木敏によって、海軍予備炭田へと編入
された御徳炭鉱の炭質・炭層についての報告書が上って
いる50。この鈴木敏の報告書による高評価を受けて、翌

43　 福岡藩の石炭会所（焚炭会所）の一つが豊前国若松港にあった。この若松の会所については遠藤正男（1942、15-33）を参照のこと。
44　岩崎重三（1937、351 -357）。
45　Vivian　Byam　Lewes（1912、21 -26）。
46　柳猛直（1989、10 -12）。
47　柳猛直（1989、47 -86）および宮崎克則・原三枝子（2009）など。
48　今野孝（1988、280 -285および292 -301）。
49　 上申書は、先述したアジア歴史資料センターRef.C11080981500「海軍予備炭山関係書類」完、明治20～29（防衛省防衛研究所）

である。
50　鈴木敏（1892）。
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旅石海軍予備炭田ノ内、（中略）自今試掘借区共出願差
許ス」ことが表明された。また同年３月２日には、農商
務省告示第２号が発せられて、「福岡県豊前国田川郡海
軍省予備炭田全部ヲ解キ、自今試掘借区共出願差許ス」
旨が表明された55。
　このような筑豊の炭鉱の状況が見られる一方で、農商
務省鉱山局では鉱業条例の制定が企図されていた。その
直接的な事情は、鉱業の出願件数が増加して書類の処理
が煩雑となり、政府が鉱業人を決めるのではなく、先願
主義へと転じた方が好都合であると思われたためであっ
た56。鉱業条例は1890（明治23）年９月25日に公布され、
1892（明治25）年６月１日から施行されるが、それに先
んじて1890（明治23）年７月には日本坑法が改正されて
先願主義だけが先行実施されている57。この日本坑法改
正による先願主義の先行実施は、海軍予備炭田の民間へ
の開放に対応するためであった58。
　さて、日本坑法の改正を受けて1891（明治24）年３月
９日には、勝野村大字御徳の人民惣代として貝島伝平ほ
か１名から、安場保和福岡県知事を経て樺山資紀海軍大
臣へと「同（鞍手･･･引用者）郡予備炭田御解放之義」に
ついての請願があった。その請願の詳細については不明
であるが、海軍省としては「詮議難及候」ということで
却下した59。御徳炭鉱は海軍予備炭田から解放される予
定はなく、海軍としても議論の対象外とされたのではな
いかと推察される。
　しかし1892（明治25）年に鉱業条例が施行され、一方
で1893（明治26）年に御徳炭鉱が稼業しはじめると、海
軍予備炭田の払下げにむけての申請が加速していく。
1894（明治27）年中には３件の払下げの申請が行われた60。
１件目の申請は、1894（明治27）年５月24日付で、長綱
好勝・城野琢磨・山本周太郎の３名から、岩崎小二郎福
岡県知事を経て西郷従道海軍大臣宛に行われている61。
長綱好勝は鞍手郡勝野村の赤地炭鉱の、城野琢磨は鞍手
郡下境村の古田浦炭鉱の、山本周太郎は鞍手郡福地村の
中泉炭鉱の、それぞれ炭鉱主であった。
　長綱好勝ら３名の炭鉱は、「御省（海軍省･･･引用者）

1893（明治26）年から海軍省による御徳炭鉱の開発が始
まることとなるのである51。

４．御徳炭鉱の払下げの請願

　海軍による御徳炭鉱の開発が始まるのに先立ち、筑豊
地方および全国における海軍予備炭田の制度に大きな変
化が生じることとなった。第２章において先述した如く
1887（明治20）年２月に福岡県下の筑豊地方において海
軍予備炭田を設けることが表明された。すると、そこに
編入されると指定された地域には有望な炭層を含む地域
が多く含まれていたために、激しい解放運動を惹起して
しまった52。この解放運動を受けて、当初は110余ヶ村
が指定されるはずだったものが、翌1888（明治21）年１
月の告示によって38ヶ村に留まったのである（表１）53。

表１　筑豊において海軍予備炭田に指定された村々
（1888年）

郡 名 村　　　　　　名

糟屋郡
宇美村 佐谷村 新原村 上須恵村 植木村 旅石村 志免村
下須恵村 酒殿村 仲原村 原町村 戸原村 江辻村 大隈村
和田村 久原村 乙犬村 新長者原村

鞍手郡 勝野村 御徳村 直方村 山部村 知古村 赤地村 中泉村
嘉麻郡 下山田村 才田村 漆生村 牛隈村 下臼井村 上臼井村 西郷村
田川郡 大熊村 糒　村 糸田村 宮床村 後藤寺村 河原弓削田村
出展）第四海軍燃料廠編（1943、10）。
注） 出展における地名の誤読・誤植を、隈谷三喜男（1968、

111）および大場四千男・児玉清臣（2014、160）などを参
照に訂正した。

　このように38ヶ村が正式に海軍予備炭田に編入され
て以降も同様の解放運動が続いていき、鞍手郡におい
ても、1889（明治22）年９月には「勝野村ニ於ケル区画
ノ場所ヲ除クノ外、自今試掘及借区差許」されており54、
海軍予備炭田に編入される面積は極力少なくなったので
ある。こうした海軍予備炭田の解放運動は、一旦は指定
されて確定したはずの炭鉱に対しても行われていく。こ
れを受けて1891（明治24）年１月19日には農商務省告示
第１号が発せられて、「福岡県筑前国糟谷郡須恵村大字

51　東京鉱山監督署編（1911、664）。
52　高村直助（1992、156）。
53　隅谷三喜男（1968、111）。
54　アジア歴史資料センターRef.C11080979700「海軍予備炭山関係書類」完、明治20～29（防衛省防衛研究所）」。
55　石村善助（1960、151）。
56　原嘉道（1936、51）および石村善助（1960、182 -183）。
57　石村善助（1960、148）。
58　原嘉道（1936、50）。
59　アジア歴史資料センターRef.C11080981300「海軍予備炭山関係書類」完、明治20～29（防衛省防衛研究所）」。
60　 1894（明治27）年の御徳炭鉱払下げの請願3件については、特段の断りがない限り、アジア歴史資料センター Ref.

C10125612000明治27年「公文雑録」巻12、土地営造下（防衛省防衛研究所）による。
61　ただし、福岡県へと申請が出されたのは1894（明治27）年5月18日付であった。
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泉村の山本周太郎鉱区、赤地村の伊龍磯松鉱区（後に、
前述の長綱好勝の鉱区となる）、下堺村の許

こ の み

斐正雄鉱区
（後に、前述の城野琢磨の鉱区となる）などがあった63。
その上で、勝野村大字御徳、勝野村大字中泉、下堺村の
それぞれ一部が依然として封鎖中であることも叙述され
た。貝島伝平ほか119名は、このうちの大字御徳に属す
る部分の払下げを申請したのである。なぜならば、旧御
徳村の中で「従来ノ許可小鉱区ハ已ニ採掘シ尽セリ、或
ハ採掘シ得ヘキ所ハ時々瓦斯毒猛発、又ハ旧坑ノ毒水破
裂シテ、人命ヲ死地ニ至ラシムルノ恐アリテ容易ニ採掘
スル事能ハ」なくなってしまった。そして、「御徳人民ハ、
我居住地ナル民有地下ニ含有スル所ノ石炭ヲ採掘スル能
ハスシテ、他村鉱ニ日々出稼ヲ致シ、星ヲ見テ出テ星ヲ
戴キテ帰宅仕、日々ノ時間ヲ浪費シテ往復ノ苦労誠ニ困
難ノ至候」という有様であったからである。
　貝島伝平ほか119名は以上のような御徳の窮乏を訴え
た上で、鉱業条例の先願主義に基づくとすると、「若シ
官報ヲ以テ封鎖解放ノ場合ニ至ラバ、東京府所在ノ狡猾
人等ガ忽チ掌中ニ落」としてしまって、「土地人民ハ全
ク其坑夫ニ属シ、（中略）都会人ノ糟粕ヲ嘗ムルノ外ナ
キ不幸ニ沈ムハ明白」であると主張した。御徳炭鉱が海
軍予備炭田から解放されて先願主義の対象となる前に、
旧御徳村の村民達としては手を打ちたかったのである。
こうして、「予備炭田ノ内、他村有ノ地ハ毫モ希望不仕、
唯御徳地内ノ分ヲ御解放被下度」という「特別ノ御詮議」
を要求した。つまりここでも、海軍予備炭田は鉱山王有
制に基づいて国が任意の判断を下せるという大前提の下
に、特別の扱いがされるように求めているのである。
　さて、この長綱好勝ら３名と貝島伝平ほか119名との
払下げの請願であるが、1894（明治27）年７月30日付で、
両申請を一括して「難及詮議候条却下ス」という指示が
海軍省より出されている。1891（明治24）年の申請の際
と同様に、解放予定ではなかった御徳炭鉱の払下げ申請
は詮議の対象とならなかったといえよう。
　３件目の申請は、1894（明治27）年12月25日付で下
堺村の許

こ の み

斐鷹介から、岩崎小二郎福岡県知事を通じて西
郷従道海軍大臣へと提出された。許斐鷹介は、「十有余
年間、専ラ石炭採掘業ニ従事罷在、種々ノ艱難ト辛苦ト
ニ遭遇シ、今日ニ至リ候テハ、所有炭田ヨリ採掘仕候炭
量ハ既ニ業ニ一ヶ月壱万噸以上」であった。このため、

「多少ノ経験有之候」ということで御徳炭鉱の払下げを
申請したのであった。
　申請では、「海軍予備炭田ヲシテ私ヘ採掘受負上納命

予備炭田ト接続シ、炭脈モ亦其炭層ト仝一ノ者」であり、
さらには盆地状という御徳の地形的な問題もあって「私
共（長綱ら３名の･･･引用者）鉱区ハ予備炭田ノ上部ニ接
在」していた。そのため、「若シ、御許可相成ラスシテ
予備炭田ヲ存置セラルヽニ於テハ、私共ハ止ムヲ得ス採
掘シ得ヘキ丈ケノ石炭ヲ採掘尽仕候ヨリ外無之、如斯姑
息ノ事業ヲ為スニ於テハ、各坑区ノ濫掘ヨリ生スル水害
ノ為メ、遂ニ予備炭田ハ放棄セラルヽノ不得止ニ至ルヘ
クト奉存候」という説明を行った。つまり、御徳炭鉱よ
りも標高が高い長綱ら３名の炭鉱での採掘を続けていく
と、海軍予備炭鉱に水害を発生させることにもなりかね
ず、そうならないように事前に御徳炭鉱を払い下げてほ
しいという論旨であった。しかもこの時には既に鉱業条
例が施行されているため、鉱業条例の第44条にあたる

「鉱区ノ訂正ヲ出願」がなされた。それは、「炭層ノ位置
形状ニ依リテ之ヲ相当ニ区別シ、適当ナル坑区ト成スニ
アラサレハ、確実ナル採掘事業ヲ為ス事、能ハサルノミ
ナラス、（中略）鉱利ヲ損害スル事モ亦甚タ敷、決

マ マ

局国
家ノ不利益ト確信仕候」という理由からであった。要す
るに、鉱業条例で掲げられた先願主義ではなく、鉱区の
変更という手続を採っているのである。
　これは、「御省（海軍省･･･引用者）ノ予備炭田ハ、鉱
業条例ノ制裁ヲ受クルモノニハ無之候」という理解の下、

「（予備炭田である御徳炭鉱の･･･引用者）御処分ハ万無
之事ト奉存候得共、万一之ヲ、御省予備炭田、是レ迠ノ
例ニ依リ解放セラルヽニ於テハ、私共以外ノ者ニ於テ採
堀ノ特許ヲ得ル」場合には、先述した地形上の問題が発
生してしまうと説明した。だからこそ、鉱区解放の際に
他に払下げをするのではなく、「訂正増区出願」を許可
して貰いたいという論旨であった。海軍予備炭田はそも
そも鉱業条例の対象外、つまりは明治初年に定められた
鉱山王有制が続いているという認識であり、だからこそ
先願主義の対象外であると考えていたためといえるであ
ろう。
　２件目の申請も、長綱ら３名と同じく1894（明治27）
年５月24日付で、貝島伝平ほか119名から、岩崎小二郎
福岡県知事を経て西郷従道海軍大臣宛に行われている62。
貝島伝平は、炭坑王としても知られる筑豊御三家の貝島
太助一族とは何ら関係がない勝野村大字御徳の農民であ
り、667名の村民を代表して請願に及んだのであった。
　その請願の内容を見てみると、まずは海軍予備炭田へ
の編入のくだりから、住民の要望を受けて順次それが解
かれていった状況が描写される。御徳炭鉱の近隣では中

62　ただし、福岡県へと申請が出されたのは、長綱ほか3名よりも2日遅い1894（明治27）年5月20日付であった。
63　 アジア歴史資料センターRef.C10125612000明治27年「公文雑録」巻12、土地営造下（防衛省防衛研究所）の図面と、宮地英敏

（2015）の図面との比較対照による。
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年８月22日付で再却下されている。２件目は占部三折
ほか１名から1895（明治28）年２月５日付で、岩崎小二
郎福岡県知事を経て西郷従道海軍大臣宛に提出されてい
る。残念ながらその詳細は分らないが、こちらも同年９
月21日付で却下された。こうして、海軍予備炭田の解
放の請願は、1895（明治28）年においても上手くいかな
かったのである。

５．御徳炭鉱の侵食とそれへの対応

　第４章でみてきたように、海軍予備炭田である御徳炭
鉱について度重なる払下げの請願がなされたことで、海
軍省では遂に対応を採ることに決した65。海軍省による
と、「御徳海軍予備炭山ハ、其ノ地位筑豊炭田ノ中央ニ
位シ運搬至便ナルヲ以テ、本鉱区ヲ囲繞シ、既ニ数ヶ所
ノ民有鉱区現存シ、尚ホ新ニ出願スルモノ少ナカラズ」
ということであった。「囲

いにょう

繞」とは、ある特定の土地を
取り囲むように、別の地権者の土地が存在していること
であり、ここでは海軍予備炭田である御徳炭鉱の回り
を、民有鉱区が取り囲んでいることを意味している。こ
の御徳炭鉱の周辺の民有鉱区について、「当初人民ニ鉱
業許可ノ際、調査ノ錯誤ヨリ民有鉱区ヲシテ重複セシム
ルニ至リ、之カ訂正ヲ為スコト困難少ナカラサル趣ヲ以
テ、貴省（農商務省･･･引用者）ヨリ屢

しばし

ハ御照会、若クハ
御内儀ノ次第モ」あったという。海軍予備炭田と民有鉱
区を「調査ノ錯誤」で重複させてしまっていたので、そ
れの訂正が必要であったという論理である。新しく払下
げや鉱区変更をするのではなく、過去に遡っての訂正と
いう形で、海軍省では実質的に鉱区の変更を行うこと
となった。1896（明治29）年７月３日付の官房第1689号
の２により、「民坑ト重複セル箇所（中略）ヲ除去セラレ
タル寛大ノ御処置」が採られたのである。こうして、長
綱好勝、城野琢磨、山本周太郎の３名に対して、御徳炭
鉱50万507坪中、18万350坪が譲渡された。さらには、
海軍予備炭田と民有の「鉱区トノ間ニ、拾間ノ距離ヲ置」
くことで、両者の境界を確定させたのである。
　ところが、問題はこれで収まらなかった。「尚ホ人民
ニシテ境界ヲ越ヘ、海軍鉱区ニ侵入セルモノアルヲ発
見」したのである。そこで1896（明治29）年７月末から
翌1897（明治30）年にかけ、新原海軍採炭所、佐世保鎮
守府、福岡鉱山監督署からそれぞれ調査員を派遣して御
徳炭鉱周辺の実地調査を行った。すると、長綱好勝らが

セラレ」たならば、「自費ヲ以テ、御下命ノ日ヨリ二百
日間ヲ期シ毎日百噸以上、三百日以后ハ毎日二百噸以上
上納仕、漸ク業務ヲシテ尽大ナラシメ誓テ毎日三百噸以
上上納可仕候」と述べている。許斐鷹介は、自分ならば
炭鉱開発を成功させ、「上納」も滞りなく出来ると主張
しているのである。許斐鷹介の請願の特徴もまた、鉱業
条例より前の日本坑法の時代の価値観で申請していると
ころにある。そのため申請書には別紙の「設計書」を添
付し、炭鉱開発の実現性についてさらに細かな解説を加
えていく。その設計書を整理して表２を作成した。

表２　許斐鷹介の設計書（1894）
費目 金　額 詳　　細

開鑿費 30,000 横坑二個
器械費 46,000 排水ポンプ・捲揚機
建築費 8,000
土木費 15,000 道路開鑿・軽便鉄道敷設
雑　費 3,000
合　計 102,000

出展）アジア歴史資料センターRef.C1110125612000

　横坑を２つ開鑿し、排水ポンプや捲揚機も据え付け、
さらには「道路ヲ川端石炭船積所マテ開設シ、其上ニ軽
便鉄道ヲ敷設運搬セシム」という壮大な計画が立てられ
ていた。許斐鷹介は、まさに鉱山王有制に応じるかのよ
うに、王有権者である海軍から自分の採掘計画が選ば
れるように最善を尽くしたのである。しかし1894（明治
27）年12月30日付で、海軍ではこの度も「難及詮議候条
却下ス」との指示が出された。許斐鷹介の申請書が海軍
に届いてから、わずか５日間での判断であった。年末で
あったことも踏まえると、ほぼ何も審議されないままに
却下されたことが窺える。
　以上のように1894（明治27）年の３件の御徳炭坑払下
げの申請は、どれも海軍予備炭田は鉱山王有制であるこ
とを前提としていた。勿論、長綱好勝ら３名は鉱区変更
願いを、貝島伝平ほか119名は地元村民の優遇を、許斐
鷹介は開発計画の実現性の高さを訴えるという違いはあ
る。しかしどの申請も、海軍予備炭田は鉱業条例の先願
主義の対象ではないという点では共通の理解を持ってい
たのである。しかしこのような御徳炭鉱払下げの申請
は、どれもこれも却下されることとなってしまった。
　1895（明治28）年には、前年と同様の申請が２つみら
れる64。１件目は貝島伝平ほか119名による再請願であ
り、1895（明治28）年1月10日付で行われているが、同

64　 1895（明治28）年の御徳炭鉱払下げの申請については、アジア歴史資料センターRef.C10125743100明治28年「公文雑輯」巻9
物件下（防衛省防衛研究所）による。

65　 本章における海軍省の対応については、特段の断わりがない限りアジア歴史資料センターRef.10126277500明治30年「公文雑
輯」巻18物件下（防衛省防衛研究所）による。
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例第七十八条ニ依リ処罰セラルベキ」ということで、「侵
堀」をする福岡の鉱業人たちを裁判所へと告発した。告
発されて被告となったのは、赤地炭鉱を所有する長綱好
勝ほか１名、鷹取炭鉱および高山炭鉱を所有する占部三
折ほか９名、さらには日焼古田炭鉱を稼業する城野琢磨
の合計13名であった。モラルハザードを続けていた福
岡の鉱業人たちが、ついに司法の場に引き摺り出される
こととなったのである。この告発に対する司法の判断が
下されるのに先んじて、海軍省が更なる対応に出ること
となった。今後も民間鉱業人達からの「侵堀」が続くよ
うならば、「軍需品供給準備上、不都合尠ナカラス」と
いうことで、「当省（海軍省･･･引用者）ニ於テモ、更ニ
当事者ヲ派出シ、充分現況ヲ調査」することとなった。
モラルハザードを頻発させる福岡の鉱業人たちに対して
は、「尚ホ一層厳格ノ監督」が不可欠であると認識され
たのである。
　このように、海軍予備炭田である御徳炭鉱に対して、
海軍省は鉱山王有制云々の議論にかからないように過去
に遡って過誤を認め、鉱区を一部譲渡するという対応を
みせた。しかしそれが成功体験となった福岡の鉱業人た
ちは、海軍省から更なる譲歩を引き出すべく「侵堀」と
いうモラルハザードを行ってしまった。そのため、司法
の場へと問題が提起されるのとともに、中央官庁のより
強い監視の目の下に置かれることとなったのである。
　ところがこの告発案件は、海軍省側の想定に反して
1898（明治31）年初めには「予審終結決定ノ末、故意侵
堀ノ事実ニ対スル証憑ハ充分ナラズ、終ニ免訴トナ」っ
た67。海軍省は、福岡の鉱業人たちによる海軍予備炭田
の「侵堀」を詳らかに立証していたのであるが、福岡地
方裁判所ではそれが「故意ノ侵堀」であったか否かが不
明であると判断して、そのために「免訴」となったので
ある。「免訴」とは刑事裁判において、有罪無罪の判断
をしないで裁判を打ち切ることである68。鉱業条例では、
第七十八条において「許可ヲ得スシテ採掘ヲ為シタル者」
もしくは「詐欺ノ所為ヲ以テ採掘ノ許可ヲ受ケタル者」
に対して処罰するように規定している。しかしながら福
岡地方裁判所では、この鉱業条例の条文を文面通り捉
えることなく、採掘そのものも「故意」であるかどうか、
詐欺か否かが重要であるという独自の解釈をして「免訴」
という対応をした。明らかに、司法が法律の条文とその
精神を十分に理解しておらず、独断で暴走してしまった

所有する炭鉱と、占部三折らが所有する２炭鉱などか
ら、「侵堀

ママ

セルノ状況アルニ依リ、容易ナラサルノ有様」
であることが判明したのである。
　具体的にみてみると、まず長綱好勝ほか１名が所有す
る赤地炭鉱は長さ百間（約182ｍ）余の「斜坑組織」であ
り、海軍予備炭田である御徳炭鉱との間に、地表におい
ては「間地」が設定されておらず、「坑奥ノ片盤及ビ切リ
刃ナル炭層ニハ、石灰ヲ塗抹シ侵堀ヲ禁」じていただけ
であった。一方、「一断層ノ横ハル所ノ或ル片盤」は「海
軍鉱区境界線ニ恰当セル所」であったが、「此ノ片盤ノ
坑道ニハ封鎖ヲサナズ」という状況であったため、ここ
を無断で採掘して「運炭軌条ヲ布設」した。後に福岡鉱
山監督署より問い質されると、「此境界ニハ、海軍鉱区
トノ間ニ元来間地ナキヲ以テ誤堀シタルモノニシテ、前
述ノ断層ノ為メニ、海軍鉱区外ヨリスルノ運炭ニ此坑道
ヲ使用セサレハ、大ニ困却ノ事情アル」旨を答えている。
しかし実態は、「侵堀シタル炭量ニハ推測ヲ以テスルモ、
亦是巨額」であり、さらには「近来ノ風評ニ依レバ、此
斜坑道ノ坑奥、即チ湧水アル辺ヨリ凡ソ百間余ハ、已ニ
海軍鉱区内ニ向テ侵堀シ居ル哉ニ伝聞」されている状況
であった。
　続く、占部三折ほか９名が所有する鷹取炭鉱の場合に
は、鷹取炭鉱の坑口から海軍予備炭田へと向かって「凡
ソ二百間ノ間ハ、米田尽ク亀裂ヲ生シ、或ハ陥落シタル
アリ」ということで、地表からでも「侵堀」が確認される
状況であった。このため、「此現状ヨリ推測スレバ、侵
堀シタル区域ハ頗ル広大ニシテ、其炭量ハ実ニ巨大ナ
ル」ことは一目瞭然であった。また、占部三折ほか９名
が同じく所有する高山炭鉱の場合には、鷹取炭鉱とは
異なって「湧水充満」のために地盤沈下はみられなかっ
た。しかし、「封鎖サレタル中央ノ坑口ヨリ、凡ソ六七
間ヲ距リテ新タニ坑口ヲ設ケ、海軍鉱区ニ向テ斜メニ採
炭」していき、「凡ソ十間位ニシテ該炭層ニ達」していた。
その「該坑内ノ湧水ヲ、喞筒ヲ以テ揚水スル量ヲ見ルニ
甚ダ夥多ナリ」ということで、「封鎖サレタル一坑ト必
ズ交通」することとなり、「侵堀ノ損害ヲ蒙ル」ことが確
実であると判断された。
　これを受けて海軍省から福岡県鉱山監督署へと督促照
会した。海軍省からの催促に促され、福岡県鉱山監督署
は1897（明治30）年４月７日付で66、「海軍予備炭山ト民
有鉱区トノ境界ニ就テ、（中略）鉱業人ノ所為ハ鉱業条

66　 ただし、第6章で使用する資料であるアジア歴史資料センターRef.C06091243500明治32年「公文備考」物件巻30（防衛省防衛
研究所）によると、1897（明治30）年2月24日付で告発されている。

67　 海軍省からの告発案件が免訴になった件については、アジア歴史資料センターRef.C06091243500明治32年「公文備考」物件巻
30（防衛省防衛研究所）による。

68　矢追秀作（1926、585）。
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テ群集スルノ状態」であると述べた。また「蜂屯蟻集」と
も比喩している。これが、藤沼 所長が理解した「該地
方鉱業者流」であった。
　上記のような状態になったのは、御徳炭鉱が、「炭質
ハ筑豊炭田中、寧ロ中等以上ノ価値ヲ有スル」ことと、

「炭層ハ炭質柔軟ニシテ、採堀ノ容易ナル」ことと、「運
炭ノ便利ナル」ことの３点にも起因していた。だからこ
そ、海軍が悠長に構えていて、いざという時に「新タニ
開坑採堀セラルヽ事」があったとしても、「其時ニ当リ
テハ、既ニ必ズ地中ノ炭層ハ悉皆侵堀セラレテ、唯空シ
ク望洋ノ慨嘆アル可キノミ」という見通しが展開された
のであった。こうした理由から、藤沼 所長は1898（明
治31）年11月20日で佐世保鎮守府司令長官であった相
浦紀道海軍中将宛に対し75、「御徳海軍炭山処分之件」に
関する意見書を提出したのであった。藤沼 所長は「侵
堀」から御徳炭鉱を守るためには、「可及的急速ニ採堀
了スルヲ以テ最モ得策ナリ」と考え、「採炭方法ハ該地
近接鉱業者ニ特約ヲ結ビテ請負的採堀ヲナサシムルカ、
若クハ該炭山ニ当所出張所ヲ新設セラレテ採炭セシメ」
るかの２つの方法を提案した。
　先述のように藤沼 新原採炭所長が意見書を提出した
先は佐世保鎮守府司令長官の相浦紀道海軍中将宛であっ
たが、それから程なくして相浦紀道海軍中将は２度目の
横須賀鎮守府長官へと転じることとなった76。かわりに
1899（明治32）年１月19日付で佐世保鎮守府長官に就任
したのが東郷平八郎海軍中将であった。
　ここで若干時間を巻き戻し、1894‐95（明治27-28）年
の日清戦争期に相浦紀道と東郷平八郎がどのような役職
にあったかについて説明しておく。日清戦争の直前ま
で、佐世保鎮守府長官の任に就いていた相浦紀道はこ
の時まだ少将であり1894年７月に警備艦隊司令長官と
なった77。この警備艦隊の呼称は、日本初の連合艦隊を
編成した戦前の段階で西海艦隊と改称されたため、相浦
紀道は西海艦隊司令長官として日清戦争に出征した78。

のである。
　この時期の司法の判断について考える際に、踏まえな
ければならないのが大津事件における児島惟謙の行動で
ある。周知の如く、大津事件の被告である津田三蔵の裁
判において、「天皇、三后、皇太子」へ危害を加えた際
に死刑とすると定めた刑法116条を、ロシア皇太子にも
援用するのか否かという問題が発生した。この際、刑
法116条を援用すべきであるという政府からの要求に対
して、大審院長であった児島惟謙は条文を厳密に解釈し
てこれを退けている69。ところが、児島惟謙はそれから
約１年後には、松岡康毅検事総長らからの糾弾により、
弄花事件の引責辞任という形で大審院を追われることと
なった70。司法権においては、政府からの司法権の独立
を強く意識する者たちと、司法と行政との関係を重視す
る者たちとの間で、駆け引きが常に行われている状況が
背景にあったといえよう。御徳炭鉱をめぐる裁判は、政
府からの要求を司法が跳ね除ける方向に作用したのであ
る。

６．海軍による御徳炭鉱の処分策

　第５章でみられたような裁判所の判断に業を煮やした海
軍省では、司法が機能不全に陥っていることを受けて71、
実行力を伴った対応を始めることとした72。御徳炭鉱を
管轄していた新

しんばる

原採炭所では、「怠ラズ巡視ヲ為サシメ、
（中略）屡ハ所員ヲ同炭山ヘ派出シ、実測ヲ為サシメ、（中
略）盗堀者ノ取締ヲ厳重ナラシメ」て、さらには直方警
察署に巡査の巡回や警戒を依頼した。ところがそれで
も、1880 -1890年代の筑豊地方における炭鉱業の隆盛と
いう事態を前にして73、「小鉱業者流ハ、常ニ専ラ注目シ、
寸隙モアレバ直チニ趨走シ、昼夜ニ拘ラズ窃盗ノ等シキ
採掘ヲナス」状況であった。新原採炭所長の藤沼 海軍
大機関士は74、これら「小鉱業者」たちのことを「恰モ飯
上ノ蒼蠅ノ如」と叙述し、その「蒼蠅」を「払ヘバ復タ随

69　 大津事件と児島惟謙については様々な研究が行われているが、ここではその代表的な研究である田岡良一（1976、第2章第1節）
を掲げておく。

70　山中敬一（1992、157 -161）。
71　別の表現をするならば、海軍省は司法の限界性を強く意識したといえる。
72　 裁判の免訴を受けての1898（明治31）年から翌1899（明治32）年にかけての海軍省と佐世保鎮守府の対応は、特段の断わりが

ない限り、アジア歴史資料センターRef.C06091243500明治32年「公文備考」物件巻30（防衛省防衛研究所）による。
73　 1880 -1890年代の筑豊地方における炭鉱業の隆盛については、遠藤正男（1942、第1篇第1論）、正田誠一（1952）をはじめとし

て枚挙にいとまがない。
74　 1915（大正4）年の勅令によって変更がなされるまで、日本海軍の機関系統の軍人や機関科出身者は、将官・佐官・尉官などと

いう階級区分がなされた兵科の将校とは異なる階級名が付されていた。
75　 相浦紀道は1841（天保12）年に佐賀で生まれ、海軍省第二局長、佐世保鎮守府長官、旅順口根拠地司令長官、横須賀鎮守府

長官などを歴任して、1897（明治30）年10月8日付で2回目の佐世保鎮守府長官となっていた。詳しくは、福川秀樹編（2000、
11）を参照のこと。

76　福川秀樹編（2000、11）。
77　日本近代史料研究会（1971、81）。
78　野村実（2002、43）。
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日本坑法によって先願主義が明示されていた。それにも
関わらず1899（明治32）年２月２日付のこの意見書では、
先願主義すらも否定し鉱山王有制に基づく、海軍による
鉱業人の指定という方針が掲げられたのである。
　さて、この意見書があげられたときの内閣は第２次山
県有朋内閣であった。首相の山県有朋をはじめとして、
青木周蔵（外務）、桂太郎（陸軍）、曾禰荒助（農商務）が
長州出身、西郷従道（内務）、松方正義（大蔵）、山本権
兵衛（海軍）、樺山資紀（文部）が薩摩出身、さらには清
浦啓吾（司法）と芳川顕正（逓信）という山県側近官僚を
据えた超然内閣としても有名な内閣である。軍備拡張の
ための地租増徴、政党政治家の猟官運動を排除する文官
任用令改正や文官分限令・文官懲戒令の制定、軍部大臣
現役武官制の導入、治安警察法の制定などを次々と実行
していった81。このうちの文官任用令の改正や、文官分
限令および文官懲戒令の制定、軍部大臣現役武官制にか
かわる陸軍省官制および海軍省官制など、勅令による重
要な政策の転換が頻発している82。
　このような時代状況の中で、1899（明治32）年６月６
日付で明治32年勅令229号が出された。松方正義大蔵
大臣と山本権兵衛海軍大臣が輔弼の署名をし、「海軍炭
礦採掘ノ請負及採掘ヨリ生スル粗悪炭並ニ粉炭ノ払下ハ
競争ニ付セス、随意契約ニ依ルコトヲ得」という内容の
ものであった。ここに、海軍予備炭田を鉱業条例の適応
対象外とする裏技として、勅令をもって随意契約により
請負契約を結ぶことが定められたのである。この勅令
は、大権事項に関する勅令の一つである軍制令として処
理されたといえ83、単なる法律であった鉱業条例よりも
法令としての優劣は実質的には上位であった。こうして
1899（明治32）年６月21日付で海軍予備炭田である御徳
炭鉱は、勅令を踏まえて随意契約が行われることに決定
した。このような処理は、あたかも改正前の日本坑法下
にあって、鉱山王有制に基づいて採掘業者を指名してい
く様そのものであったといえよう。
　この際にも参考となるのが、第５章の最後でも取り上
げた大津事件における児島惟謙の行動である。児島惟謙
は、政府の指示に従って刑法116条を援用するように圧
力をかけられた際に、明治天皇から「今般、露国皇太子
ニ関スル事件ハ国家ノ大事ナリ。注意シテ速カニ処分ス
ヘシ」という勅語を賜った。児島惟謙はこの勅語の詳細
を明らかにすることなく、大審院および担当裁判官達へ

この時の常備艦隊の司令長官は伊藤祐亨中将であり、連
合艦隊の司令長官は彼が務めた79。この常備艦隊には浪
速が所属しており、東郷平八郎大佐が艦長として乗艦し
ていた80。日清戦争の経緯は周知のことであるので直接
触れないが、ここでは開戦初期に浪速で起きた火事につ
いて注目しておきたい。海軍歴史保存会（1995、369）に
よると、この火事は石炭の自然発火によって引き起こさ
れ、その原因は石炭が「平時海軍が指定した炭種より遥
かに劣等で湿気、粉炭が多かった」という。時期的に考
えても、唐津海軍炭田は既に放棄された後であるため、
この時に発火したのは筑豊方面の石炭であったのではな
いかと推察できる。
　以上のような経験を経た上で、東郷平八郎は佐世保鎮
守府長官となったのである。新たに佐世保に赴任したば
かりの東郷平八郎海軍中将が実質的に最初に手がけるこ
ととなった案件が、この「新原採炭所御徳予備炭山処分
方ノ義ニ付」ての「意見開陳」であり、わざわざ自筆で意
見書を認めている。「意見開陳」の日付が1899（明治32）
年２月２日であるので、佐世保鎮守府長官に就任してか
ら僅か13日後のことであった。
　意見書では、まず御徳炭鉱における「侵堀」の状況が
説明された上で、「石炭掘採ノ業タルヤ素ヨリ地中ノ操
業ナルヲ以テ十分ナル監督難行届、猶一層厳正ナル取締
ヲ施サンモ徒ニ費用ヲ要スルノミニシテ、之レニ依テ効
果ヲ奏セシムルハ到底望ミ難」いことを述べている。筑
豊の鉱業人達によるモラルハザードを前にして、御徳炭
鉱の管理監督に経費がかかり過ぎる上に、その効果につ
いても十分ではない旨を述べた。そうして対応策として
は、「該予備炭山ハ此ノ際、石炭採掘ニ経験アリ、且相
当ノ資産ヲ有スル会社若クハ己

マ マ

人ヲ指定シ、採掘方法等
ヲ示指採掘セシメ、選別ノ上、良質ノ石炭ハ採掘実費ヲ
仕払ヒ官ニ納付セシメ、其他ハ指定者ノ所得ト為」すと
いう方法を提案したのである。このような「意見開陳」
が第２次山県有朋内閣の山本権兵衛海軍大臣へと提出さ
れた。
　東郷平八郎佐世保鎮守府長官によるこの意見書で注目
すべきは、海軍省が「会社若クハ己

マ マ

人ヲ指定」するとい
う部分である。先述のように、1890（明治23）年９月25
日に公布され1892（明治25）年６月１日から施行された
鉱業条例によって鉱山王有制が否定されたのみならず、
それに先んじて1890（明治23）年７月29日に改正された

79　野村実（2002、43）。
80　海軍歴史保存会（1995、364 -365）。
81　大島美津子（1981）。
82　 第2次山県有朋内閣における勅令による重要な政策の転換に関しては、文官については増田知子（1996、244 -246）を、武官に

ついては戸部良一（1998、156 -158）を参照のこと。
83　百瀬孝（1990、68）。
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で採掘を請け負うこととなった。「侵堀」をする「飯上ノ
蒼蠅」に対する海軍省側の不快感が伝わってくるようで
ある。
　その証左として、以下のような遣り取りがあったこと
を指摘しておこう。千早正次郎と堀三太郎に対して随意
契約が結ばれた後に再び、占部三折、城野琢磨、山本周
太郎らが「政府ノ民業保護ノ精神ニ則リ鉱業条例」に基
づいて増区訂正を願い出たり、また貝島伝十90ら旧御徳
村の村民達は「地元ノ利益保護ノ主旨」により随意契約
の見直しを請願した91。しかしながら海軍省では、この
請願の類を一切審議にもかけず、書類だけが放置された
ままに捨て置かれたのである92。
　さてこうして随意契約となった御徳炭鉱であるが、千
早正次郎と堀三太郎に対する命令書において、採掘に対
する随意契約の期間は「明治三十三年ヨリ（中略）爾後拾
八箇年」とされた。しかしそれと同時に「若シ該期間ニ
海軍用炭ノ採掘尽了シタルトキハ、其尽了シタルトキヲ
以テ終期トス」ることが定められていた。これにより、
12年間の随意契約期間を経て、大正元（1912）年9月21
日付けで御徳炭鉱は堀三太郎へと払い下げられることと
なるのである93。

７．おわりに

　明治はじめの炭鉱･鉱山業については、鉱山心得およ
び日本坑法という法律をめぐって、それがドイツ（プロ
イセン）的な鉱山王有制であったという石村善助-隅谷
三喜男-武田晴人の説と、フランス的な自由経済の思想
に基づいて企業活動を支えたという井上洋-小林正彬-
高村直助の説とが対立してきた。前者が法律の条文の厳
密な解釈を重視し、後者が実際の企業活動の分析を重視
するという特徴があった。本稿で考察してきたように御
徳炭鉱をはじめとする海軍予備炭田では、先行研究が議
論をしてきたように法律と実態とが乖離していただけで

と勅語の内容を曲解して伝えることにより、刑法116条
を援用しての死刑を回避したのである84。明治天皇の勅
語の詳細が知られるようになるのは昭和期以降であり、
ここで注目すべきは、同時代的には明治天皇の勅語に基
づいて児島惟謙が行動したと思われていたことである。
　こうして勅令を踏まえ、1899（明治32）年７月13日に
は海軍省軍務局長の諸岡頼之海軍少将名により、千早正
次郎に対して御徳炭鉱の採炭を請け負わせる命令書が出
された85。千早正次郎は、山口県豊浦郡長府出身の旧長
府藩士であった86。ただしその「海軍省ノ保証ヲ受」けた

「保証人」として堀三太郎の名前が書かれており、実質
的には堀三太郎が御徳炭鉱の稼業を担うこととなってい
くのである。堀三太郎は1866（慶応２）年に直方の醤油
醸造業の家に生まれ87、1889（明治22）年には先述した
占部三折らの御徳社から頼まれて炭鉱経営に関わりはじ
め88、1896（明治29）年には鞍手郡勝野村大字御徳にあっ
た占部三折借区の御徳炭鉱（鴻ノ巣）の経営に乗り出し
ていた89。このように堀三太郎は、海軍予備炭田である
御徳炭鉱の近隣においての採掘の実績を積み重ねていた
のである。
　ここで着目すべきは、堀三太郎は明治20年代にあっ
ては旧御徳村の地権者であり借区人であった占部三折と
の関係で炭鉱経営をしていたのであるが、今回の請負が
占部三折－堀三太郎の組み合わせではない点である。先
述のように海軍省は、あくまでも堀三太郎を保証人とし
つつ、直接の請負契約者は千早正次郎としていた。別の
視点から述べるならば、海軍予備炭田である御徳炭鉱に
対して「侵堀」をしていた長綱好勝、城野琢磨、占部三
折が排除されたのみならず、彼らと一緒になって解放の
払下げの請願をしていた山本周太郎、更には貝島伝平ら
旧御徳村の住民達まで、軒並み排除されてしまっている
のである。こうして勝野村大字御徳（旧御徳村）の炭鉱
にかかわっていた中で、最も海軍予備炭田との関わりが
薄かった堀三太郎が、それも保証人という間接的な立場

84　新井勉（1994、74）。
85　 この千早正次郎と同時代に筑豊地方で活躍した人物として、岐阜県出身で海軍主計学校を卒業後に海軍大主計などを経て九州

田川炭坑会社の総支配人や代議士を歴任した同姓同名の千早正次郎（1856 -1938）がいるが、本稿で取り上げている千早正次郎
とは全くの別人である。詳しくは、衆議院･参議院編（1962、311）。

86　 長府藩は長州萩藩の支藩であり、毛利元就の四男であった穂井田元清を祖としている。近世期に本藩であった長州萩藩主に子
がない場合には、度々長府藩藩主が養嗣子となっている。ちなみに、長府藩があった豊浦郡とは下関を擁しており、藩庁は下
関市内の現関見台公園にあった櫛崎城である。

87　松岡高弘･川上秀人（1996、57）および美濃部隆利編（1958、235）。
88　今野孝（1988）。
89　高野江基太郎（1898、366）。
90　先述の貝島伝平の子弟であろうか。
91　アジア歴史資料センターRef.C10126796800明治32年「公文雑輯」巻13物件2止（防衛省防衛研究所）。
92　 海軍省へと届いた書類に大臣･次官・軍務局などの印があるため受理したことは確認できるが、それに対する海軍省側の回答

や回答案等は一切存在しない。
93　松岡高弘･川上秀人（1996、57）。
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自由経済の思想に基づいた企業活動を担保するもので
あったと位置付けて構わない。ただしその実態は、日本
坑法下のみならず鉱業条例の制定以降も、海軍予備炭田
については鉱山王有制が続くこととなったのである。そ
れは現場レベルのみならず海軍省レベルにおいても、結
果として鉱業条例を軽視することとなったからであっ
た。高村直助らは民間に払い下げられた炭鉱に着目して
その先進性を指摘したのであるが、最後まで政府が所有
した海軍予備炭田の実態は斯くの如くあったのである。

参考文献

朝倉治彦編（1969）『明治官制辞典』東京堂出版
安 藤精一（1989）「近世の石炭公害」『産業研究所所報（大

阪産業大学）』第12号（後に、安藤精一（1992）『近世公
害史の研究』吉川弘文館に所収）

新井勉（1994）『大津事件の再構成』御茶の水書房
石村善助（1960）『鉱業権の研究』勁草書房
井 上洋（1976）「維新政権成立の過程と鉱山政策の展開」
『社会科学研究（広島大学）』創刊号

今 野孝（1988）「明治二十年代筑豊における小炭鉱会社の
経営問題」（西南地域史研究会編『西南地域の史的展開』
思文閣出版）

岩崎重三（1937）『石炭』内田老鶴圃
岩 崎宏之（1978）「明治初年における肥前唐津石炭業と三

井」『三井金属修史論叢』第10号
遠 藤正男（1942）『九州経済史研究』日本評論社
大 島美津子（1981）「第九代第二次山縣内閣」（林茂・辻清

明編『日本内閣史録』1、第一法規）
大 場四千男･児玉清臣（2014）「戦間期石炭鉱業に於ける

寡占構造の形成と資本蓄積（1）」『開発論集（北海学園
大学）』第94号

小 野塚知二（2003）「イギリス兵器産業の対日輸出」（奈倉
文二ほか『日英兵器産業とジーメンス事件』第Ⅰ部第1
章　日本経済評論社）

海 軍歴史保存会（1995）『日本海軍史　第1巻　通史第一・
二編』第一法規出版

小 林正彬（1977）『日本の工業化と官業払下げ』東洋経済
新報社

衆 議院･参議院編（1962）『議会制度七十年史　衆議院議
員名鑑』衆議院･参議院

正 田誠一（1952）「筑豊炭鉱業における産業資本の形成」

はなく、法律自体の位置付けや解釈も混乱を来たしてい
たことが新たに判明した。そもそも唐津の海軍予備炭田
の時代から、東定宣昌も指摘していたように海軍予備炭
田の法的根拠であるとか、官坑と私坑の境界における扱
いなどが不明確であったし、海軍予備炭田という呼称す
ら同時代的に混乱していたのである。
　また法律的には、明治初年の日本坑法における鉱山王
有制の時代から、1890（明治23）年の鉱業条例によって
自由な経済活動を担保する状況へと名実ともに変化した
はずであった。しかし実質的には鉱山王有制の時代が続
いていくのである。その理由のひとつは、かつて石村善
助が指摘していたように法律制定者の意図が現場レベル
によく伝わっていなかったことにある。1894（明治27）
年の３件の御徳炭坑払下げの申請は象徴的であったが、
どの申請も海軍予備炭田は鉱山王有制であることを前提
としていた。勿論、長綱好勝ら３名は鉱区変更願いを、
貝島伝平ほか119名は地元村民の優遇を、許斐鷹介は開
発計画の実現性の高さを訴えるという違いはあった。し
かしながら３者とも、海軍や政府の判断によって、鉱業
条例の例外的な扱いがされると認識していた点では共通
していたのである。
　しかしながら鉱業条例以後も、一部において実質的に
は鉱山王有制が続くこととなったのは、現場レベルの混
乱だけが理由ではなかった。福岡の鉱業者達による海軍
予備炭田への「侵堀」、つまりは盗掘という事態を前に
して、福岡地方裁判所は鉱業条例の条文から逸脱した判
断をしてしまった。この司法の機能不全という事態に
直面して、相浦紀道－東郷平八郎－山本権兵衛のライン
によって海軍省は勅令の利用による処理を行うこととし
た。大日本帝国憲法下においては勅令と法律は同等のも
のであり、海軍予備炭田を鉱業条例の例外として扱うこ
とを法的にも可能としたのである。相浦紀道や東郷平
八郎は、日清戦争の経験を踏まえて筑豊炭は戦時の軍艦
用に不十分であるとの認識を持っていたが94、だからと
いって盗掘をして且つ司法の場でも処分されない鉱業者
達へと、海軍予備炭田を解放する判断は拒否した。こう
して鉱業条例下であるにも関わらず、海軍予備炭田の一
つである御徳炭鉱は鉱山王有制の時代の如く扱われるこ
ととなったのである。
　以上を踏まえるならば法律の条文の解釈としては、鉱
山心得および日本坑法はドイツ（プロイセン）的な鉱山
王有制を担保するものであり、鉱業条例はフランス的な

94　 後年の資料になるが、「英炭使用之義上申」アジア歴史資料センターRef.C10127485000明治34年「公文雑輯」巻19物件3（防衛
省防衛研究所）によると、東郷平八郎は「軍艦敷島、浅間、八雲、出雲、吾妻、浪速ノ諸艦ヲシテ（中略）成規ノ高速力試験ヲ
施行セシメ、各艦ノ実力ヲ検スル」事などをするためには、「到底英炭ヲ使用スルニ非ザレバ右目的ヲ達スル事能ハズト認メ候」
として、戦速での航行用にはイギリス炭でなければならない旨を述べている。
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Summery
The purpose of this paper is to clarify the Japanese Imperial Naval Coalfield from aspects of laws 

and actual situations. In modern Japan, Nihon-Koho （the first law for the mining industries）provided 
that domestic mines were under the Bergregal（Kozan Ouyusei）.Afterwards, the mines were gradually 
released to civilians, and Kogyo-Jyorei （the mining industry regulations） were enacted to promote 
economic activities of the liberalism in 1890 .

However, after the establishment of the mining industry regulations,the Imperial Naval Coalfield 
were treated based on the Bergregal in various situations. For example, some civilians required the 
government to choose them as suppliers digging the Imperial Naval Coalfield.This is because some 
applicants owned a coal mine near the Imperial Naval Coalfield, other applicants were the poor people 
around there, and others appealed to the government for the possibility of the development program.

The Bergregal was seen at not only the above but also another scene. On occasion of illegal 
diggings of the Imperial Naval Coalfield, the Fukuoka District Court made the decision to dismiss a 
suit of the Department of the Imperial Navy. Therefore the Imperial Navy decided to use Choku-Rei 

（an Imperial Ordinance） because not affecting the limitation in the existing law including the mining 
industry regulations. As a result, the Imperial Navy had continued to apply the Bergregal for its 
coalfield.

Noriko NISHIO　　Hidetoshi MIYACHI

The Imperial Naval Coalfield’ s Administration in Modern Japan, 
Especially Focusing on the Gotoku Coal Mining

Abstract
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