
福岡大学経済学部 

WP-2020-001

福岡大学先端経済研究センター

〒 福岡県福岡市城南区七隈八丁目 番 号

稲垣徹之進と坂市太郎：

ジェボンズ『石炭問題』と近代日本採炭業の黎明

山﨑 好裕

福岡大学先端経済研究センター ワーキング・ペーパーシリーズ



1 

稲垣徹之進と坂市太郎：ジェボンズ『石炭問題』と近代日本採炭業の黎明 

山﨑 好裕 

概要 

 ウィリアム・スタンレー・ジェボンズが 1865 年に著した『石炭問題』は、採炭技術やエ

ネルギー効率性の進歩が資源利用の節約に結び付かず、必ず採炭量の増加をもたらすとい

う問題を提起した。同じころ、明治維新後の日本では近代経済を発展させるために、北海道

と九州を中心に炭鉱の開発が急がれていた。伝統的な採炭方法に代わって企業家による近

代的な経営が導入され、採炭量が増大していった。三池鉱山の団琢磨、北海道炭鉱鉄道会社

の井上角五郎、三井物産の益田孝がそうした経営者である。そして、その背景にはアメリカ

人地質学者ベンジャミン・スミス・ライマンに指導された技術者たちの活躍があった。稲垣

徹之進は九州で、坂市太郎は北海道で炭鉱の開発に貢献した。 

JEL 分類番号：B130, N55, Q32 

キーワード：『石炭問題』、ジェボンズのパラドックス、採炭業、稲垣徹之進、坂市太郎 
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Jevons’s The Coal Question and the Dawn of Coal Mining Industry in Japan 
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Abstract 

 

     The Coal Question written by William Stanley Jevons in 1865 proposed the problem 

that the progresses of mining technology and energy efficiency will increase the amount of 

coal mining rather than contributing to conservation. At the same era of the world history, 

Meiji Japan hastened the exploitation of coal mines both in Hokkaido and Kyushu Islands. 

Modern way of management was taking over the traditional method of mining. The 

representative managers were Takuma Dan of Miike Mine, Kakugoro Inoue of Hokkaido 

Mining and Rail Road Company and Takashi Masuda of Mitsui Trading Company. Behind 

the rapid increase of coal mining, there were many engineers who learned geological science 

from Benjamin Smith Lyman. Tetsunoshin Inagaki and Ichitaro Ban contributed to the 

exploitation of coal mines respectively in Kyushu and Hokkaido Islands. 
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はじめに 

 

 18 世紀末に始まるイギリス産業革命の背後に、地下資源石炭の大量の開発と採掘があっ

たことは常識の域に属する。現在、声高に訴えられることの多い資源枯渇の問題は、最も早

くは 19 世紀後半に著されたジェボンズの著作で提起された。近代経済学の最初の一人であ

るジェボンズは、オーストラリアの鉱山に勤務していた技官であったのであり、そこに経済

学と資源問題が結び付く機縁があった。 

 打って変わって明治維新以降の日本経済の近代化においても、北海道および九州を中心

とする炭鉱開発が重要であった。近代経済の日本における発展は技術の進歩や地質学研究

の進展をもたらし、それが再び採炭量の増加に結び付くという循環が見られたのである。 

 ジェボンズの著作は、技術の進歩が資源の節約につながると思いきや、必ず採炭量の増加

につながるのであり、結果として資源枯渇を引き寄せるとしている。同じような事態に明治

の採炭業は直面していた。洋の東西を問わないこの一致は偶然ではなく、同時代的な必然で

ある。また、それは近代経済が否応なくもたらす事態でもある。 

 本稿ではそれを明治日本の採炭業の人物模様を通じて示していこうと思う。 

 

 

1．「ジェボンズのパラドックス」と採炭業の近代化 

 

 近代経済学の発端となった限界革命の中心人物の一人、ウィリアム・スタンレー・ジェボ

ンズは、その職業人生を鉱山技師として始めた。1835（天保 6）年にリヴァプールで生まれ

たジェボンズは 1850（嘉永 3）年、主に自然科学を学ぶことを目的としてロンドンへ向か

った。化学と植物学に興味を持っていた彼だが、オーストラリア造幣局の試金官の職を提示

され、1854（嘉永 7）年にシドニーへと赴任する。父親の会社が 1847（弘化 4）に倒産して

いたため、勉学の資金を蓄えることも理由であったと考えられる。 

 試金官は文字通り鉱石が金を含んでいるかどうか、また、その純度はどれほどであるかを

測定する技官である。19 世紀の段階では未だに試金石を用いていた。試金石には石英質の

黒色岩石が用いられるが、一般には緻密な粘板岩が使われていた。標本をこの試金石上で擦

って線を引く。それを金純度がわかっている手本金の線の色と比較することで試験標本の

金品位を調べるのである。さらに、濃硝酸で条痕を洗えば、銀や銅などが流されて金が残る

ので、詳細に純度を測ることができる。純金は王水と呼ばれる硝酸と塩酸の混合液でしか溶

解しないからである。 

 1859（安政 5）年にロンドンに帰ったジェボンズは、1863（文久 2）年に『金の価値にお

ける深刻な下落』を、そして、1865（慶応元）年には『石炭問題』を出版した。後者はイギ

リスにおいて石炭が徐々に枯渇に向かっていることを指摘して話題となり、地質学や経済

問題についてのジェボンズの見識を世に知らしめた。 
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 ジェボンズは『石炭問題』のなかで、現在「ジェボンズのパラドックス」と呼ばれる議論

を展開している。彼によれば、技術進歩は石炭利用の効率化をもたらすので、燃料使用量は

絶対的に減少していくと人々は予想しているという。しかし、より広範な産業で石炭が利用

されるようになる結果、実際には石炭への需要が絶対的に増加していくため、石炭は枯渇へ

と加速度的に向かっていくというのである。 

 現代経済学においてこの議論を再提起したのは、ハズーム（1980）とブルックス（1990）

である。二人の議論はサンダース（1992）によって「ハズーム＝ブルックスの仮定」と呼ば

れた。 

 今、石炭の消費量を横軸に、他の財の消費量を縦軸に測ることとする。図 1 は両財の消費

によって得られる効用が等しくなる組合せを結んだ曲線を描いている。経済学ではこの曲

線を無差別曲線と呼んでいる。直線は予算制約を表わす。消費者は予算制約線と無差別曲線

の 1 本が接する点で石炭と他財の消費量を決めることになる。 

 

図 1 石炭消費の無差別曲線 

 

 

 石炭利用の効率性が高まると同じ量の石炭の消費から消費者がより多くの効用を得られ

るようになるので、図 2 のように、無差別曲線が水平方向左側に移動する。これによって石

炭の消費量は若干減り、他財の消費量が若干増える。 

 

図 2 石炭利用の効率化 

 

石炭 

他
財 
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 ただし、技術進歩は採炭費用の低下をもたらすことで石炭価格を下げるであろう。この結

果、図 3 のように、予算制約線はその横軸上の切片を右方向に移動させることになる。こう

して、場合によっては、石炭の消費量が技術進歩前よりもかえって増えることになるのであ

る。さらに、経済成長は雇用量の増加をもたらし、石炭の消費を行う人口を増やしていく。

こうして、石炭利用の効率化が、直接、間接の効果を通して石炭消費量を大幅に増大させて

いくことになる。 

 

図 3 石炭価格の低下 

 

 

 鉱山技師でもあったジェボンズは、その自然科学的な知識と経済学の知識を生かすこと

で、近代経済発展の背景に地下資源の開発と大量の利用があることを見出したのであった。

石炭 

他
財 

石炭 
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したがって、近代経済発展が起こった 19 世紀において、その背後に採炭業の技術革新と近

代的な組織展開があったはずである。そのことは明治の日本においても同一であった。そし

て、その場面で、ジェボンズと同じ鉱山技師たちの目覚ましい活躍があったのである。 

 

 

2．日本採炭業の近代化過程 

 

 日本の採炭業において本格的な近代経営を導入したのは、三池鉱山の団琢磨と北海道炭

鉱鉄道会社の井上角五郎であったと言えるだろう。団琢磨は明治 6（1873）年に官営三池鉱

山入りし、勝立坑の開発主任になった。彼はデービーポンプを導入して湧水問題の解決を図

るとともに、閘門方式を採用して三池築港を行った。また、化学工業への進出によって経営

多角化を図り、三池鉱山の世界企業としての地位を高めた。 

 他方、井上角五郎は福沢諭吉の勧めで北炭取締役に明治 26（1893）年に就任し、採炭現

場の近代化などを推し進めた。さらに、北炭の石炭の消費先として輪西製鉄所を建設してい

る。井上は夕張炭鉱の開発に力を注いだが、ガス突出問題を解決できず、北炭の経営危機を

招いてしまう。三井物産の益田孝はこれに乗じて北炭を買収し、三井による炭鉱独占支配の

きっかけを与えることになった。 

 益田は三池鉱山も官営払下げ当初から虎視眈々と狙っていた。益田は明治 9（1876）年、

三井物産を分社化して三池炭の委託販売契約を政府と取り結んでいた。明治 21（1888）年、

三井への払下げが決定すると、益田は欧米視察から帰国したばかりの団琢磨を所長に据え

たのである。 

 団は益田と協議の上、明治 35（1902）年、三池築港に着手し、明治 42（1909）年に完成

を見た。同港は最高干満差 7 メートルという特殊な自然条件を配慮し活用した独自の構造

を持っていた。また、団たちが特許を持つ積炭機は塊炭が粉化しないように極力配慮してい

たため、石炭輸出に大いに力を発揮した。 

 幌内炭鉱が鉄道とともに北海道炭鉱会社（当時の社名）に払い下げられたのは明治 22

（1889）年のことであった。その後、同社は 1900 年代半ばまで北海道出炭額の 9 割を占め

る独占状態を維持した。しかし、明治 39（1906）年の鉄道国有化は北炭による鉄道の独占

状況を終わらせた。三井は明治 44（1911）年、登川炭鉱を買収し、大正 2（1913）年には

砂川で開坑した。そして、前述のとおり、北炭の経営権は三井に掌握されることになる。 

 このように財閥系による採炭業の独占は、豊富な資金力を利用した採炭の近代化と新た

な資源開発の促進とをもたらした。しかし、その背景に、近代的な地質学や機械学の知識を

有した技術者の育成と現場への投入があったことは言うまでもない。 

 

 

3．仮学校元生徒と採炭業の近代化 
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 明治 5（1872）年、政府は開拓使仮学校を東京芝の増上寺本坊に開設し、北海道開拓を担

う人材の育成に乗り出した。明治 6（1873）年、北海道開拓使は地質測量鉱山士長としてア

メリカ人、ベンジャミン・スミス・ライマン1を雇い入れた。ライマンが北海道の地質調査

に向かう際、仮学校生徒から、岩下周助、稲垣徹之進、坂市太郎、賀田貞一、桑田知明、三

沢思襄、斎藤武治という、20 歳前後であった比較的年長者 7 名が随行しての学習を命じら

れた。翌年にはライマンによる 2 度目の調査が行われ、前期 7 名から三沢を除いた 6 名に

前田精明、島田純一、山際永吾、西山正吾の 4 名を加えた 10 名が派遣されている。明治 9

（1876）年、ライマンは内務省勧業寮に雇い換えとなったため、開拓使を離れた。仮学校生

徒たちはその後も北海道で地質測量地図の作成を続けていたが、内務省から懇願されたた

め、ライマンに遅れて同省に移った。彼らの地質調査の結果は、同年 5 月 10 日に日本蝦夷

地質要略之図として出版された。2ライマンはその後、工部省工作局に移っている。 

 ライマンの北海道地質調査に随行した仮学校元生徒のうち、三池鉱山に最も関りを持っ

たのは稲垣徹之進であろう。稲垣は嘉永 5（1852）年、現在の鳥羽市に生まれた。彼は、同

郷で明治 6 代教育者の一人とされる近藤真琴が四谷の藩邸に開校した攻玉塾に学んだ。そ

の後、明治 5（1872）年の開校とともに仮学校へ移ったのである。明治 13（1880）年には

工部省に入省し、現在の湯沢市にあった院内銀山に勤務した。明治 15（1882）年には三池

鉱山局に転勤となり、三池炭田の地質図の作成に当った。ライマンの開発した、鉱床を等深

線で表現する方法を採用していたこの地形図を、団琢磨は激賞した3。明治 21（1888）年に

工部省を辞職して、野依範次の両潤社が経営する大辻炭坑に入社した。 

 稲垣は技師長を経て同炭坑の代表となる。明治 26（1893）年、連名で入札して筑豊石炭

鉱業組合を発足させた。その後、同組合の第 3 代総長に就任している。明治 29（1896）年

には大辻炭鉱を退職して、佐賀の福母炭坑の経営にあたった。明治 31（1898）年、安川敬

                                                        

1 ライマンは 1835（天保 6）年、マサチューセッツ州ノーサンプトンの名家に生まれ、ハー

バード大学卒業後、ヨーロッパで地質学や鉱山学を学んだ。帰国後はペンシルベニア州など

で地質調査に従事し、1870（明治 3）年にはイギリス政府の委嘱でインドのパンジャブ地方

で油田調査も行っている。明治 12（1879）年に日本政府との契約が満期になった後も自費

で日本に滞在して地質調査を継続した。1881（明治 14）年にアメリカに戻り、1887（明治

20）年にペンシルベニア州立地質調査局の副長に就任した。1920（大正 9）年に没している。 

2 同日は日本の地質の日となっている。 

3 団琢磨は昭和元（1926）年発行の『石炭時報』vol.1 に掲載した「思い出す事ども―其頃

の三池と筑豊―」のなかで、次のように書いている。「ここで一寸記録しておきたいのは稲

垣鉄之進氏（ママ）の作製した測量図面の事である。（中略）其図面は地形と炭層を同時に

あらわしたもので（中略）とにかく其後三池炭坑の計画上非常に貴重なものとなって吾々は

これを三池の玉手箱とした位である。」 
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一郎に見出されて明治炭坑専務となり、大城炭坑の経営を任された。明治 35（1902）年、

腎臓病のために福岡で没している4。 

 坂市太郎は安政元（1854）年、現在の大垣市に生まれた。藩の壬生義塾で学んでいたが、

明治 5（1872）年、東京の丁申義塾に入学し、間もなく開拓使仮学校に移った。工部省時代

は国内の油田調査などに従事した。明治 13（1880）年からは内務省勧業局地質課に移動し、

地質調査所5の研究員として多くの学術的業績をあげた。明治 20（1887）年には北海道庁に

移ると、4 等技師として空知炭田の埋蔵量の確定研究を行った。明治 21（1888）年、彼の

調査隊は幌内から陸路夕張を目指していたが、夕張川支流のシホロカベツ川上流で厚さ 7 メ

ートル以上の石炭層を発見した。2 年後には夕張炭鉱として採炭が開始された。明治 23

（1890）年、北炭に出向するが 2 年後には道庁に復帰した。 

坂は明治 26（1893）年に道庁を退職し、北炭が放棄した上歌志内の炭鉱を取得するが、

経営を石狩石炭株式会社に委託すると、自身は茨城炭鉱株式会社の技術主任になった。その

後、大正元（1912）年には委託を取りやめ、同族経営に切り替えている。大正 5（1916）年、

立坑方式を採用することで出炭量も増加したので、翌年には坂炭鉱株式会社を設立した。坂

は大正 9（1920）年に没した。 

稲垣は九州を中心に、坂は北海道を中心に採炭業の近代化のために活躍したと言える。そ

こでは、技術を向上させるということも重要であったが、何よりも鉱脈の発見と埋蔵量の把

握ということが大きかったことは確認した通りである。つまり、二人がライマンの下で実地

に地質学を学んだことが大きく貢献しているのである。 

 

 

おわりに 

 

 本稿のきっかけとなったのは、元山梨大学教育学部教授の政治学者で、神道修成派の第 4

代管長でいらっしゃる新田邦夫氏から、直接伺った情報であった。新田氏のご母堂・義子氏

は本稿に登場する稲垣徹之進の孫であり、稲垣の息子の米門と江以の間に長女として明治

42（1909）年に生を受けられた。そして、江以はやはり本稿に登場する坂市太郎の息女であ

                                                        

4 明治 32（1899）年 7 月 22 日付の『東京経済雑誌』第 40 巻第 988 号 205 ページに次の記

事が載っている。「田川炭坑引受組合の組織 豊州鉄道会社の炭坑買受人たる今西林三郎・

谷茂平・稲垣徹之進三氏は新に宮崎儀一（馬関）安川敬一郎（若松）両氏を加え都合五名に

て合資会社を組織し、資本金二十万円を増額して百四十万円と為す筈なりと、而して此引受

組合は古河市兵衛氏の外に毛利家の助勢を仰ぎ居れりとの噂専らなり」。 

5 明治 14（1881）年、地質課は勧業局から農商務局の管轄に移ったが、翌年には農商務省

直轄の地質研究所となった。明治 18（1885）年にはいったん地質局に名称変更された

が、明治 23（1890）年に農務省外局の地質調査所に落ち着いた。 



7 

 

るという。稲垣家の邸宅は当時、今の福岡市舞鶴 2 丁目にあたる西職人町にあった。隣接し

て麻生家の邸宅もあり、次男の文雄は麻生家の子息と学習院の同期であったとも聞いた。 

 筆者はこの情報を伺ったとき、ライマンと日本採炭業の深い関係を思うとともに、近代採

炭業への地質学の大きな貢献を感じた。そして、福岡市に在住する経済学者として、経済学

的な観点からこの事実を論文にまとめるべきだと思ったのである。新田氏との語らいから 1

年ほど経った今、勝手に感じていた負債を返済したように思っている。 
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