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はじめに

　日本で初めて大衆の目の前にアーク灯がついたのが東京の銀座、明治 15 年

（1882）だった。4 年後の明治 19 年に東京電燈株式会社が発足し、翌年から日本

の電気事業が開始された。これをきかっけに、20 世紀末から 21 世紀に初めてに

かけて IT 産業のベンチャービジネスが起業されたように、19 世紀末から 20 世

紀にかけて全国で電灯会社設立ブームが起きた。その後、明治末から大正にかけ、

電気の技術革新で設備資金や発電機・送電線の規模が拡大、企業合併が進んだ。

大正 10 年ころには五大電力会社が全国の 8 割近いシェアを握る。戦争直前、軍

部によって電力管理法ができ国家管理になるまでの半世紀、電気事業は猛烈な競

争の中で成長してきた。

　戦後の昭和 26 年（1951）年、GHQ の命令で九電力体制ができる。以後、半世

紀以上も、地域独占企業として経済産業省に保護され、電気料金の値上げも申請

すれば認可され、設備投資資金も十分に調達でき、九電力会社は競争のない「親

方日の丸経営」で 60 年近くもやって来た。このところの経済危機で、戦後に繁

栄していたほとんどの業界で、倒産や再編成の企業が出ている。が、無傷で生き

残っているのが電力業界。半世紀以上も九社体制（沖縄復帰後は沖縄電力を入れ

て十社体制だが沖電の発電量は九社に比べて極端に少なく、電力会社間の電力融

通もできず、事実上は九電力体制といってよい）が維持されてきた。1995 年に

少しの部分が自由化されたが、巨大企業と零細企業の設備では競争にもならず、

温室の中で九電力は生き残っているのである。

　2002 年に経済産業省が、電力業界の自由化を進めるために、発送電の分離を

提案したことがあった。しかし、電力業界が持ち前の政治力を発揮、猛反対して

つぶしてしまった。電力各社の首脳は、全国各地の経済団体でトップの地位を占
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めてきており、中央の経済団体でも会長か副会長の椅子を専有してきた。自民党

への献金や選挙の時の支援、経産官僚の天下り受け入れなどを背景に、自民党や

経産省に対する電力業界の影響力は、すこぶる強かった。

　国策として進められて来た原子力発電も、このところ不祥事が続いた。安全神

話を創り過ぎたために、新潟県中越沖地震では手痛い打撃を受けたのである。安

全神話は、原子力開発を錦の御旗に膨大な対策費を使った地元対策やマスコミ対

策で、つくられてきたからだ。その一方で、中部電力がリプレースする原子炉の

設計を契約社員を集めてやろうとしているなど、各社の原子力部門は安いコスト

での運営を目指しており、安全対策に慣れきった原発建設と運営が、いまだに続

けられている。

　この 20 年間の日本経済の変化を見ると、電気事業だけが、変化の外にいるこ

とができるのであろうか。戦前のように、自由競争を望む意見が強まって来て、

九電力体制が崩れる時期が来るのではないか。2009 年 9 月に民主党政権ができ

たことにより、電力業界をとりまく環境が大きく変わった。鳩山首相は国連で、

2020 年までに温暖化ガス 25% 削減を提案した。石油エネルギーに変わる太陽光

発電や風力発電などを拡大させるため、九電力体制に対する風当たりはますます

強くなるだろう。多額の政治献金（最初は会社単位だったが、批判が強くなり個

人献金に替えたが、会社がとりまとめる形になっている）をして影響力を保って

きた自民党政権が終わり、政府へのコントロールが弱まることも、その一因であ

る。

　明治維新の後、電気事業を立ち上げ発展させて来た起業家の自由競争の生涯と、

九電力体制の成立させた経営陣の生き方を検証することによって、現在の九電力

体制が、異常な形で 60 年近くも続いてきたことが浮き彫りになる。

（以下、敬称略）

Ⅰ　電気事業の創業

1．勤王の志士らが設立した東京電燈

○日本最初の電灯をともした藤岡市助
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　明治 11 年（1878）3 月 25 日、東京・木挽町に電信中央局が完成して通信を開

始する日だった。工部大学校と改められたばかりの工学寮の大講堂で、祝宴が開

かれることになった。ときの工部卿伊藤博文が、ここで「わが国初の電灯を点灯

せと」と命じ、英国人のウィリアム・エアトン教授は藤岡市助ら学生を指揮して

電灯をつける準備を進めた。フランスから輸入したアーク灯をグローブ電池で点

灯したが、15 分もするとすぐ消えてしまい、何度か点灯を繰り返した。この日

が現在の電気記念日となっている。

　藤岡市助は、幕末の安政 4 年（1857）、周防・岩国藩の下級武士の家に生まれた。

錦帯橋を毎日渡って藩校の養老館で漢文や習字、日本画などを学んだ。明治維新

後の明治 5 年に岩国英国語学所ができると、15 歳の市助はこの学校に編入された。

17 人の全校生徒が英国人教師につき、英国の教科書で英語や数学、世界史、物

理、化学などを学んだ。英国人教師が 1 年でいなくなると、16 歳の 1 人の生徒

が、教壇に立ち英語の授業を行った。わずか 1 年で英語をマスターするほどの俊

才だった。17 歳の時、旧藩主吉川経健より東京遊学を命じられ、神田の旧藩邸

から外国語学校に通う。翌年、工部省工学寮に合格、官費で電信科に入学が許可

された。ここでエアトン教授に電気の基礎を学んでいた。

「これからは電気の時代になる」

　と藤岡は考え、電気事業の必要性を説いていた。

　藤岡の電灯事業構想に、矢嶋作郎が共鳴する。

　紙幣の印刷をしていた矢嶋は、官を辞し実業界に飛びこんだ。まず、東京貯蔵

銀行を設立し頭取に就任。大阪で紡績会社も設立する。欧州での経験から、ずっ

と胸に秘めていたのが電気供給事業だった。藤岡の技術力を買い、明治 15 年、

矢嶋は東京の財界人をつどい、東京電燈会社設立願書を内務卿に提出した。願書

には初めて『電灯』という言葉を使った。願書には、　　　　　　　　　　　　

　「灯火は人間社会の必要品で一日も不可欠である。だが、いま使っている油や

石油ガスの灯火は生産に莫大な資本と労働力を必要とし、火事など災害が生ずる

恐れがある。電気灯は火災の心配がなく安全で、夜中の盗賊を減少させ人命と財

産を守る一助になる。その上、石油の輸入を減らし貿易均衡にも貢献する」と書

かれ、「京都や大阪にも事業を拡大し富国の計をすすめる」との考え方も盛りこ
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まれた。

　その直後、同じような計画で日本電燈会社設立願いが出された。同じ地域で同

じような電気事業を行う会社の創立申請で、大倉組商会社長の大倉喜八郎らによ

るものであった。これを見た財界のリーダー渋沢栄一が間に入り両社の設立計画

を一本化、東京電燈会社として申請を出し直すことになった。

○人で埋まった銀座の夜

　大倉は一本化した東京電燈の設立発起人の一人として、同社の宣伝のため銀座

通りに電灯をつけることを考える。

　明治 15 年（1882）11 月 1 日午後 7 時 30 分、2000 燭光のアーク灯が、銀座二

丁目の大倉組前に点灯した。東京市内だけでなく近県からも見物人が詰めかけて

銀座通りは人で埋まり、その光景は錦絵で全国に知らされた。

「電気灯ハ米国人ノ新発明ニシテ他ノ火ヲ点ズルニ非ズシテ、一ツノエレキ器械

ヲ以テ火光ヲ発シ、其ノ光明数十町ノ遠キニ達シ恰モ白昼ノ如シ。実ニ日月ヲ除

クノ外、之ト光ヲ同クスルモノナシ」

『東京銀座通電気灯建設之図』と題する錦絵に書かれた説明である。石油ランプ

でさえ日本列島のすみずみまで行き渡っていない時代、銀座に電灯がついたのは、

人々の驚きだった。

　東京電燈は明治 16 年（1883）2 月の設立が認可され、矢嶋作郎が初代社長に、

大倉喜八郎が取締役に就任、会社の事務所を大倉組の中に置いて電気事業を開始

した。

　東京電燈の資本金は 20 万円。株式引き受けが完了するのは 19 年 5 月で、20

年から電気の供給を開始した。エジソンが世界で始めて、ニューヨークのパール

街に火力発電所をつくり付近の需要家に白熱電灯で電気を供給し始めてから、5

年後だった。麹町区麹町と日本橋区南茅場町、京橋区新肴町、神田区錦町、北豊

島郡千束村（後の浅草区千束）の 5 カ所に火力発電所を建設、その周辺への電気

を供給した。

　最初のころの電気料金は、16 燭光の半夜灯で 1 ヶ月 1 円 50 銭。半夜灯とは日

没から深夜 12 時までの点灯。当時、盛りソバが 8 厘から 1 銭、牛メシが 1 銭だっ
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た。現在の物価にすれば 1 ヶ月の電気代が 1 灯で 3、4 万円にもなり、庶民の手

が届くようなものではなかった。それでも東京電燈の電灯契約数は開業時の 138

から、4 年後には 1 万を超え 10 年後には 3 万 7 千以上にもなった。電灯は東京

市内に爆発的に広がった。

○徳山藩の志士̶̶矢嶋作郎

　矢島作郎は、長州藩の支藩の徳山藩野武士の家に生まれた。長州藩は勤王だが

開国反対で、文久 2 年（1862）に藩主が兵を連れて京に上った。開国反対の孝明

天皇の側にあって京都の天皇を開国派の手から守るためだった。その中に、長州

藩の支藩である徳山藩の藩士も混じっており 22 歳の矢嶋もいた。天保 10 年に生

まれ、幼名を伊藤湊といい、小さいころから和漢の学問を修めた。

　京都に上った長州藩は翌 3 年、会津・薩摩藩連合に京都から追い払われ、伊藤

も長州勢とともに徳山に帰った。翌年夏、再び京都に上った伊藤らは、徳山藩の

重臣を擁立し天皇側近の佐幕派を排除しようとしたが失敗、逆に幕府側に捕まり

江戸城の牢獄に送られた。2年後の慶應2年に開放され徳山に強制送還。その直後、

幕府は長州再征の軍を送る。伊藤は藩主から結草団総監を命じられ幕府軍を迎え

撃った。

　翌年の慶應 3 年（1867）、大政奉還、明治維新となった。

「時代は変わる。日本も変わる。なんとしても欧米諸国見なければならない。そ

のためには勤王の志士の走り使いはもう結構。ヨーロッパに行こう」

　そう決心した伊藤は、維新の仲間からはずれ英国への留学を目指す。明治 2 年

（1889）、名前を矢嶋作郎と改め、私費で英国帆船に乗り、喜望峰経由でロンドン

に到着した。英国では経済学を学び、銀行業務を実地で勉強した。日本人英国留

学生総代になり、明治政府から注目されるようになる。

　そのころ明治政府は、ドイツのフランクフルトで日本の紙幣を印刷する準備を

進めていた。その監督に矢嶋が命じられたのである。ドイツに渡った矢嶋は、日

本最初の紙幣の印刷に携わるかたわら欧州各国を訪ずれ、政治、経済、社会の現

状をつぶさに視察。明治 7 年、欧州から帰国し大蔵省紙幣助に就任した。
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○エジソンに忠告される

　明治 17 年に 27 歳で日本人初の工部大学校教授に就任した藤岡に、米国フィラ

デルフィアで開かれる万国電気博覧会の視察が、工部省から命ぜられた。博覧会

視察後、ニューヨーク電灯会社を訪問、発明王のトーマス ･ エジソンに会った。

藤岡 27 歳。エジソンは 10 歳年上だった。白熱灯など、エジソンの発明品に藤岡

は目を見張った。「私もこれから日本に帰り一身を電気事業の創設に捧げたい」

と、志を話す藤岡にエジソンは言った。「日本を電気国にする、それは結構なこ

とだ。だが一つ忠告しておく。いかに電気が豊富であっても、電気器具を輸入す

るような国は滅びる。まず電気器具の製造から手がけ、日本を電気器具の自給自

足の国にし給え」。

　帰国した藤岡に、エジソンは電話機 1 対と白熱灯 36 個を送ってきた。藤岡は、

エジソンの言葉と行動に強く励まされる思いだった。

「大学での研究生活を辞め、自分が電気器具を造らねば日本の電気事業は発展し

ない」と考え始めていたのだった。

　明治 19 年工部大学校は東京帝国大学工科大学となり、藤岡は助教授になった。

が、東京電燈の事業が開始されると帝大助教授をわずか 9 ヶ月で辞め、東京電燈

技師長で入社した。翌 20 年、明治天皇が井上馨外務大臣邸へ行幸したさい、市

川団十郎一座が『勧進帳』を演じた。この公演をアーク灯で明々と照らし明治天

皇を喜ばせる。

　エジソンが送ってきた白熱灯を国産化するため、藤岡は明治 23 年白熱社を設

立した。最初は木綿糸をフィラメントに使うがエジソンが京都の竹を使ったと聞

いて、竹を使い 12 個の炭素電球をわが国で初めて製造した。この年、東京の上

野公園で、第 3 回内国勧業博覧会が開かれることになり、藤岡は電車を出品する

ことを考える。約 300 メートルの軌道に 2 両を往復させ、わが国初の電気鉄道が

誕生した。明治天皇が電車に乗って喜び、電気軌道に一等有功賞を賜った。

　浅草の 12 階凌雲閣に、わが国初のエレベーターを設置したのも藤岡だ。

　　　　　乗るとすぐ持ち上がる 12 階

という川柳が流行したほど。

　藤岡が『わが国初』をつくったのは、このほかアーク灯用発電機、白熱灯用発
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電機、工場用白熱灯、電気メッキ工場、亜鉛精錬工場などがあり、『日本のエジソン』

と呼ばれるゆえんだ。明治 25 年には日本電燈協会を設立、初代会長に推薦された。

政府と民間との間に立って電気事業の法整備などを進めた。明治 39 年には、藤

岡電気事務所を設立、全国各地の電灯事業や電気鉄道敷設や発電所建設などの計

画と工事管理などを請け負って、日本の電気事業を発展させた。明治 40 年には、

東京と大阪を結ぶ高速鉄道の計画を政府に申請したが許可されなかった。大正 7

年 61 歳で死去。藤岡らが誕生させた東京電燈は、現在の東京電力に、白熱社は

東芝になっている。

○軍需商から平和産業へ̶̶大倉喜八郎

　大倉喜八郎は天保 8 年（1837）、越後・新発田の名主の 3 男として生まれた。

少年時代、友人の父親が侍にからまれ閉門となり商売ができなくなったことに憤

慨、江戸に出て商売で一旗揚げることを心に決める。16 歳で江戸に出て麻布の

鰹節店の小僧となった。才覚のあった大倉は 19 歳で独立、現在の上野のアメ横

周辺に小さな乾物屋を開店した。朝早く河岸に行って大島や三宅島産の塩物や干

物を仕入れ、昼間は店で売り夕方は松坂屋の前に露店を開いて売った。安政飢饉

のときには長屋の人たちに店の品物をタダで放出、借家の身分での人助け行為が

評判となった。

　当時の世はまさに幕末の大乱の時代。機を見るに敏な大倉は銃砲など武器の商

売を思いつく。横浜に行ってドイツ人とコネをつけ銃砲店を開くことを決意した。

29 歳のとき、神田に大倉屋を開店した。銃砲は高価で店に在庫を飾るには多額

の資金が必要。大倉は店にはラッパや太鼓など軍関係の物資を並べ、武器の注文

があればすぐに横浜に仕入れに行った。夜中でも大金を持って横浜に行く。途中、

鈴ケ森という強盗が出る物騒な所があった。大倉はいつも 6 連発の短銃を懐に入

れて籠で通過した。武器商は順調で全国から注文が来た。

　函館五稜郭戦争の最中には、津軽藩に 2500 丁の小銃を売り、見返りに米 1 万

俵を江戸に持ち帰って大儲けをする。維新の内乱が終わると、「これからは平和

な戦争」と外人を雇って洋服の仕立屋を開店した。新橋ー横浜間の鉄道工事では

新橋駅舎建設の木材や大工を調達、工事請負業も開始する。
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　明治 5 年（1872）には自費で通訳を連れて洋行。米国、英国、フランス、オー

ストリアなどを回った。帰国後、貿易も始め大倉組商会を設立した。明治 7 年の

台湾出兵、10 年の西南戦争などでは、政府軍の物資調達を受注し財力を築いて

いく。11 年には東京商法会議所を提唱、渋沢栄一を会頭に担ぎ上げた。

　大倉が電気に興味を持ったのは明治 11 年 3 月に電信中央局が開業したとき、

開業式に特別招待された大倉は、『聴響機』『双信機』『伝話機』など新発明の電

信機械を見た。その夜、伊藤博文工部卿主催の宴会があり、福沢諭吉や渋沢栄一、

福地源一郎らと並んだ大倉らの真上に電灯が点灯された。機を見るに敏な大倉は

「次はこれだ」と平和産業の電気事業を計画したのだった。

　昭和 3 年（1928）、91 歳でなくなるまで、大倉は鉱山からホテルまであらゆる

事業を展開して成功させた。電気関係では、東京電燈のあと宇治川電気や水力発

電を中核とした琵琶湖疎水事業など、電気事業や電鉄事業に出資、冷蔵冷凍庫事

業や冷蔵輸送などの事業にも出資した。明治 33 年からは日本電気協会の会長を

務めた。大倉は若いころから狂歌を好んでつくり、

　　　　滝水の流れの末の電化してくるまひく世となりにけるかな

など、電気をめぐる歌をたくさん詠んだ。　　

○国会議事堂出火で引責辞任 

　東京電燈株式会社による電気供給事業が明治 20 年に始まったのに続き、翌年

に神戸電燈、翌々年に大阪電燈、京都電燈、名古屋電燈が開業、23 年には横浜

共同電燈と深川電燈が、24 年には熊本電燈、北海道電燈などが開業、電燈の電

気を供給する事業が全国に広がっていった。明治 30 年末には全国で電気を供給

する会社は 39 社にも達した。東京電燈の設立を企て初代社長に就任、神戸電燈、

京都電燈の設立にも参画したのが、幕末時には長州藩の志士だった矢嶋作郎で、

わが国の電気事業の創始者といえる。

　矢嶋は営業開始まで、発電所の建設資金や送電線など設備資金集めに奔走した。

営業開始後、再び欧州に向かい米国も回って欧米の電気事業の現実を視察した。

欧米歴訪で矢嶋がますます意を強くしたのが、電気が産業発展の原動力になって

いることだった。帰国後すぐに関西に向かい、京阪神の財界人を集めて電気事業
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の創業を訴え、神戸電燈と京都電燈の設立発起人になった。

　東京電燈が、電灯の点火から一歩進み、動力としての電力の供給を定期的に始

めたのは明治 23 年。浅草に藤岡がつくった凌雲閣（通称 12 階）のエレベーター

用で、続いて朝日新聞など新聞社に動力用の電力を供給していく。内国勧業博覧

会で電車を走らせたほか、この年には初めて電柱に広告を登場させて増収策を

図った。

　明治 24 年（1891）1 月 20 日未明、国会議事堂から火が出て、衆議院と貴族院

が丸焼けの状況となった。火災原因について衆議院の書記官が、

「政府委員室の天井の漏電による」

と議会に報告したため、東京電燈は窮地に立つ。裁判で火災原因を争ったが、原

因究明はヤミの中。結局、社長以下役員が辞任することになった。

　矢嶋は辞任後、山口県から衆議院議員に立候補し当選した。紡績など実業界で

も活躍、福祉事業にも力を入れた。東京に訓盲唖院を設立、正則英語学校も創立、

73 歳で世を去った。

2．大阪電燈の創業も勤王の志士

○坂本龍馬の弟分̶̶土居通夫

　四国・宇和島藩の田宮流道場に、ザンバラ髪を後ろで束ねた着流しの男がやっ

てきた。「おまえが立ち会え」と、道場主から名指しされた中村彦六は、22 歳で

免許皆伝の腕前。勇んでこのザンバラ髪の相手と立ち向かうが、すぐに負けた。

相手は北辰一刀流免許皆伝。土佐からやって来て、才谷梅太郎と名乗った。試合

が終わって話してみると、本名は坂本竜馬。これが縁で、中村彦六と竜馬との親

交が始まる。

「師範代となり剣術指南の身となったが、こんな所でくすぶっていてよいのだろ

うか。やはり、おれも大阪へ出よう」

　彦六は意を決して慶応元年（1865）に脱藩、坂本竜馬のあとを追った。29 歳

になっていた。大阪に出たが、仕事があるわけでもなく、坂本竜馬がどこにいる

かも分からない。しかたなく炭屋をしていた伯父のところに転げこむ。だが、伯
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父のところでは、30 になろうとする青年を食わすのは、大変だった。伯父は知

り合いを紹介した。彦六は金貸しの手代となった。

　ときは慶応 2 年。すでに京、大阪には維新の風が吹いていた。金貸しは、相手

が返してくれれば商売になるが、幕末の混乱期にあって踏み倒す輩も多かった。

押し込み強盗のたぐいも多く、金貸しには用心棒が必要だった。彦六は久保田派

田宮流免許皆伝の腕前、師範代が長かった。主人には腕前を惚れ込まれ、手代ど

ころか用心棒代わりと重宝に使われるまでになった。

　やがて、彦六の剣客ぶりが広まる。どこから聞いてきたのか新撰組が、「入隊

しないか」と、誘って来た。彦六上京の目的は、坂本竜馬に会うこと。彦六は、

丁重に断った。翌 3 年、彦六は竜馬に再会した。が、竜馬はすぐに暗殺された。

　彦六は用心棒をやめて勤王の志士の下働きとなる。翌年、鳥羽伏見の戦いが起

きると、彦六は食糧を調達して宇和島藩陣中に届けた。友人の後藤象二郎がこの

功績を藩主に伝え、脱藩の罪を許された。旧藩主伊達宗城が明治政府の高官に就

任、彦六も官吏となり、旧藩主の身近に仕える身となった。

　以後、薩摩の五代友厚、肥前の江藤新平、宇和島の竹馬の友・小島惟謙らの引

きで裁判官の道を歩み出し、東京裁判所聴取課、兵庫裁判所長、大阪上級裁判所

長と進み、明治 14 年には大審院判事にまで上り詰めた。

　この彦六は、後の大阪電燈の創立者土居通夫。天保 8 年（1837）四国の宇和島

藩士の 6 男に生まれた彦六は、5 歳で養子に出されたあと、大塚万之助、松村保

太郎、松村得太郎、中村彦六、松村真一、土肥真一郎、土居真一郎と名乗ってきた。

明治 5 年の 1 人 1 名の令によって土居通夫を生涯の名として届け出たのであった。

○裁判官から経済界へ、大阪電燈の設立

　故郷・宇和島を飛び出して坂本竜馬のあとを追い、裁判官までなった土居通夫

は、華麗な転身をはかる。つぶれかけた両替商鴻池家の建て直しを頼まれたから

である。明治 17 年、47 歳の土居は大審院を辞任し、大阪府知事建野郷三の推薦

で鴻池家顧問となった。金貸し手代時代、鴻池の人たちと俳句の会で同席し、顔

見知りだったのも縁だった。鴻池に入った土居は、創業以来の習慣だった番頭・

手代・丁稚などの人事制度を改めて近代的な制度とし、江戸時代からの家訓も改
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めた。維新前後から培ってきた人脈をふるに使い、短期間で鴻池を再建した。

　この手腕を評価した建野知事は、業績不振の日本板硝子製造会社の整理を土居

に依頼する。ガラス事業は将来有望と考えた土居は、会社を整理するどころか自

ら社長に就任、品質改良を進め黒字経営にし、逆に業績を拡大した。土居の手腕

は大阪財界で有名となり、大阪株式取引所創立にも携わった。

　そのころ東京では電灯が評判だった。大阪ではまだガス灯すらなかった。土居

は電灯会社の設立を画策する。大阪財界はガス灯派とアーク灯派に別れていたが、

土居は電灯派にまとめあげ、明治 21 年（1888）に大阪電燈株式会社を創立、社

長に就任した。　

○甲冑刀剣売り渡米̶̶岩垂邦彦

　明治 19 年、28 歳の若者が横浜から貨物船に乗りアメリカに旅立った。4 年間

の工部省勤務で貯めた金では足りず、先祖伝来の甲冑や刀剣を売り払い、やっと

米国行きの三等乗船券を手に入れたのだった。サンフランシスコに到着、ニュー

ヨーク行きの乗車券を買おうとしたところ、水兵姿の男が来て、「俺が買ってや

ろう」というので金を渡したところ、いつまでたっても現れない。まんまとだま

され虎の子の金を取られてしまった。

　やっとニューヨークにたどりついたこの若者は、エジソン・ゼネラル（後のゼ

ネラル・エレクトリック）社を訪れ、「実習させてほしい」と頼みこみ、エジソ

ンに許可され同社に入社した。が、いつまで経っても給料が出ない。手持ちの金

は底をつきそうになった。工員の 1 人が「給料はいらないのか」と聞いた。

「いや欲しい」。「給料が欲しければ申し出なければくれない。黙っていたらいつ

まで経っても給料は出ないのだ」。若者が申し出ると即座に給料が出た。若者は

昼食にはパンにバターを塗っただけの弁当を持参、機械の陰で食べていた。米人

の職工たちはパンに牛肉やハムなどを挟んだサンドイッチを食べている。職工が

見かねてサンドイッチをわけてくれた。

　エジソンは電信機や電話機を発明、1879 年に世界で初めて炭素線の白熱電灯

をともした。81 年に発電所をもったエジソン電燈会社と電燈用具や発電機を製

造するエジソン・ゼネラル会社を設立した。アメリカに到来した電気時代の幕開
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けの中心部に、この若者が日本人としてただ 1 人、飛び込んだのであった。

若者の名は岩垂邦彦。岩垂は、こまねずみのようによく働いた。仕事は山ほどあ

り新技術の開発も急務だった。岩垂はエジソンに認められ正規の設計者に登用さ

れる。

　岩垂は、安政 4 年（1857）小倉藩士の次男として生まれた。父親が藩内の意見

を異にする者に殺されたことから、おじの岩垂家の養子になった。東京の工部大

学校を卒業し電信技師になるが、アメリカの電気の技術を学ぶためアメリカに苦

労して渡ったのであった。

　明治 21 年（1888）2 月、岩垂の宿舎に 2 人の日本人が訪ねてきた。仕事で渡

米していた日本銀行大阪支店長の外山修造と岩垂の大学の後輩である丹羽正道で

ある。彼らが宿舎に来たのは、岩垂を日本に連れ戻すためだった。

「ぜひ、日本に帰っていただきたい。今度、大阪に電灯会社ができたので技師長

になっていただきたい」

　2 人は、岩垂を出来たばかりの大阪電燈の技師長に迎える話をもって来た。大

阪電燈は前年から設立申請が出されていたが、課題は技術だった。

 前年に送電を開始した東京電燈の技師長は藤岡市助で、 関西では藤岡に技術を仰

ぎ関東の風下に置かれるのを潔しとしなかった。そこで工部大学校（後の東京帝

国大学工学部）卒業生の名簿から選ばれたのが、藤岡の 1 年後輩にあたる岩垂。

岩垂は直ちに「行きましょう」と承諾、論文を書いて渡した。論文は、「交流発

電を採用すべし」という内容だった。

　当時のアメリカで、「交流か」「直流か」の論争が盛んだった。エジソンは直流

を採用、当時の米国は直流一色で、「交流は人体に危険である」と医学協会が発

表していた。今でこそ全世界で交流を採用しているが、当時は東京電燈もエジソ

ン社の直流発電機を輸入し直流で配電していた。

　岩垂は、エジソン社にいたにもかかわらず、交流の採用を進言したのである。

「交流は配電にすこぶる都合がよい。にもかかわらず直流側は、交流側が 1000

ボルトを用いるから危険だと攻撃している。しかし、直流にも街灯照明は直流

1200 ボルトを用いて、直流接続の弧光灯を点灯しているなど矛盾があり、交流

の方が正しい」と岩垂は自己の信念を貫き、大阪電燈も岩垂の進言を採用した。
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そして、大阪電燈が設置する発電機や付属品いっさいの購入を 30 歳の青年技術

者に託したのであった。

　

○交流論でエジソンと論争

　岩垂は、エジソン社と敵対関係にあったウェスチング社に交流発電機の購入を

持ち込んだ。だが、同社は米国内の供給で手一杯で東洋の未開の国からの注文に

は応じられなかった。2 番手のトムソン・ハウストン社も交流機器を開発してい

たが、まだ町工場に過ぎなかった。同社は岩垂の注文を引き受け、日本に製品を

輸出することになった。交流時代の到来を予感している岩垂は、同社の全製品の

日本一手販売権を大阪電燈にもたらす。東京電燈が直流方式の一手販売権をエジ

ソン社から取り付けているのに対抗するものであった。

　エジソン社は岩垂の動きを察知し激怒した。エジソンの本拠地工場で教えを受

けながら、エジソンの激しく憎む交流論を支持し、しかも競争相手の機器を購入

したからである。エジソン社は岩垂の追放を決定した。

　この年の秋に帰国した岩垂は、大阪に住居を構え、12 月、西道頓堀発電所の

工事を開始した。わが国初の交流発電所である。翌年 5 月、わずか 150 灯に配電

した。

　交流・直流論争は日本にも持ち込まれる。直流を推進する東京電燈側は大阪電

燈の需用者に交流方式の危険を宣伝した。

「大阪電燈の電線は危険だ。これを引き込む家には災いが訪れる」

「電線で人間の天ぷらができあがる」

など流言も飛んだ。株主にも「大阪電燈の事業は数年で失敗し、株券は無価値に

なる」などのうわさが出た。

　東京電燈は大阪市内まで乗り込み、大阪電燈の本社のすぐそばに発電所を建設

して、電気事業を開始。創立間もない大阪電燈の粉砕にかかった。

　岩垂は、この攻撃に電灯料金の値下げで対抗した。原価引き下げのために満州

炭を採用、船舶を利用して大量に輸送して合理化を進めた。需要家が増えるに従

い、交流の利点が出てきた。直流送電は短距離に適し、長距離になると電圧が下

がり送電ロスが多い。そのため直流送電は、長距離になると送電線を 3 本にした
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り、高圧で送った電気を低圧に下げる変圧器を設けたりと、投資をせざるを得な

かった。これに対し、交流送電はロスが少なく、電線も節約でき発電設備も安かっ

た。需要家が増え配電地域が広がれば広がるほど交流が優位になり、値下げ競争

や財務内容で大阪電燈が優位に立つ。

　明治 23 年（1890）には東京電燈が東京・神田に交流の発電所を造ることになり、

岩垂の勝利が確定した。アメリカでも交流が優勢となり、直流のエジソン・ゼネ

ラル社と交流のトムソン・ハウストン社が合併し、ゼネラル・エレクトリック社

（GE）となった。これを知った岩垂は渡米し、GE の販売代理権を獲得した。

　岩垂は大阪電燈を明治 28 年に辞職する。辞職の理由は、大阪電燈が電灯用品

を国産化するために工場をつくったことで、GE との契約に違反するからだった。

GE は販売代理権を東京電燈からもぎとり辞職した岩垂個人に与え、岩垂の信義

に対し信義で答えた。さらに電話機や交換機を製造するウエスタン・エレクトリッ

ク社（WE）も、岩垂に日本の販売代理権を持つよう要請、このほかいくつもの

電機メーカーが販売代理権を要請してきた。

　そこで岩垂はこれらの電機製品を輸入販売し国産化する日本電気合資会社を明

治 31 年に設立した。翌年には外国資本受け入れの法律ができ、WE 社が 54% 出

資した日本電気株式会社に発展する。日本電気は電話機や交換機を生産、わが国

の電話を普及させていった。日本電気を 42 歳で設立してから 80 歳で退任するま

で同社の経営に携わった。「おれが日本の交流発電の元祖だ」が岩垂の口ぐせだっ

た。  

○「通天閣」の名付け親

　明治 21 年の大阪電燈設立以来、土居通夫は 30 年間も大阪電燈の社長にとどま

り関西に電気を普及させ、電気鉄道も建設していった。

　土居は明治 28 年には大阪商工会議所会頭に就任、32 年には巴里萬国博覧会大

阪出品同盟会の会長に選ばれた。明治 33 年パリ万国博を視察するため、世界一

周の旅に出た。帰国後内閣から、明治 36 年に大阪で開かれる第 5 回内国勧業博

覧会の評議員を委嘱され、内国勧業博協賛会長にも選ばれた。第 1 回から 3 回ま

での勧業博は東京・上野で、第 4 回は京都で開かれていた。明治 23 年の第 3 回
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博で電気に関する初めての本格的な出品物となった藤岡市助による電車の出品な

どがあったものの、他にはいずれも産物やお宝を展示するだけといった程度のも

のだった。土居は「パリの万国博で見たものを大阪でも」と考え、大阪の勧業博

は、新しい文明と夢を与え電気の時代の到来を認識させる博覧会にしようと企画

した。

　のちに『電飾の博覧会』と呼ばれたように、会場の建物全体をイルミネーショ

ンで飾った。会場正面にはライトアップで彩色させた噴水を設けた。不思議館で

は電気光線応用大舞踏と銘打って、金髪美女のショーを見せた。快回機も登場さ

せた。快回機とはメリーゴーランドのことだ。冷蔵庫館ではわが国初めての冷蔵

庫を展示、建物内を摂氏 6 度に冷やして富士山の模型を置いて入館者を驚かせた。

高さ 45 メートルの望遠楼には、電気昇降機でわずか 1 分で上れた。茶臼山の池

にはウオーターシュートをつくり、電気で引き上げたボートを 92 メートルの傾

斜軌道で滑らせた。4 月から 7 月まで開催された勧業博の、電気の技術と設備を

独占したのが、大阪電燈だった。天皇や皇太子が訪れ、延べ 530 万人の入場者を

数えた。大阪の勧業博は京都勧業博の 4.7 倍の入場者となり、電気時代の幕開け

を告げた。

　土居は勧業博の跡地を遊園地とし『通天閣』を建てた。通天閣の通は通夫の通

といわれる。 

3．官民で対立した京都電燈

○侠客の息子̶̶大沢善助

　幕末、京都には侠客も跋扈していた。貧乏公家が屋敷内に賭場を開帳させてテ

ラ銭を稼ぎ、賭場に集まった人足を抱えていた。会津藩の用達で苗字帯刀を許さ

れていた大垣屋清八は、京都随一の侠客。有名な「会津の子鉄」は清八の子分で

ある。善助は清八の子分である大垣屋音松の次男に生まれた。侠客の子であるた

め、子どものときからガキ大将だった。父親は無学で字も知らず算盤もできなかっ

たが、なぜか善助には算盤だけは徹底的に習わせた。

　明治 3 年、善助 16 歳のとき本家である清八の養子になった。維新後、会津藩
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は京都守護職を退き会津に帰還。清八は後ろ盾を失ったことから侠客稼業をやめ、

大沢姓を名乗り白米商を始めた。が、侠客が頭を下げる商売などできるわけがな

い。1 年も経たないうちに商売は破綻、善助は養家から脱走し、妻と 2 人でささ

やかな白米商を開業した。

「白米商は薄利の商売。青年の理想としては成功が待ち遠しく感じ、米相場に手

を出したが、失敗に失敗を重ねついに閉店に追い込まれた」

　と、後に京都電燈社長となった大沢善助は、自叙伝で回顧している。

　米相場で無一文になった善助は魚屋を始めた。魚屋といっても店を構えて売る

のではなく、昼は刺身や切り身をもってお屋敷を回って売り、夜には道路に夜店

を出して売った。そこへ養家から復縁の話が来た。350 円を養家からもらい寺町

通・丸太町に再び白米小売商を開店する。

　近くに、米国から帰ったばかりの新島襄が、同志社英学校を設立した。新島家

と塾舎に米を売り込んだのが縁で、善助は新島と知り合う。新島の説教を聞いて

いたある日、大沢はキリスト教の真理を感じて信者になる決心をし、新島から洗

礼を受けた。「神は人を平等につくった。上下貴賤はなく必ず人は同等で、智能

と克己の力により金銭は得難きものにあらずと確信した。一獲千金の仕事は成功

が不確実なので、秩序を踏んで漸次蓄財の道を講じようと決心した」。後に、こ

のように回想している。

○初の営業用水力発電所

　京都の侠客の息子から米屋になった大沢善助は、明治 15 年（1882）、29 歳で

京都商工会議所の設立発起人の 1 人となり、実業界に進出していく。明治 21 年

には京都府会議員になり知事が進めていた琵琶湖疎水工事計画を全面的に応援、

疎水常務委員として工事の進行の監督を務めた。このとき、大沢は電気事業への

関心を深めた。疎水事業で蹴上発電所ができると、大沢はこの電力を使って柱時

計の製造工場をつくった。当時、柱時計のほとんどが輸入で名古屋に国産工場が

あるだけだった。そのころ京都電燈会社の創設に参加、24 年に取締役となり翌

年には 39 歳で社長に就任した。

「私が電燈会社に入った目的は、府知事が一生懸命になって完成させた疎水工



電気事業起業家と九電力体制

− 17 −

事の発展を図るためで、その水利の電気を使用した。使用馬力を増加し、総計

2000 馬力のうち 700 馬力を電燈会社が使用する」計画であった。 

　明治 14 年、京都府知事になった北垣国道は、京都に来て嘆く。

「ご一新も終わり。お上は東京へ行ってしまった。京都はさびれるばかり。京都

の賑わいを取り戻さなければ……」。そこで考え出されたのが、文明開化を京都

で先取りすることだった。琵琶湖から水を引いて発電所をつくり、京の街に電灯

をつけ市内電車を走らせる。西陣にも電気を引き、動力で機を織らせる。琵琶湖

疎水計画だった．

 この計画には、内務省のお雇いのオランダ人技師が、「技術的に難しい」と反対

する。彼は平坦な土地の多いオランダでの水利工事はよく知っていたが、起伏に

富んだ土地での工事を熟知せず、工事の成功を危ぶんだのだ。しかし、工部大学

校在学中の田辺朔郎が、工事の研究に情熱を傾け、「技術的に難しくない」と主

張し、知事の依頼で計画を作り上げた。

　明治 24 年（1891）5 月に、蹴上発電所が完成した。この発電所はわが国初の

営業用水力発電所で、土木屋の田辺に対し、発電所建設には田辺の後輩だった東

京電燈技師長の藤岡市助が協力した。発電所が故障したとき、藤岡自らが裸にな

り水道鉄管の中に飛び込んでバルブの故障を見つけたほど。尻込みする技術者は

ただ見ているだけだった。京都に初の営業用電気鉄道を開通させたのも藤岡だ。

　しかし、市内に電灯を普及させ、配電する事業は計画されていなかった。その

配電と営業を大沢の京都電燈が始めたのである。大沢は直流の低圧配電方式を高

圧式に変え、需要家を増やしていった。

　ところが、電燈会社の発展をねたんだ京都市議会の一部が、「市の発電所の電

気は民間業者に売らない」という条例を作ってしまった。大沢はやむなく宇治川

電気から 4000 キロワットの電気を買い入れて、京都市内に供給した。京都市は

直接、電気を配電する業務を始めた。このため市営と民間の電燈会社との競争に

なった。西堀川の丸太町一帯は同じ地域の同じ道路に京都電燈と市営の電灯線が

二重に張り巡らされていた。そこで、需要家はまずどちらかの電灯を契約し、何ヶ

月か電気料金を払わなでいると電気を切られる。すると、もう一方の電灯を契約

して使い出す。その料金も払わない。また電気を切られるので前の電灯と契約す
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る。これを繰り返し、1 年間も電気をただで使う人が出てきた。大沢社長は京都

市役所に乗り込み交渉した。

「市は赤字になっても増税すれば税金で赤字をまかなえる。民間会社はそうはい

かない。つぶれてしまう」。京都府知事などが中に立ち配電地域の区割りをする

ことで手打ちができた。

○神様の御心のままに

　大沢は 35 年間、京都電燈の社長を務めた。会社には真っ先に出勤した。出勤

時間は毎日正確で、木屋町では大沢が乗った人力車が通ると、時計を合わせる習

慣が出来たほど。書類もすぐに決済し、翌日に回して積んでおくことがなかった。

社内に事故でもあるとすぐ現場に飛んでいった。支社や支店には自ら毛筆で手紙

を直接出す。中身は用件だけで簡潔明瞭。生活は質素で、昼食は自宅に帰って食

べていた。

　大沢は、電気事業では宇治川電気、釜山電燈、日本水力電気、大同電力などの

会社設立に参加、日本初の路面電車である京都電気鉄道（後に京都市電に統合）、

越前電鉄、名古屋電気鉄道などの設立にも力を入れた。ほかに新産業の創業や銀

行の再建に尽力、京都を代表する財界人となった。昭和 9 年（1943）80 歳でな

くなる直前、波乱の人生を次のように回顧している。

「侠客などというものは後継できるものでなく、親譲りの職業や財産は皆無であっ

た。継母が 3 人も替わり学校の敷居をまたいだことがなく、正式の教育も受けて

いない。23、4 歳のころ神様が私を選び出し神様の御栄をあらわす道具に御使い

下さったものと信ずる。京都の実業界において元老と称せられ、手腕において財

産において相当の信用を受けたが、私には何の能力もなく、ただ神様が御心のま

まにお使いになったのだ。私は若いころから、飲酒せず花柳界にも足を投ぜず極

めて摂生を重んじたから、中風を患っても余病を併発しなかった。これらのこと

を考えるとただ神様に向かって感謝するほかはないのである」

4．失業士族救済から名古屋電燈
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○濃尾地震で安全を証明——丹羽精五郎

　明治 24 年（1891）10 月 28 日午前 6 時 38 分、中部地方で大地震が起きた。濃

尾地震と呼ばれるもので、仙台以南の日本列島が大きく揺れ、岐阜、愛知両県下

に大きな被害をもたらした。日本の内陸地震としては最大級でマグニチュード

8.0、死者 7200 人、家屋全壊 14 万戸、市街地では火災が多く発生した。

　2 年前に電気事業を開始したばかりの名古屋電燈も大きな被害を受け、建造物

や電柱などが倒れ送電不能となった。幸い発電機などの機械類は破損をまぬがれ

たため、2 ヶ月後の 12 月 28 日には送電を再開した。火災は、石油ランプによる

ものも多かった。電灯を使っていた家庭は火災にいたらなかたことから、「電灯

が地震や火災に対して安全である」という認識が広まった。地震の経験から演芸

場や寄席での石油ランプ使用が禁止され、濃尾地震後、名古屋地域の電灯需要が

急増、名古屋電燈の事業がやっと軌道に乗った。

　名古屋で最初に電気事業を企てたのは丹羽精五郎である。旧名古屋藩士の家に

生まれた丹羽は、中央で官僚となり愛知県の衛生課長に赴任してきた。そのころ

全国で問題になっていたのは、明治維新で失業した没落士族をどう食わせるかで

あった。名古屋藩にも 1 万人近くの失業武士がおり、箕笠組という組織を作って

復禄運動を展開していた。彼等を救済するため 10 万円の勧業資金が貸し付けら

れることになり、愛知県知事は勧業資金の使い道を藩士出身の丹羽にまかせる。

丹羽は旧士族の代表を集めて、資金の運用方法を相談した。桑園を開いて養蚕を

興し生糸を輸出する案や、織物業を興す案、商人に金をまかせて配当をもらう案

などが出た。が、いずれにしても武士の商法、旧士族が金儲けをするのはしょせ

ん無理だった。紡績会社を経営してその配当を配る案が有力になった。

　そのとき丹羽は、ひらめくものがあった。

「東京にいるとき工業書の中で読んだことがある。今は蒸気万能の世の中だが、

これからは必ず電気の時代がくる。いまからこの事業を興せば得るところが大き

い。旧士族の経営には紡績業よりはるかに適すると思う」

　丹羽は代表たちに説得を開始した。そしてすぐに東京に出て、名古屋藩士出身

の工部省の技師に、紡績と電気事業のどちらがよいか相談する。

「それは電気がいい。紡績事業は機械で加工するが、原綿の買い付けや製品の販
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売は人間がしなければならない。サムライができるかね。電気事業は設備を完成

させれば、多額の運転資金もいらない。紡績のように市場の変動による浮き沈み

もない。これからは電気の時代。いまある事業と競争する必要もなく、武士の事

業に適している」

　そのような答えだった。丹羽は名古屋に帰ると自信をもって説得に走った。だ

が、旧士族の連中には、電気が何だかわからない。

「百聞は一見にしかず。電気灯を彼等に見せられないか」

丹羽は電気の点灯を考える。甥の帝国大学工科大学（前の工部大学）学生の丹羽

正道が、三重県の津で開かれる日本赤十字社支部総会に呼ばれていて、電気を点

灯するイベントを行うことを知った。丹羽は、津の帰りに名古屋で実験するよう

頼みこみ、栄町の名古屋区役所会議室では白熱灯を、門前町ではアーク灯を点灯、

旧藩士たちに見せた。廃船から回収した蒸気機関と国産の小さな発電機を使って、

名古屋で初めての点灯、明治 19 年（1886）秋のことだった。

○旧士族 9000余名が株主

　明るいアーク灯に驚いた旧藩士たちは、即座に電気事業を興すことに賛成し

た。しかし、10 万円のうち 2 万 5000 円は繊維事業に割り当て、残りの 7 万 5000

円で電気事業を興すことになった。だが、「この金額では事業に不足する」ので、

丹羽は名古屋財界に出資をあおぐ。新会社の資本金は 20 万円とし、3 分の 1 強

を旧士族が、3 分の 2 弱を名古屋財界が出資することになった。明治 20 年 9 月

21 日に名古屋電燈の設立願いが勝間田稔知事に出され、翌 22 日に知事に任那認

可された。10 月に丹羽精五郎と、帝大を主席で卒業したばかりの丹羽正道の 2

人がアメリカに渡り、電気事業の調査と発電設備購入の交渉を行った。

　丹羽が渡米中、名古屋では大変なことが起きていた。名古屋財界が新会社への

出資を断ってきたのである。表向きは設立準備中の尾張紡績の資金が予定より

オーバーしたことだが、旧士族との確執もあった。資本金集めが難航、21 年 8

月に名古屋電灯は旧士族だけで設立され、箕笠組の指導者ら 3 人が社長以下役員

に就任した。勧業資金の貸し下げは抵当が必要だった。旧士族には抵当に出す物

件もなく、会社を設立しても株券は県に供託され、9000 余名の旧士族株主は名
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義だけに過ぎず、事実上の株主は愛知県だった。送電事業は明治 22 年 12 月から

開始したが、需要家の伸びはあまりよくなかった。

「国会議事堂の火災は漏電から」などと伝えられことも、電灯需要を臆病にさせた。

結局、濃尾地震で電灯の安全性が確認されてから、石油ランプに代わって電灯が

急速に普及していった。

　旧士族が経営する名古屋電燈は、丹羽精五郎ら愛知県の全面的なバックアップ

で事業を拡大していった。

5．東北・北海道の起業

○仙台に狐火を灯す̶̶菅克復

　東北地方で最初に電灯がついたのは明治 19 年（1886）である。仙台の三居沢

の紡績工場が、工業用の水車を利用して工場内に点灯したときだ。この電灯をと

もしたのは菅克復である。

　仙台藩の支藩である一ノ関藩士の菅は、宇和島の中村彦六と同じ天保 8 年の生

まれ。仙台藩とともに奥羽越列藩同盟に参加、戊辰戦争で会津とともに新政府軍

と戦った。仙台藩は会津の若松城が落ちる 1 週間前に降伏、菅は浪人の身となる。

そこで、失業した武士や子女を食わせねばならなくなった。明治の半ば、東北地

方で初めて電灯をともす菅の実業家としての活動が始まる。失業した武士や子女

を食わせるため、菅は私財を投じて綿織機を購入、仙台に綿織物工場創設を計画

する。明治新政府が欧州から 12 台の紡績機械を輸入することになり、菅はその

1 台を仙台に持ってくることに成功、宮城紡績株式会社を創立し、水力で紡績を

開始した。

「東京で電灯というものができ、夜なお昼のごとし」という話を新聞で読んだ菅は、

すぐに東京に跳んでいった。「なるほどこれは明るい」。そう感じた菅は、発電機

と白熱灯を買い求め、仙台で初の電灯をともした。5 キロワット発電機を紡績用

の水車につなぎ、工場内に 10 燭光の白熱灯 150 基を点灯した。日本最初の水力

発電である。工場が昼間のようになったのに驚いた仙台市民から、「あれは狐火か」

と声が上がったが、やがて市内にも電気を配電するよう要望が出た。
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　菅は、工場で発電した電気を卸すことを思いつく。明治 27 年、仙台電燈株式

会社ができ、宮城紡績が 50 キロワットの交流水力発電機を増設して仙台電燈に

送電、市内の 200 余戸の 365 灯に配電した。東北地方最初の電気事業発足である。

宮城紡績は、そ 5 後宮城水力製紙紡績株式会社となり、仙台電燈を吸収合併し、

宮城紡績電燈になった。

　これを先頭に、福島、青森、新潟、米沢などに電気事業が興り、20 世紀初頭

までに新潟以北東北七県下では 12 都市に電気事業が起きた。

○会津戦争で落ちのび、戻って起業̶̶竹田只次郎

　江戸城を無血開城した新政府軍は、明治元年 8 月に会津若松に迫った。新政府

軍 14 万、迎え撃つ会津軍は 2 万弱。1 ヶ月にわたる籠城戦のあと会津藩は降伏、

藩主松平容保は謹慎、その子松平容大に青森東北部の斗南藩 3 万石が与えられた。

会津藩は実質 40 万石以上もあり、領地は 10 分の 1 以下に減ってしまったのであ

る。しかも下北の風の強い不毛の地だった。生き残った会津藩士とその家族たち

は、家を追われ会津を追われた。東北地方だけでなく、北海道やアメリカまで逃

げる人もあった。

　父と兄を失った 12 歳の竹田只次郎は、母と一緒に下北半島の斗南に落ちのび

た。そこで 10 年、竹田は母を助け黙々と荒野を開いて耕した。「このまま斗南の

地で果てていいのだろうか。父も先祖も会津の武士だった。会津に戻って先祖の

家を復興したい。なんとしても会津に帰らねば」。只次郎は荒れ地を開墾しなが

ら考え続けていた。

　「どうしても会津若松が忘れられない」。22 歳のとき若松に戻る。開墾の鍬を

捨てて猛勉強、測量技師となった。やがて竹田は技師として腕をあげ、阿賀川流

域の堤防工事などを担当するようになった。明治 32 年（1899）、若松が近隣町村

と合併して市になると、竹田は若松市議選に挑戦し、見事当選した。会津の地を

足がかりに電力を利用した産業を興していくその第一歩となる。竹田は会津市議

になると知人や友人を説き伏せ、会津電力株式会社の創立を考える。

　「会津若松には電灯がついていない。東北地方の各市には電灯がつき、福島県

内の各地でも電灯や電力会社が設立されている。戊辰戦争のなごりなのか若松の
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開発は、全国的に見てかなり遅れている」。竹田は、会う人ごとにそう説いて回っ

た。設立事務所を自宅に置き、会津若松の奥座敷、東山温泉の渓谷に水力発電所

を建設するため、地点を選ぶ調査を始めた。ところが、地元の地権者や有力者が

猛反対、地元の新聞を利用、「発電所の建設は地元の利益にならない」と反対運

動を始めた。さらに反対派は演説会を開くなど、作戦は巧妙だった。「電気で動

くモーターや電灯は危険だ」というのが、反対運動側の主張。市議会の派閥争い

も背景にあって、反対派との抗争が続いたのだ。株式の募集もうまくいかず、計

画は暗礁に乗り上げた。そこへ古河合名会社の技師をしていた友人が、反対派を

説得、発電所の建設にこぎ着けた。

　会津電力は、明治 33 年（1900）12 月に創立総会を開き、竹田が社長に就任した。

東山の湯川に出力 70 キロワットの水力発電所を完成させ、35 年 1 月 1 日に開業

した。当初の需要家は 150 戸、410 灯だった。会津に電灯が灯ったのは 20 世紀

になってからだった。その後、需要家は順調に増え、竹田は 6 年間、社長を務め

たあと退任した。その後、竹田は、電力を利用した産業を次々と興す。製材所、

精米所のほか、ガラス工場、電気メッキ工場なども創立、経営し、63 歳で世を去っ

た。

○「不思議な灯り」でセールス̶̶後藤半七

　北海道に初めて電灯が灯ったのは、明治 22 年（1889）の北海道製麻会社札幌

工場の照明灯というのが定説。だが、「明治 14 年に、明治天皇が札幌市内の豊平

館にお着きになったとき、134 個の電灯が光々と点けられていた」という説が最

近は有力になっている。そして一般家庭についたのは、明治 24 年 10 月 31 日で、

札幌電燈舎が電気事業を開始したときだった。東京電燈が電気供給を開始してか

ら 4 年後に、北の大地の家庭にも明かりがともる。

　同舎を設立したのは後藤半七。弘化 3 年（1846）山形で生まれ、明治の初め

25 歳で札幌に来た。最初は屋台店で商売を始めて金を貯め、小さな店を開業、

これが札幌屈指の大店となり、1 年後には蒸気エンジンを使った精米工場をつ

くった。蒸気エンジンの力を実感した後藤は、次に電気事業に意欲を燃やす。当時、

米が 1 升 8 銭の時代に、5 万円を投資して明治 22 年に電燈舎を設立した。札幌
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市の大通り西 3 丁目に発電所を建設、エジソンの直流発電機と蒸気機関などをア

メリカから輸入した。しかし、電灯の需要家を獲得するのが難行だった。後藤は、

「電気という不思議な灯り」

をキャッチフレーズに契約を勧誘して歩いた。まず札幌で一番の旅館山形屋と契

約、帳場や座敷に 20 灯付けることになった。つづいて今井呉服店、石田商店、

東京庵など商店や料理店、そして北海道庁や郵便電信局の契約も獲得した。開業

時の需要戸数は 30 戸、取り付け電灯は 83 灯だった。

　ところが、開業後一週間で札幌電燈舎の経営が行き詰まった。後藤の資金が底

をついた結果だった。11 月 7 日、資本金 8 万円で新しくできた北海道電燈株式

会社が電燈舎の事業を引き継ぐ。同社は、開拓使の役人から転じた実業家が役員

となったが、後藤は役員には選ばれなかった。翌年 5 月、札幌は大火に見舞われた。

戸数 5700 戸の市内で 1000 余戸が焼け出された。幸い発電所は焼かれなかったた

め、事業は続けられた。新会社の役員は官庁に顔が利き、札幌農学校や官庁など

の需要家を開拓した。が、一般の契約は急増せず、4 年経った明治 28 年の需要

家は 91 戸、契約電灯は 767 灯だった。翌年、増資を計画するが新株主は集まらず、

また経営が行きづまる。そこで明治 29 年、新しく札幌電燈株式会社が設立され、

北海道電燈の経営を引き継いだ。札幌電燈は、直流配電を交流に変更するなど設

備投資を行い、契約電灯を 2000 以上に増やし、経営は順調に拡大した。ところ

が、またもや火災にあう。明治 34 年 4 月、発電所が火災で焼失、電気供給は 2 ヶ

月も止まった。そこでまた、身売り話が出た。

　

○定山渓に水力̶̶本郷嘉之助

　こんどは、北海電気株式会社が明治 38 年に資本金 32 万円で設立され、翌年に

札幌電燈の事業継承が認可された。14 年間で会社が 4 つも替わったが、本格的

な電気事業を目指していた。石狩川の支流・豊平川の定山渓に水力発電所を建設

し、札幌市内に送電しようとする計画。定山渓の水利権を 10 万円で買った本郷

嘉之助が同社の社長に就任、水力発電所の工事を翌年から開始する。9 ヵ月の工

事で出力 400 キロワットの発電所が完成、明治 40 年、札幌市内まで 1 万 1000 ボ

ルトの高圧送電線で送電を開始した。
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　本郷は札幌の酒造家。札幌市内の電気会社が何度もつぶれるのを目の当たりに

していた。「市内で発電していたのでは高い電気しかつくれない。国内各地で水

力発電の計画がある。私がやらねば」と、定山渓の水利権を買いとったのだ。北

海道大学に設計を依頼し、自らは資金集めに奔走する。が、行く先々で、「水は

火を消すためのものだから、水力発電の資金には応援できない」と断られた。拓

殖銀行の頭取が応援するようになって株主が増えた。発電所建設で苦労するのは

資材の運搬だった。定山渓への道路は馬が通るのがやっとで、毎日馬 20 頭、人

夫 50 人を繰り出し、悪路には板を敷き、コロを使った運搬などで資材を運んだ。

発電所が完成すると、本郷は札幌水力電気株式会社を設立、北海電気の事業を買

いとった。水力発電で電気料が大幅に値下げされ、需要家は爆発的に拡大、札幌

の電気事業がやっと軌道に乗った。後藤半七が手をつけた札幌の電気事業を、本

郷が完成させたのである。

　札幌に続いて、小樽電燈舎（明治 28 年）、函館電燈所（29 年）、旭川電燈合資（38

年）、釧路電燈合資（40 年）などの電気事業会社が、道内に誕生していった。北

海道で特徴的なのは製紙会社が工場用の発電所を建設、工場と社宅に自家発電の

電気を供給したあと、残りの電気を周辺の家庭に供給したことだ。その中で、製

紙会社の電気部を独立させ電気事業を始める経営者も出てきた。

富士製紙は大正 8 年（1919）、電気部を独立させ富士電気を設立した。2 年間で、

十勝、釧路、北見の中小電気事業を買収したり吸収合併をさせ、北海道電燈と社

名を改めた。その後、石狩川に水力をもつ旭川電気などを吸収、道内のシェアを

拡大してゆく。一方、王子製紙も負けてはいなかった。富士製紙に七年遅れたが、

自社の発電事業に小樽電気、帝国電燈などを吸収して大正 15 年に北海水力電気

を設立、富士製紙に挑戦した。

両社の天王山は札幌。札幌水力電気をどちらが買うか、しのぎを削った。最初は、

富士系の北海道電燈が優勢であったが、王子系が巻き返し、大正 15 年 6 月 15 日、

北海水力が札幌水力を吸収合併し、王子系のシェアが富士系を上回った。　

6．北陸の起業
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○暴河治め県民に灯り̶̶金岡又左衛門

　北陸地方で最初に電灯がともったのは金沢だった。明治 26 年（1863）10 月、

市内の劇場で「電気灯の大仕掛け」と名打った芝居が 7 日間行われ、名古屋の電

灯会社が持ち込んだ小さな発電機で、劇場の電灯が点火された。

　7 ヶ月後、富山市で電灯がともる。富山市設勧業博覧会場で 30 日間、5000 燭

光のアーク灯 1 個と 10 燭光 13 個が点灯され、富山県で初めての電灯が展示され

た。これを仕掛けたのは慶応義塾を卒業したばかりの若者・密田孝吉。密田は富

山財界から寄付を集め、東京電燈から技師を呼んで、市民に電気を初めて見せた。

電気を見に来て密田に会ったのが、富山県会議長の金岡又左衛門。県会議長と

いっても若干 30 歳の青年で、5 歳ほどしか違わない密田と話がはずんだ。密田は、

米国のゼネラル・エレクトリック社（GE）のパンフレットを見せた。英語で水

力発電の原理が書かれていた。水力発電の話を聞いた金岡は、県内で毎年のよう

に起きる河川の氾濫を思い出す。金岡は常願寺川の近くで生まれ、暴河と呼ばれ

る川の氾濫をよく知っていた。常願寺川だけでなく神通川など県内の河川の治水

は県政の課題でもあった。

「水力発電所の建設は、新しい利水事業であり、新しい治水事業だ。暴河を治め

ながら県民に電気を送る、まさに一石二鳥の事業だ」

　金岡は電気事業を始めることで密田と一致した。そして、薬種商など富山財界

を口説き、電気事業への出資を募る。密田の一族である富山貯蓄銀行頭取らも加

わって、明治 30 年に富山電燈株式会社の創立総会が開かれ、金岡が社長に、密

田が現場を指揮してゆく代務人に就任した。このころ、日清戦争後の恐慌が全国

を覆っていた。だが、全国に配置薬を売っている富山の薬種商の売り上げは順調

に伸びており、新事業への出資は滞らなかった。

　翌年、米 GE 社から出力 150 キロワットの水力発電機をわが国で初めて輸入、

明治 32 年 4 月 1 日から富山市内に電気を供給し、北陸地方で最初の電気事業が

開始された。

「この会社は単に営利が目的ではない。電気を工業発展の原動力として、大は邦

家のため、小は地元富山県のため、その公益と富強を図らんとするものです」

開業祝賀会で金岡はあいさつした。創業直後、富山市で大火が発生、発送電施設



電気事業起業家と九電力体制

− 27 −

や配電設備などが灰燼に帰し、需要家の 4 分の 3 を失う。発足直後の富山電燈は

風前の灯火になったが、金岡は死にものぐるいで奔走、10 万円の資本金を 6 万

円に減資し、54 ヶ月で復旧、大火前より多い需要家を獲得した。

　密田孝吉青年の活躍は、金岡又左衛門の記述によるが、最近の研究では孝吉の

本家である 10 代目の密田林蔵が博覧会で点灯し、孝吉がそれを手伝ったという、

説もある。

○米騒動で値下げ

　富山電燈の成功を機に、福井には京都電燈が進出、石川には金沢電気、小松電

気、七尾電気、輪島電気、富山には高岡電燈、石動電気などが設立されていった。

こうした中、金岡は大型の水力発電所の建設に取りかかる。出力 2600 キロワッ

トの庵谷発電所を難工事の末に完成させ、7200 キロワットの第二庵谷発電所も

建設した。発電能力の増強で高岡電燈など小さな企業に電力を供給、地域の配電

会社として傘下に治めていく。

　水力開発の一方で 3 羽目の鳥を狙う。東京にいる郷土出身の実業家浅野総一郎

を訪ねた。浅野は日本鋼管、浅野セメント、東洋汽船などのオーナー。

「北陸には安い電気がたくさんある。この電気を使って雪に埋もれた後進地帯を

振興してほしい」

　金岡は、製薬だけでは北陸の発展は頭打ち、と考えていたのである。浅野はス

ウェーデンの製綱特許を持っており、電気製鉄の工場を計画していた。京浜地区

で工場を稼働した場合、1 キロワット時の電気代は 2 銭 5 厘。富山に工場を造る

と 5 分の 1 の 5 厘 5 毛ですみ、浅野は金岡と 20 年間の買電契約を結んだ。続い

て金岡はカーバイド事業にも目を付け北海電化を誘致、その関連の北海曹達の工

場も誘致した。水力発電による安い電気を武器に北陸の工場地帯を発展させて

いった。金岡は民生・治水・興業の一石三鳥の水力開発を実現させたのだ。

　その後、富山電燈は富山電気と社名を変更、氷見電気、能登電気、中越水電、

小松電気などを吸収合併して、北陸の電気事業のシェアを拡大していった。昭和

に入って日本海電気に改めた。

　昭和 2 年（1927）、全国に金融恐慌が起きる。この中で、富山県三日市町で電
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気料金値下げ要求の動きが市民から出てきた。運動は滑川、水橋、東岩瀬町など

にも広がり、電灯料金値下げ期成同盟会が結成され、富山電気本社へデモが繰り

返された。米騒動を経験した土地柄だけに住民パワーは強烈だった。住民の要求

は 35% の料金値下げ。富山電気は全国でも最も安い料金体系だったが、金岡は

13.7% の値下げを決め、同盟会は矛を収めた。住民運動による電気料金引き下げ

は後にも先にもない事件だった。

　金岡は元治元年（1864）富山県新庄町の製薬業の家に生まれた。小さいころか

ら寺子屋に通って漢籍を学び、明治になって学制ができると小学校に通った。15

歳のとき生家の隣の屋敷に明治天皇が立ち寄った。明治天皇が庭に出て庭石の名

を尋ねたが、町の有力者は誰 1 人答えられなかった。給仕役だった金岡が石の名

を大人にそっと伝え、町中の評判となった。翌年、父親が亡くなり母と 2 人で

製薬業を引き継ぐ。26 歳のときに新庄町の町会議員に当選、28 歳で富山県会議

員、30 歳で衆議院議員と政界に進出した。実業界では、電気事業のほかガス事業、

紡績、電鉄、港湾開発などに取り組み、新聞発行や育英事業にも力を注いだ。昭

和 4 年（1929）、65 歳で亡くなる。酒もタバコもたしなまず、会社では時間を守り、

毎年 1000 枚以上の年賀状を自ら手書きした実直な人だった。 

○実家から嫁が届く̶̶山田昌作

  金岡又左衛門から入社を進められたのが、山田昌作である。

　山田は、東京帝国大学法学部に在学中に 23 歳で結婚した。学生結婚はほとん

どなかったころだった。両親が、「東京で悪い虫がついたら困る」と相手を決め、

富山から送りこんだのである。大正 3 年（1914）に大学を卒業した昌作は、妻と

共に富山の実家に帰った。帝大法科を出ると官庁や大企業に就職するのがほとん

どだが、父親が富山財界の大物で、「長男は父の跡を継ぐ」という方針から、東

京では就職しなかった。家にいると、母校の富山中学から講師を頼まれた。法制

経済や英語などを教えて 2 年後、父の友人の富山電気社長金岡又左衛門から声が

かかり、大正 5 年、26 歳で同社常務で入社する。以来、北陸電力社長を退任す

るまでの半世紀、北陸の電力開発一筋の道を歩み、生涯で開発した水力発電所は

庵谷の小さな水力発電所から有峰ダムまで 38 地点、74 万キロワットにもなった。
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　富山電気に入社した山田は、金岡から庵谷発電所の建設を命じられる。庵谷に

は 2600 キロワットの水力がすでにあったが、2400 キロワットの発電機 4 台を並

べた第二発電所をつくる仕事だった。法学部を出た山田には電気のことなど分か

らない。独学で電気のことから建設技術までの本を読みあさり、神通川の上流、

富山と岐阜の県境の秘境に入り、現地の建設を指揮。山田の勉強ぶりは現場の技

術者も舌を巻くほどで、「山田技師」と呼ばれるまでになった。

　一方で、山田は発電所完成後の電気を売ることを考える。金岡に相談すると、

中央から工場を誘致し大口需要を開発する方針を示された。金岡が日本鋼管の

オーナーに会い、伏木海岸に電気製鉄を誘致する話を決める。山田がこれを引き

継ぎ、北海工業の製紙工場なども誘致し、富山の工業化さらに進めていった。金

岡の「能登半島を征服すれば北陸随一の電力会社になれる」との考えで、山田は

氷見電気を吸収合併して能登への足がかりをつけ、能登電気を合併し七尾にセメ

ント工場を誘致した。続いて中越水電も吸収合併、小松電気と資本提携して日本

海電気と改め、富山から能登、加賀一帯に供給を拡大した。このころ金岡は病気

で伏せっており、金岡が死去すると 39 歳で社長に就任した。社長になると、黒

部川電力を買収、第二日本海電気を吸収合併、日満アルミ、日本カーバイド工業

などを誘致して、大口需要家を増やした。

○北陸の独立に先手を打つ

　昭和 14 年、電力国家管理で日本発送電が設立され、配電統合の動きも強くなっ

た。「このまま行くと、配電会社は政府によって強制的に統合されてしまう」

と山田は、北陸地域の電気事業会社を自主的に統合する動きに出る。北陸では日

本海電気に次ぐ事業者は高岡電燈、山田は高岡の社長に何度も統合を呼びかけた。

山田が動いたのは、「政府の主導で配電統合が行われると、北陸地域が他の地域

に吸収されてしまう恐れがあった」からだった。

　昭和 16 年、山田の努力が実り北陸の 12 社が大同団結して北陸合同電気となり、

山田が社長に就任した。すでに配電統制令により、全国の配電会社を八地域で統

合する案が政府部内で進んでいた。この案が決まると、北陸は中部配電の北陸支

社となるもので、北陸の電気事業会社は名古屋に本社を置く中部配電に飲み込ま
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れてしまうのだ。山田は「北陸は豊富な電源をもち歴史的にも地理的にも独立し

た地域だ。北陸合同電気を中心とした九番目の北陸配電にしなければ、これまで

の北陸の事業者の努力が水の泡となる。北陸ブロックを要望するのは、国家に得

策であると信ずるからである」と述べている。北陸の豊富な水力電源を、地域を

熟知している者が地域と密着した形で開発し、工業を盛んにするのが、国家のた

めというわけである。

　山田は東京に常駐、猛烈な陳情活動を開始し、逓信省電力局、逓信大臣を初め、

岸信介、松永安左ヱ門ら政界・財界に北陸の独立を働きかけた。結局、自主統合

の実績が認められ、「当分の間、暫定的に北陸地方は中部配電から分離する」

という一文を逓信省の配電統制要綱に挿入させることに成功した。翌年、北陸合

同電気を中核に日本電力、京都電燈の一部と金沢市電気局が加わり、北陸配電が

設立された。

　山田の奔走で北陸の電気事業者は生き残ることができた。もちろん山田が新社

長に推薦された。太平洋戦争が始まると、食糧不足が深刻になった。山田は農村

の電化を進め、水田に誘蛾灯をつけ農用電動機を再配置させ、食糧増産に力を入

れた。終戦直前、富山市は爆撃に合い山田の家も全焼した。しかたなく会社の屋

上にバラックをつくり、階段を下りて会社に通った。が、戦争が終わると、社長

を辞めて会社を去る。後任社長は 1 年後に公職追放になったが、社長を辞めてい

た山田は追放をまぬがれたのであった。

　それから 4 年、電力再編成で北陸電力が創立されると、山田は初代の社長に指

名される。すでに 61 歳になっていたが、自分がずっと培ってきた北陸の電気事

業を完成させる意気込みはすごかった。しかし、電力再編成では、北陸のトラの

子だった黒部川などの主要水力発電所が関西電力に配分され、北陸電力は供給不

足でスタートしなければならなかった。山田は、「まず電源開発。一にも二にも

開発だ。それが北陸電力の不利を解消する道だ」と、開発の先頭に立つ。五条方

発電所を 1 年半で建設、伊折、神通川第一、第二、第三など 6 地点 17 万 9900 キ

ロワットの水力開発を進めていく。そして念願の有峰ダム開発を始めた。戦前、

富山県が開発を始め、日本発送電に引き継がれたが、戦争で中断されていたのを

引き継ぐもので、6 つの発電所で 26 万 7600 キロワットを発電する計画。北陸に



電気事業起業家と九電力体制

− 31 −

は火力地点がなかったが、山田は関西電力と交渉、大阪発電所の 4 号機（15 万

6000 キロワット）を北陸電力用の発電所として建設、黒部川と庄内川の関西電

力発電所の電力と交換して融通する電源確保も考え出した。

　高さ 140 メートル、堤頂長 500 メートルの巨大な有峰ダムは、昭和 34 年に完

成し発電を開始した。ダム建設中に山田はガンに侵されており、有峰完成直後に

社長を引退した。

「北陸電力発足当時 40 万キロワット未満だった発電能力は現在は 83 万キロワッ

トあまりになり、開発率は九社第一」。引退の際こう挨拶し、電源を 2 倍以上に

増やした 8 年間をふり返った。山田は社長退任後、『北陸電力 10 年史』の冒頭で、

戦争直前の配電統合で北陸の独立を勝ち取ったことあげ、「もし昭和 16 年に北陸

が中部の支社になっていたとすれば、今日の北陸電力は存在しなかった」と記し

ている。昭和 38 年、73 歳で死去。

7．四国の起業

○坊っちゃん電車から̶̶小林信近

「乗り込んでみるとマッチ箱の様な汽車だ。ごろごろと 5 分ばかり動いたと思っ

たら、もう降りなければならない。道理で切符が安いと思った。たった 3 銭である」

　夏目漱石の『坊っちゃん』に出てくる鉄道は明治 21 年（1888）にできた。四

国の松山中学に赴任した漱石が乗った伊予鉄道を創業したのが小林信近。全国で

四番目の私鉄を開業した小林は、電気事業も始める。

  小林は江戸末期の天保 13 年（1842）、伊予松山藩の藩士の家に生まれ、19 歳で

13 代藩主松平勝成の小姓となった。この年、藩主に従って江戸に行き柳生但馬

守に入門した。小姓時代、御殿女中から恋文が何通もたもとに入れられたが、中

も見ないで火鉢の中に放り込み焼いてしまったほどの堅物。藩主に従い京都にも

向かい、鳥羽伏見の戦いと長州征伐で幕府側に参加する。大政奉還後、藩主は松

平から久松に姓を改め知事となった。小林も西条支庁長になるが、久松が知事を

辞めたため、野に下り桑園の開墾や茶園、陶器製造などを始めた。

　明治 9 年旧藩主久松は、職を失った旧藩士を養うため工業会社・牛行舎を設立



電気事業起業家と九電力体制

− 32 −

した。男子部は製紙と製靴、女子部は小倉織りの生産を開始した。社長には小林

が指名され、小林は大阪に出て機械や原料の買い付けに走り回る。小倉織りを、

洋服用に幅広いサイズにしたのも、小林のアイデア。このとき小林は 34 歳、こ

こから小林の実業家人生が始まる。小林は、士族が家禄を廃止したさい明治政府

から受け取った公債証書を役立てられないかと考え、銀行の設立を考えた。

　明治 11 年、東京に出て公債を担保にした銀行の設立を願い出て、第五十二国

立銀行（現在の伊予銀行）を設立、頭取に就任した。15 年には松山商法会議所

を設立、頭取に選出された。翌年には海南新聞（現在の愛媛新聞）の社長にも担

ぎ出される。このころから、小林は鉄道を敷くことを考えていた。松山の経済を

発展させるためには、木材を三津の港まで運ぶ必要があった。19 年から会社設

立の準備を始め、ドイツから蒸気機関車を輸入し、21 年に開通させた。

　鉄道事業を軌道に乗せたころ、松山に電灯をつけることを計画した。事業の採

算を調査するため需要者の予約を試みたが 700 灯に過ぎず、採算に乗る 1000 灯

には及ばなかった。そこで陸軍の歩兵松山第 22 連隊に電灯をつけてほしいと勧

誘に行ったが断られ、計画は頓挫した。

　5 年後、火力発電よりコストの安い水力発電所を建設して市内に点灯する計画

ができ、伊予水力電気株式会社設立の資金集めが開始された。しかしこれも不景

気で資金が集まらず、発起人会で起業中止を決議せざるを得なかった。伊予水力

電気が創立されるのはそれから 3 年後で、松山に電灯がともったのは明治 36 年

1 月、小林が計画を始めてから 10 年以上の月日が経っていた。

　しかし、開業してみると需要は旺盛、2 年で湯ノ山水力発電所（出力 260 キロワッ

ト）の発電能力を上回り、黒川水力発電所を急遽、建設した。小林は明治 36 年

に大阪で開かれた内国勧業博覧会とその翌年に米セントルイスで開かれた世界博

覧会に、湯ノ山発電所の模型を出品し観客を驚かせ松山を宣伝した。伊予鉄道

はその後、電化され、伊予水力が電気を送った。大正 5 年（1916）、伊予鉄道が、

伊予水力電気を吸収合併し伊予鉄道電気株式会社と改め、今治電気や宇和水電な

どを吸収、愛媛県一円と高知、徳島へ電力を供給するようになった。

　小林は次から次へと新しい事業を興し、軌道に乗ると経営を他人にまかせた。

事業を成功させても個人としては利益を得ておらず、家族の生活は豊かではな
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かった。小林の性格は真面目で正直、酒も飲まなかった。東京に出張のさい友人

が宿に女性を派遣したが、書物からそらした眼鏡の奥から女性をにらんだだけで

追い返した、と妻が話すほど。水力に目をつけたのは日本でも早く、大正末期に

大阪で行われた電気界先賢功労物故者追悼祭で、全国から選ばれた 10 人の 1 人

だった。

○徳島・大串龍太郎、高松・牛窪求馬、高知・川崎幾三郎

　四国で最初に電灯がついたのは明治 28 年 1 月 9 日、徳島だった。松山より 8

年早い。大串龍太郎が中心になって設立した徳島電燈が、20 キロワットの発電

機五台を設置した火力発電所から約 500 戸に配電した。大串は徳島の藍の豪商の

家で、小林の 3 年後に生まれた。18 歳で稼業を継ぎ、藍製造販売業の近代化を

進め日本各地に取引を拡大した。明治維新後に歩んだ道は小林とよく似ている。

小林の第五十二国立銀行設立の 4 年後の明治 15 年に徳島銀行を創立。明治 23 年

には徳島鉄道株式会社を設立、徳島−鴨島間を開通させた。大串も早くから、電

気の必要性を訴え、電灯だけでなく動力源として考えていた。火力で点灯したた

め開業は小林より早かった。その後、石炭価格の高騰で、徳島電燈は後にできた

徳島水力電気に吸収され水力の時代となる。

　高松では徳島に 10 ヵ月遅れの 11 月 7 日で、牛窪求馬が発起人となった高松電

燈が 100 キロワットの火力発電所を建設して約 300 戸に配電した。高知県では、

明治31年月11月1日、川崎幾三郎が個人で設立した川崎電燈事務所が50キロワッ

トの火力発電所をつくって配電した。川崎は、この事業を会社組織の土佐電燈を

つくって引き取り、土佐電気に社名を変更、後に設立した土佐電気鉄道に吸収合

併させた。

　四国の電気事業の競争は激しく、四国水力と高松電燈の間では、1 ヶ月間料金

無料、工賃一切無料サービスなどの競争でしのぎを削ったほど。昭和 3 年、四国

電気事業統制協議会ができ、全国にさきがけて事業者間で電力の相互融通などが

進められ、過当競争に幕を閉じた。　

8．九州の起業
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○動かなくなった飾り山笠̶̶太田清蔵

「電灯は物にふれても直ちに火の移るものではありませぬから、あやまちて電球

を破損せらても灯火は同時に消えますから火災などの心配はありませぬ」

「電灯は夕刻になれば自然に点火するの装置でありますから、マッチなどを要す

るの面倒なく、また掃除するの手段も要しませぬ」

「電灯は風のために吹き消されることがありませぬから、戸障子を開け放してお

くも決して消ゆることなく、また室内の空気を熱しませぬから、夏向きはことさ

ら便利であります」

「軒頭に電灯街灯がありますと、他の街灯のごとく早く消ゆる憂いなく、至極御

便利にして、かつ体裁もっともよろし」

　明治 41 年（1908）電灯を普及させるために、電灯会社が北九州一帯に配った

宣伝ビラの一節である。人間が夜の生活を営むようになって以来、太陽が沈んで

から室内を照らす明かりは火であった。江戸時代までは種油が主に使われ、明治

になって石油ランプが使われるようになった。

　太田清蔵は博多の油屋の家に生まれた。油屋の主な商売は種油で、石油ランプ

の出現で売れゆきは大幅減だった。そこへ全国的に電灯が普及しはじめる。種油

業者は大恐慌に襲われていたのである。その中で太田は果敢に電灯会社の設立に

動く。

「前途のない種油に執着するより、将来は電灯事業のほうが断然有望で前途は明

るい」と、太田は会社の設立に奔走した。清蔵の動きを知って太田の父親はカン

カンに怒った。「落ち目の味方を裏切って敵の利を図るようなことをされては、

同業者に申し訳がたたない」と、いうのだ。父親から電灯会社の設立をしないよ

う叱られるが、太田はひるまなかった。筑紫銀行頭取だった太田は、十七銀行の

小河久四郎頭取らも糾合して博多に電灯を灯す夢の実現に走った。

　明治 27 年（1995 年）、太田が設立発起人の一人となって、資本金 5 万円で博

多電燈会社が設立された。が、問題が起きた。

「町の中に電灯線を張り巡らされたのでは、博多名物の祇園山笠の巡行ができな

くなる。電灯線を引くなら、山笠の先端がひっかからないように高く張ってもら
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いたい」

各町内の山笠連から反対の声が続々とあがったのだ。山笠の高さは 10 メートル

以上もある。電線はそれ以上に高くせねばならない。15 メートルもの木の電柱

を立てるのは不可能だった。

「博多は商人の町。有力な株主も多いし、多くのの需要家も期待できる。このさ

い苦情を聞き入れるべきだ」とする妥協派と、「とんでもない。横やりは無視せよ」

という強行派の二派に分かれて、結論が出ず工事は宙に浮いてしまった。

　しばらくして太田がよい情報をつかんできた。福岡警察署が警察電話を引く計

画があるというのだ。

「警察電話線の架設に便乗して電灯線を引けば、威勢のいい山笠衆も黙らざるを

えまい」という考えが浮かび、太田はすぐに警察に寄付金を持っていかせた。そ

して頼み込んだ。「電話線はなるべく低く架設していただきたい」。警察電話線と

同じ高さで電灯線も張り巡らせようという魂胆だ。作戦は効を奏し、185 本の電

柱が立てられ 2306 の電灯が点灯した。営業開始は 3 年半後の明治 30 年 11 月だっ

た。飾り山が動かなくなったのは、それ以来という。

　九州では明治 24 年に熊本電燈が開業、26 年に長崎電燈が営業を開始した。博

多電燈は九州では 3 番目の開業。続いて鹿児島電燈、竹田電燈、廣瀧水電、若松

電燈、日田水電、久留米電燈、日向水力、曽木電気などが続々と設立されていった。

　太田は明治 43 年、松永安左ヱ門、福沢桃介らと福博電気軌道会社を設立した。

これを基礎に博多電燈、大牟田電燈、唐津電燈、佐世保電気、馬関電燈などを買

収して九州電燈鉄道をつくり、大正 11 年、関西電気と合併して東邦電力となった。

九州の電気事業は、電気料金値下げなど激しい競争の中で合併が繰り返され、東

邦をはじめ 4 つの会社に集約された。球磨川電気や鹿児島電気、島原水電などを

吸収合併した熊本電気が九州電気となり、若松電燈、臼杵電気、佐賀関電気、直

方電気などが吸収合併されて九州水力電気となった。また、川内電気、鹿屋電燈、

国分電気、枕崎電燈などが合併して日本水電ができた。昭和 17 年（1942 年）配

電統制令によって、東邦、九電、九水、日水が統合し九州配電となり、昭和 26

年に日本発送電九州支店が加わって九州電力ができた。
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9．沖縄の起業

○首里～那覇に電車̶̶才賀藤吉

　沖縄に初めて電灯を灯したのは才賀藤吉である。

　才賀は、明治 3 年（1870）大阪で生まれた。工業学校を卒業後、京都に才賀電

気商会を設立、全国に電気事業を興していく。明治 34 年に伊予水力電気を創立

したのを手始めに、松坂水力電気、安東電気、七尾電気、宇佐電気、摂津電気、

王子電気、日向水力電気、美濃電気軌道、明石電気の各株式会社を組織し、才賀

が社長に就任した。才賀は、地元の有力実業家と手を結んで事業を興す手法で、

沖縄にも電灯をつける意欲に燃えた。明治 41 年、那覇に才賀電気商会沖縄出張

所を開設、沖縄での電気事業設立の根回しを始めた。那覇で茶屋など手広く商売

をしている鹿児島の実業家に声をかけ、沖縄電気株式会社の電気事業経営許可申

請書を提出した。明治 43 年には仮使用認可を得て久茂地発電所を建設、12 月 15

日沖縄で初めて那覇市内に電気を点灯した。発電機は英国製の百キロワットを輸

入、八重山から運んできた石炭を焚いた。供給区域は那覇市、首里市、島尻郡で、

需要家は 640 戸、1780 灯だった。翌 44 年に 2 号機を増設、供給区域を拡大して

ゆく。

　才賀は、発電所と配電工事を完了すると、沖縄に電車を走らせることを考える。

44 年に沖縄電気軌道株式会社を創立、首里～那覇間 7 キロの軌道工事を開始した。

才賀は、沖縄の電気事業と鉄道工事に多額の資金を投入した。朝鮮や台湾にも手

を広げていたため、沖縄電気軌道は工事半ばで資金繰りが悪化、大正元年に才賀

電気商会が破産、同社が関係する 130 社以上が整理統合された。沖縄の事業だけ

は才賀が続け、2 年後の大正 3 年（1914）5 月 2 日に試運転を始めた。

　翌日の琉球新報は、

「乗り心地よく隣人差し向かい談笑の間にいつしか目的地に達す。危険場所も難

なく越え若狭町に入りしとき荷馬車に衝突して電車は小破損をなす。当地の馬は

ギーギー鳴っている電車にいまだ馴れず。荷馬車引きはあらかじめ注意し置くの

必要あり」

と、記している。が、翌年才賀は、突然 45 年の生涯を終える。短いが、電気事
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業創立で全国を駆けめぐった生涯だった。

○宮古島は木炭発電̶̶宮里三郎

　宮古島に電灯をともしたのが宮里三郎である。宮里は明治 7 年（1874）に那覇

で生まれた。師範学校を卒業し教職についていた。そのころ、宮古島に渡って日

常雑貨品を商っていた父親の店は傾き、借金がかさむ一方だった。祖父が「君な

ら頭もよく行動力がある。すまんが先生を辞めて宮古にわたり父親の店を再建し

てくれ」と、三郎を説得、宮里は 26 歳で妻と共に宮古島に渡った。宮里は扱う

商品を広げ石油や鰹節なども販売する。夫人は宮古上布を自分で織った。この上

布があたり地元の主婦にも織らせて、大阪から注文が来るほどになった。三郎は

宮古牛を本島に送り出す事業や不動産業も始め、宮里商店を再建するどころか着

実に商売を伸ばし、大正初めには宮古経済界のリーダーにまでのしあがった。

 宮里は、以前から考えていた電気事業を興し宮古島にも電気をともすことを、

宮古の経済界に呼びかける。大正 6 年（1917）、宮古電燈株式会社を創立して社

長に就任、一年後には電気の供給を開始した。発電機は 25 キロワットの木炭ガ

ス吸入式、燃料は八重山産の木炭を使ったが、台風などで入荷が遅れると、生木

を燃やした。需要が増えるとディーゼル発電機を増設した。

○米軍上陸ですべて終わる

　沖縄本島から南西 450 キロメートルにある石垣島で電気事業を興そうとしたの

は、浦添為宗である。宮古島で電気事業を興した宮里三郎と沖縄師範学校の同窓

生で、郷里の学校で教えていたとき東京に行きたくなり、日本大学と明治大学で

法学と商学を学び郷里に帰ってきた。そして、「八重山にも電灯を」と、地元の

資産家を訪ね、電気事業に出資するよう要請して回った。だが、島内には電気事

業に出資する経済人はなく、浦添は大阪で電気商会を営む新井栄吉を説得、よう

やく大正 15 五年に八重山電気株式会社を設立する運びとなった。浦添には同社

に出資する金がなかった。何年間も東奔西走した浦添だが、新会社の経営人に入

れてもらえず、外から電気事業を眺めるだけだった。八重山電気は、新井による

大阪の会社からのリモートコントロールで運営され、瀬戸内海の島で廃品となっ
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た中古発電機を新品として買わされるなど、四苦八苦の経営が続いた。

　沖縄は多くの島からなる。島ごとに発電所をつくらないと電気を供給できない。

沖縄に昭和初期までにできた電気事業会社は、沖縄電気、宮古電灯、八重山電気

のほか、本島中部に配電した名護電燈の 4 社だけで、本島、宮古島、石垣島以外

には、電気が供給されなかった。島内には限られた需要家しかなく発電燃料のコ

ストも高かったため、四社の経営は苦しかった。昭和 17 年、配電統制令により

四社は九州配電に統合され同社の沖縄支店となった。この統合で沖縄の電気料金

は九州と同じになり一挙に 40% も安くなった。昭和 19 年 10 月 10 日、那覇と宮

古島は米軍の空襲に会い発電所と送電設備はほとんどが灰燼に帰した。2 日後に

は石垣島もやられた。20 年 6 月 22 日に沖縄戦は事実上終わり、島内の電気事業

も終わりを告げた。

○碍子はコーラの空き缶　

 　昭和 20 年（1945）4 月 1 日、アメリカ軍は沖縄本島西海岸に上陸した。5 日

後には沖縄占領軍政府を樹立、ニミッツ司令官が、「沖縄の、日本による統治を

停止する」と宣言した。家を焼かれ生き残った住民は、米軍の捕虜収容所へ入れ

られる。その後、米軍用地の外に移され、米軍から支給されたテント小屋で集団

生活をさせられた。このテント生活には電灯がなく、ランプが夜の明かりだった。

昭和 22 年になると、一世帯あたり 16 平方メートル（約 5 坪）の規格住宅が米軍

から支給された。この規格住宅に電気を供給する業者が出現する。米軍が使って

いた移動用発電機の払い下げを受け、トタン葺きの掘っ建て小屋に発電機を据え

付け、近くの規格住宅の長屋に電気を供給した。配電線は立木と丸太を使い低圧

碍子はコカコーラの空き缶を利用した。電灯は一世帯あたり 60 ワットの電灯一

つだけ。暗くなってから就寝するまでの数時間だけ、電気を発電して供給した。

米軍は工場にも自家発電機を払い下げており、工場の余った電気を一般家庭に供

給する電気事業者も現れた。このような零細業者は 300 を超えた。

　米軍は、8 つのディーゼル発電所で基地内の電気をまかなっていたが、連携が

なく単独運転で効率が悪かった。昭和 23 年、米軍は米議会に、沖縄の米軍と民

間への電気を供給するための琉球列島電力系統計画を提出、ガリオア資金 710 万
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ドルで、発電所と送変電設備を建設することが決まった。米軍の調査では、沖縄

の水力発電の能力は数 100 ワットしかなく、那覇の牧港に出力 4 万 6000 千キロ

ワットの火力発電所を建設することになった。昭和 28 年に運転開始となる。米

軍の方針は、この発電所の電力はまず米軍が使い、残りを民生用として供給する

もので、民間が設立する配電会社が一般家庭や工場に供給することも決まった。

この方針に並行して、最初に設立されたのが沖縄配電株式会社。那覇、首里、真

和志、小禄の 4 市町村を供給区域とする配電会社で、国場幸太郎を中心にして昭

和 28 年に創立、那覇と首里に変電所を建設、2 万 3555 戸に電灯を、230 事業所

に電気の供給を開始した。翌年、松岡配電株式会社ができ、浦添、宜野湾両村に

電気を供給した。

　

○戦後、密航で帰島̶̶国場幸太郎

　国場幸太郎は明治 33 年（1900）、沖縄本島国頭村の開拓農家に生まれた。家が

貧しかったため小学校もそこそこで卒業、12 歳で大工の棟梁の家に年季奉公に

出た。20 歳まで 8 年間の年季の身売り金が 70 円。17 歳のとき家族が危篤になっ

たが、棟梁が家に帰ることを許してくれない。しかたなく着の身着のままで家ま

で逃げるようにして帰った。幸太郎は薄情な棟梁の家に二度と戻りたくなかった。

身代金は半分の 4 年間務めたので 35 円返却するよう交渉したが、棟梁は 70 円返

せと譲らず、親戚から 70 円を借金して返した。4 年間はただ働きとなった。こ

のときブラジル行きを進められたが、長男であったため宮古島に渡って小学校の

建設現場に入り腕を上げた。そのあと東京に出て、大手建設会社の下請けの仕事

にありつく。

　昭和 6 年、31 歳で沖縄に戻り 2 人の弟と共に合資会社国場組を設立、土木建

築業を始めた。戦争が始まると軍関係の仕事が多くなり、嘉手納飛行場などの建

設を手がける。沖縄が米軍に攻撃されたとき、陸軍航空本部に呼び出されていて

東京にいた。戦争が終わり沖縄に帰ろうとしたが、米軍の占領下にあり沖縄人で

も入国できない。昭和 21 年 7 月、九州で漁船をチャーター、仲間 37 人と共に沖

縄に密入国した。

「灰燼に帰した沖縄を復興する」との思いから再び土木建設業を始め、米軍との
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工事請負契約を結んだほか、石油や運送、商事など業務を拡大していった。電気

の配電事業を始めたのも、「沖縄を早く復興したい」という考えからで、国場は

沖縄配電のほか沖縄電気工事株式会社をつくり、配電設備や各家庭の配電工事な

どを短期間で行った。

　　　　　　　　　　

○ 13歳でハワイに向かう̶̶松岡政保

　松岡政保は明治 30 年（1897）沖縄本島北部の金武村の農家に生まれた。村一

番のきかん坊で、小学校五年のとき、クラスの生徒を引き連れて森にこもり授

業ボイコット騒動をおこした。小学校卒業後、13 歳で 1 人でハワイに向かった。

ハワイでは過酷な労働を強いられる移民生活、かたわら朝鮮人学校に通い韓国の

初代大統領になる李承晩から教えを受けた。22 歳のとき米本土に渡って大学に

入り、苦学しながら電気科を卒業した。30 歳のとき沖縄に帰国、製糖工場に就

職した。戦争直前に工場長となるが、敵国帰りということでスパイ容疑をかけら

れる。

　終戦直後、米軍は住民の自治組織を確立するため臨時琉球諮詢委員会をつくり、

松岡がその幹事に指名された。また米軍は委員会内に工務部を設け、松岡が部長

に就任、沖縄の焼土に建物をたてる業務を開始する。昭和 25 年、米国軍政府は

沖縄群島知事を公選する命令を出した。松岡は知事選に出馬するが落選、その後

松岡建設を創立して実業界に進出する。27 年に琉球列島電力系統計画により沖

縄の電気事業法ができ、電気委員会が組織されると松岡が委員長に指名された。

松岡は、このころから配電会社の設立を考えていた。

　松岡が創立した松岡配電、それに沖縄配電に続き、沖縄本島には中央配電、比

謝川配電、名護配電などの株式会社ができ、ほかの島には久米島電力、八重山電

力、宮古電力の各株式会社ができ、沖縄住民の生活を、敗戦直後のランプから戦

前の電灯に引き戻した。しかし、本島のほかの島々の経営は苦しく、米軍が牧港

発電所と配電会社への電気卸し事業を行うために設立した琉球電力公社が、これ

らの会社を吸収していった。

　松岡は昭和 39 年、琉球政府の第 4 代行政主席に任命された。47 年、沖縄が日

本に復帰したのにともない琉球電力公社が沖縄電力株式会社に改組され、初代の
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社長に松岡が就任した。このとき沖縄には 1 電力 5 配電体制ができた。沖縄全

体に電力を安定的に供給するには一元化が必要、との通産省の方針などもあり、

48 年に松岡を委員長、国場を副委員長とする合併準備委員会ができ、昭和 51 年

（1967）に沖縄配電など 5 つの配電会社を吸収合併した。戦後 30 年、松岡が沖縄

の電力事業体系を完成した一方で、国場は配電事業や電気工事事業で協力、国場

グループを作り上げ、琉球商工会議所、那覇商工会議所会頭を歴任、沖縄経済界

のリーダーとして沖縄の復興に力をつくした。

Ⅱ　五大電力時代

　日本電力が大正 8 年に創立されてから、各地に乱立された小さな電力会社が整

理され、五大電力時代が始まる。甲州グループが育てた東京電燈、松永安左ヱ門

の東邦電力、福沢桃介の大同電力、中橋徳五郎の宇治川電気、山岡順太郎の日本

電力の五社である。昭和 11 年 12 月末の五社発電出力は傍系会社も含め 319 万キ

ロワットで全国の 60.8%、取り付け電灯数は 78% に達した。

　福沢は「電力王」と呼ばれ、松永は「電力の鬼」と呼ばれた。共に慶應義塾出

身で福沢諭吉から大きな影響を受けて電気事業を始めた。中橋と山岡は大阪商船

出身。福沢門下生と商船マンが五大電力の四社をつくり上げたのである。

1．福沢諭吉の電気論

○時事新報に連載

　福沢諭吉は、明治 26 年（1893）時事新報に『実業論』という社説を連載した。

その中で、「電気事業を興すべし」と説いた。

　「従前の機械に用ひたる動力は専ら蒸気のみにして、一切の作業社会を支配し

たることなれども、文明の進歩は蒸気に安んずるを得ずして、之に代わる電気を

以てし又電気を起こすに蒸気力を用ひいしものが、近来は水力を代用せんとする

に至りしこそ由々しき出来事なれ。西洋諸国にては水力電気の議論漸く頭角を現

して、既にこれを実用に試み又試みんとするもの甚だ少なからず。就中独逸及び



電気事業起業家と九電力体制

− 42 −

米国の如きは其率先者にして、今日まで試験に好結果を得ざるはなしと云う。当

初は瀑布等の水力を以て電気を起こすも、其起こりたるものを遠隔の地に導き移

すの法なきに困難したりしかども、学問上の工風を凝らして今は其困難もさり、

苟も爰に河の急流又は瀑布あれば、其水力を利用して非常の電気を起こし、電線

に伝えて数百里の遠方に移し、以て動力を発して機械を運転す可し、以て光を放

て暗を照らす可し、以て熱を起こして物を温め物を焼く可し。深山一條の瀑布を

捕らえて人間世界辺の実用をなさしむるものと云う可し。（略）

　我が国の河川は急流多くして船の運漕に便ならず、其河源の山々には無数の渓

流瀑布これを眺めて景勝には相違なけれども、人間の用を為さずといえども、其

瀑布に水車を仕掛け巧みに之を利用したならば、蓋し萬を以て計ふる馬力を生じ

て日本全国を動かすに足る可し、瀑布決して無用にあらず。（略）

　我が国所在の急流瀑布は最早や無用の長物に非らざるのみか天与の至宝にし

て、永く之を閑却せしむるは天与を空ふして人事を怠るものなり。殊に後進の学

者中には電気学に達して能く事に当たる可き人物も少なからざれば、実業に志し

ある人は決して之を軽々に看過ごす可からず。（略）

　日本にても一両年来多少の企なきにあらず。古河市兵衞氏の所有足尾銅山その

他にも水力電気を利用し、箱根の湯本温泉場にも同様の仕掛けにて電燈を点じ、

何れも好成跡を得たるよしなれば、実業界の有志者は決して怠慢す可き時節にあ

らず。世界の大勢より見て百年の後を思へば、欧州諸国の中瑞西（スイス）の如

き山国にて、交通不自由の為に十分の工業を起こすこと能わずして地形の打開け

たる他の国人に利益を占められたるものが、水力電気の一挙を以て利害を逆にし、

急流瀑布の天然力を得ずして石炭の火力のみに依頼するものは到底山国の工費の

廉なるに叶わずとて、百般の作業次第に山邊に集まる日ある可し。

　我が国の前途ますます多望なりと云う可し。電気の利用論は目下発達の最中、

日に月に面目を改めて人の耳目を驚かす其有様は、在昔蒸気力の利用を発明した

る時に異ならず。殖産社会に於いて実に至大至重の問題なるが故に、特に其大略

を記して読者の参考に供し、唯我国人をして世界の大勢に後るること勿らしめん

とするの微意のみ」

　福沢諭吉は 1 世紀以上も前に、電気の時代が到来することを予言し、急流の多
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い日本は水力発電を開発することで文明を開化し、工業を興し人々の生活を豊か

にできることを、説いた。そして、実業家は進んで水力開発をやるべし、と警鐘

を鳴らした。

　この社説が、全国に電気事業起業を巻き起こしてゆく。

○古川グループの創始者・古河市兵衛

　諭吉が新聞で紹介した古河市兵衞は、明治 23 年（1890）、日本で初めて動力に

使う発電所を足尾鉱山で造った。間藤電気原動所（= 発電所）だ。ちなみに日本

の水力発電の歴史では、最初が前述のように、仙台の宮城紡績が工場動力用に導

入した、水車を利用して 5 キロワットの発電機。これで 150 個の電灯も灯した。

明治 21 年（1888）7 月だった。明治 23 年 8 月に下野麻紡績所が 56 馬力竪軸水

車で 176 灯の作業用照明を水力発電したのが 2 番目、いずれも照明用だった。有

名な琵琶湖疎水の蹴上発電所は足尾鉱山の翌年 5 月に運転を開始している。

　古河市兵衛は天保 3 年（1832）京都で生まれた。幼名は木村巳之助。生家は造

り酒屋だったが、巳之助が生まれて間もなく家業が傾き父親は豆腐売りとなった。

巳之助も 10 歳をすぎると天秤棒をかつがされ豆腐を売り歩いた。豆腐を 300 文

売って儲けは 12 文。細ぼそとした商いだ。あるとき、前から来た籠と天秤棒が

ぶつかり、売り物の豆腐が粉々になった。明らかに籠の方に責任があるので、籠

の乗り主と籠かきに掛け合ったが、11 歳の子どもをバカにして弁償をしてくれ

ない。巳之助は泣く泣く粉々になった豆腐を安く売らざるをえず大損をした。

「先方は他人に迷惑をかけておきながら叱りとばして過ぎ行き、こちらは迷惑を

かけられながら黙って引っ込む。これは身分商売が卑しいからだ。こういうこと

をしていたら肩身の伸びることがない。世の中に出て名のある人になりたい」

　子供心に深く刻んだのであった。

　16 歳のとき盛岡で商売をしていた叔父のところに行くことになり、豆腐売り

で貯めたわずかな路銀で京都から盛岡まで歩いて向かう。最初は雲水と一緒だっ

たが福島の二本松からは 1 人旅となった。盛岡での仕事は高利貸しの取り立て。

3 日 3 晩居座って根負けした相手が返済に応じることもあった。その仕事ぶりが

鴻池屋盛岡支店の支配人の目にとまり、支店の手代となる。この店で取り付け騒
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ぎが起き、支配人や番頭が隠れてしまった。が、巳之助あらため幸助は 1 人で群

衆に立ち向かい騒ぎを収めた。

　こうした才覚が目にとまり、27 歳で京都井筒屋小野組の生糸買い付けをして

いた古河太郎左衛門の養子となった。翌年に古河市兵衛と改名する。生糸の取引

ではめきめきと腕をあげた。横浜や神戸の情報をいち早く集め、外国人との取引

も積極的に進め小野組に多額の利益をもたらし、大番頭になっていった。

　明治 5 年、小野組が秋田の鉱山開発に乗り出すことになり、市兵衛は鉱山経営

に携わる。2 年後、小野組が突如瓦解した。小野組は明治政府の公金を無期限無

利子で借りて産業振興に投資していたいわば国策投資銀行だった。が、明治政府

が突如、資金を引き揚げようとしたため自ら破産・整理せざるを得なかった。市

兵衛は私財をすべて投げだし無一文になった。

　小野組と取引のあった渋沢栄一が、それを見かねて新潟の草倉鉱山開発の話を

持ち込む。市兵衛は独立して鉱山業を始め、5 年間で産銅量を 10 倍にした。こ

の成功で足尾銅山開発の話が飛び込み、市兵衛は足尾の開発に乗り出す。江戸時

代からの鉱法を近代的に改め産銅量を増やしていった。市兵衛が買った年、明治

10 年の産銅量は 54 トン、14 年後の明治 24 年には 7550 トンと 140 倍にも増え、

足尾は日本一の銅山となっていた。

　そこへ電気の時代が到来する。

「電気は怪物だ。怪物が好む銅線をお客の所まで引いてやらないと明かりとして

使ってもらえない」。市兵衛は東京・本所に銅線を製造する工場をつくった。古

河銅は純度が高く電気事業者に喜ばれ、よく売れた。当時、鉱石から銅を精錬す

るのに 32 日もかかっていた。そのころアメリカで電気による精錬法が開発され

2 日で精錬できた。しかし、日本にはその電気が少なかった。足尾鉱山では毎日

100 束の薪を燃やして、蒸気機関を動力にしているという状態だ。市兵衛は秘か

に水力発電所の建設を考える。足尾に視察に来たドイツ・シーメンス社の技師が、

「水力発電所をつくり電気で精錬すべきだ」

　と提案、市兵衛は即座に決断、注文を出した。明治 23 年 12 月、400 馬力の間

藤電気原動所が完成、足尾の銅精錬と鉱山の動力や電灯に電気を供給した。続い

て電気精錬の大型工場と発電所を日光に建設することを決断、中禅寺湖の水を
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使った細尾発電所の建設を進めた。完成したのは明治 37 年で、市兵衛が 72 歳で

この世を去った翌年であった。

　古河市兵衛が起こした古河鉱業所の電気銅や電線部門が古河電気工業となり、

古河とシーメンスが富士電機製造を設立した。富士電機製造の電話と通信部門が

分離してできたのが富士通である。

2．「電力王」福沢桃介

○運動会で目にとまる

　品川の海が見える三田の丘の慶応義塾運動会。白いシャツで出場した学生の中

に、ただ一人、背中に絵が描かれたシャツを着た学生がいた。シャツの背には、

たてがみをなびかせ口を大きくあけて吼えているライオンの大きな顔。しかも後

ろ向きに走ってくる。まるでライオンが唸りながら走っているようだった。顔を

見ると、色白で鼻筋がとおっている背の高いイケメンの学生。

「あの人がいいわ」

と、来賓席で見ていた貴婦人がささやく。そばには着物に袴、靴をはいた若いお

嬢さんが立っていた。そんなことも知らない学生は、一生懸命走り抜けた。

　数日後、学生は恩師の家に呼ばれた。

「君、結婚する気はないか」。「嫁をもらうのですか」。「いや、養子の話だ」。「小

糠三升持ったら養子に行くな、という言葉もありますから……」。

「嫁をもらえばいいのだ」

「まだ若すぎます」

「ところで、君は卒業したらどうする」

「洋行して世界を見たい、と思っています」

「洋行する金はあるのかね」

「ありません」

「ここに金出してくれる親切な人がいる」

「その人は誰ですか」

「それは言えん。君が養子に行って嫁をもらう、と言わなければその人の名はい
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えない」

「何でもします。教えてください」

「じつは、塾長の福沢先生だ」

「冗談でしょう」

「いや、冗談ではない」

「それにしても養子ですか」

「福沢先生の男女同権論の一節に、新夫婦ができたら苗字を二つ合わせたらいい、

と書いてあった。たとえば中村と福沢なら中福か福中だ」

「私は岩崎ですから、岩沢としてください」

いずれにしても、桃介は洋行できるということで結婚は OK だった。

　話はすぐに福沢家に伝わり、明治 20 年（1887）1 月 29 日、19 歳で岩崎桃介は、

福沢家の養子になった。4 日後の 2 月 2 日、横浜港をリオデジャネイロ号で出発、

アメリカに渡る。

○あだ名は一億

　桃介は慶応 4 年（1868）武蔵の国横見郡荒子村（現・埼玉県比企郡吉見町）の

貧農の岩崎家の二男に生まれた。古墳時代の国の史跡として有名な『吉見の百穴』

のすぐ近くである。家貧しく下駄も買えず、桃介は、はだしで小学校に通った。

友達に笑われると、

「大きくなったら一億円の金持ちになる」

と豪語、『一億』とのあだ名がついた。が、神童の誉れが高く、支援者が現れ慶

応義塾に進ませた。そこの運動会で福沢諭吉夫人の目にとまって、福沢家の婿養

子となり、岩崎あらため福沢となった。

　桃介はアメリカへ行って、ニューヨークの商業学校に入学、卒業後ペンシルベ

ニア鉄道に入り米国の鉄道経営を学んだ。明治 22 年 11 月に帰国、すぐに諭吉の

二女房（ふさ）をやめ療養に専念、そこで始めたのが証券投資だった。桃介の相

場の才能は抜群で、日清戦争時の株価高騰局面で、1000 円の証拠金で 10 万円も

の利益を上げた。110 年後のアメリカの金融バブルでは、デリバティブで証拠金

の 30 倍の取引をしているが、桃介も現在のアメリカのウオール街が、顔負けす
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るくらいの株取引をやっていたのだった。

「株はあたかもビールをコップに注ぐようなもの。注ぐと泡が盛り上がって高く

なる。泡の盛り上がったところが高値で、これを過ぎると泡がなくなり水になっ

てしまう。泡が盛り上がらぬ水のうちに買わねばならぬ。泡が出来てから買った

のでは儲からない」

　と、株の極意を述べている。バブルが始まるころに株を買い、はじける直前に

売れば大儲けできる理屈を、まさに地で行った桃介だった。

　結核が治癒した桃介は、明治 32 年丸三商会を設立した。鉄道用枕木を北海道

から内地に売り、雑貨を中国へ輸出した。この会社に、塾の後輩で日本銀行に勤

めていた松永安左ヱ門を口説き落とし、神戸支店長として引き抜いた。桃介は得

意の英語で米国に 20 万円の枕木輸出の商談をまとめたところ、米側の信用調査

でつまずき同社は倒産した。

　桃介はもう一度、北海道炭礦鉄道に戻った。が、宮仕えを望まない桃介は北炭

をやめ、日露戦後の株式ブームでまた大儲けをする。再びバブルがはじけた後は

大損した相場師が多かったが、桃介は暴落前に手仕舞い 250 万円を手にした。当

時、最大企業の官営八幡製鉄所の建設費が 409 万円、桃介の手にはその 6 割に相

当するカネが残った。いかに多額かがわかる。二度もバブルを察知し、はじける

直前で売り抜ける、まさに桃介は天才的な投資家だった。

○電気事業の全国展開

　これを元手に様々な事業へ投資を開始した。桃介はいう。

「富者に対する反抗心が強く、金持ちになって金持ちを倒してやろうと事業界に

発心した」単なる相場への投資から、産業の発展にあわせて成長する会社への投

資に向かう。農場、鉱山、紡績、人造肥料、ガスなど新しくできる会社に投資、

株が高くなればすぐに売り抜き利益を上げた。やがて、桃介は電気事業に興味を

もち投資を集中するようになった。

　桃介が電気事業に進出するのは、明治 32 年（1899）、利根川水力電気の設立発

起人となり、利根川の水力発電所の建設願いを出したときだ。利根川沿岸を実

地に視察して地点を決めた。30 年後、浅野総一郎の関東水力電気によって建設
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された佐久水力発電所の地点だった。39 年には佐賀の廣瀧水力電気の大株主に

なり、41 年 7 月には豊橋電燈の整理を引き受け、ここに投資し取締役で入った。

11 月には高松電気の設立発起人にもなった。桃介も松永安左ヱ門も、恩師であ

る福沢諭吉の実業論に感銘、安左ヱ門が桃介に電気事業に投資を進めたのである。

　安左ヱ門は桃介と別れたあと石炭業で成功したが、株で大損しすっ裸になり大

阪で再起を狙っていた。そこへ桃介が訪ねてきて一献酌み交わす。安左ヱ門は福

岡に電気鉄道を建設する事業を考えており、桃介に出資を要請した。桃介が株式

の過半数を出資し明治 42 年に福博電気軌道（後の西鉄福岡市内線）を設立、桃

介が社長となった。安左ヱ門は獅子奮迅の働きで鉄道をわずか5ヶ月で6キロメー

トルの軌道を建設し、社長たる桃介の名をとどろかせた。

　桃介・安左ヱ門の慶応コンビによる、電気事業の全国展開がここから始まる。

桃介は、名古屋電燈を足がかりに木曽川の水力を開発、名古屋から大阪に手をの

ばし、大正 10 年、大同電力をつくる。桃介の長男福沢駒吉は矢作川水力電気、

天竜川電力などの中級電力会社を支配下におき、福沢桃介一門が、戦前のわが国

の電気事業の大きなシェアを占め、桃介は「電力王」と呼ばれるまでになる。弟

分の安左ヱ門は福博電気軌道を基礎に九州地域の電気事業を次々と吸収し、東邦

電力として電気事業を拡大していった。桃介は同社の相談役も兼務していた。

3．『電力の鬼』松永安左ヱ門　　

○アラスカを買い取る

　松永安左ヱ門は明治 8 年（1875）、対馬海峡に浮かぶ壱岐島、長崎県壱岐郡石

田村で生まれた。祖父の初代安左ヱ門が一代で事業を成功させ、京阪神地方との

交易や、酒造業、呉服・雑貨・穀物の取り扱いや水産業などを手広く営んでいた。

三代目の安左ヱ門の幼名は亀之助。ガキ大将として不自由ない少年時代を送った

が、よく本を読んでいた。12、3 歳の時には、

「米国に渡って大実業家になりアラスカ州を買い取って、日本人が活動できる舞

台をつくってやろう」

　と考えていた。もっとも興奮して読んだのは福沢諭吉の『学問のすゝめ』で、
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慶応義塾に入ることを心に決めていた。が、父や祖父は家業を継がせようと東京

行きを許してくれない。松永はハンガーストライキを 4 日間もがんばって親の許

しを得た。明治 22 年（1889）15 歳の時、壱岐を出て東京に向かう。自分の家の

持ち船で神戸に出て、汽車で東京に向かった。壱岐から 1 週間の道のりだった。

　3 年後、父が 38 歳の若さで急死、安左ヱ門は慶応を休学し、三代目安左ヱ門

を襲名、家業を継いだ。翌年、日清戦争が起こり上海貿易などで利益を上げた。

が、安左ヱ門には東京への夢が断ち切れなかった。早稲田に行っていた弟を呼び

戻して家業を継がせ、再び慶応に戻る。21 歳の秋だった。ここで福沢諭吉に会う。

安左ヱ門は諭吉の朝の散歩に同行、多くのことを学んだ。散歩のお供に八歳年上

で諭吉の娘婿の福沢桃介もいた。

　卒業まで 1 年余になったとき安左ヱ門は福沢諭吉に、

「早く社会に出たい」

と相談する。

「その気持ちなら社会に出て働くがいい。しかし、役人や銀行員、会社員にはな

るな。月給取りはつまらんから実業人になれ」

と、中退を許可してくれた。三井呉服店（現在の三越）の入社試験を受けたが落第、

福沢桃介が日本銀行に入る話を持ってきた。営業部為替課に配属されたが、銀行

員に飽きたらなかった。1 年後に桃介がきて、

「銀行など君の柄ではない。僕といっしょに仕事をやろう」

と、安左ヱ門を桃介の丸三商会に誘った。

　25 歳の安左ヱ門は神戸支店長として貿易を始める。が、桃介が 1 年で丸三商

会を閉めてしまった。そこで、東京へ帰り桃介邸で居候となった。すると、桃介

が 500 円の銀行小切手を持ってきて、

「これで神戸にもどり何かやろう」

という。

「よし、わかった。やろう」

安左ヱ門は神戸に戻り、福沢桃介の福と松永の松をとって福松商会を設立、石炭

の商売を始めた。
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○結婚式当日に出張

　安左ヱ門は 30 歳で結婚することになった。が、式の当日は、それまで最大の

石炭取引契約を大任炭鉱と結ぶ日だった。調印が終わると相手側が、

「今夜はヤマに泊まってゆっくり飯を食っていったら」

といった。

「いや結婚式だから帰る」

と最終列車で下関まで帰り、式を挙げた。

　石炭価格は戦争や炭鉱事故などで乱高下した。安左ヱ門は大儲けをするが、相

場に手を

出す。結婚 3 年後、株が大暴落となり安左ヱ門は破産した。おまけに自宅が火事

で焼け、住む家もなくなる。幸い電話の権利だけが残り、これを売った金で灘の

呉田の浜に小さな家を借りて引っ込んだ。1 年後、友人が訪ねてきてコークスの

販売を進めた。大阪瓦斯がガスを採った石炭ガラであるコークスの捨て場に困っ

ていた。コークスは火力が強く、一般の家庭用コンロでは、コンロが壊れてしま

うのである。安左ヱ門は工夫して専用のコンロを開発して家庭用燃料としてコー

クスと売ることを考えた。縁日などでは、芸人を使って宣伝した。

　この商売が軌道に乗ったころ、桃介がまた訪ねてきた。

「佐賀と名古屋で水力電気を、岡山で鉱山を手がけている。また一緒にやらないか。

地方で成功して東京に攻め込もう」

という誘いだ。

　安左ヱ門は秘かに福岡で市街電車事業をやる計画をもっていた。明治 43 年

（1910）に福岡で九州沖縄の博覧会が開かれることになり、市街電車計画が浮上

していた。桃介と安左ヱ門は、前述のように福博電気軌道を設立、桃介が社長に

安左ヱ門が専務に就任した。桃介が買収した佐賀の廣瀧水力電気の監査役を安左

ヱ門がしていたが、経営が思わしくなかったため安左ヱ門は九州電気を設立して、

同社を吸収合併させる。翌年、福博電気軌道は博多電燈と合併し博多電気軌道に

なった。その翌年、同社に九州電気を合併させ九州電燈鉄道に社名を改めた。安

左ヱ門は常務だったが同社の実権を握っていた。この年、安左ヱ門は桃介と糸島

電燈、佐世保電燈を設立、九州に電気事業を拡大してゆく。
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　大正 9 年（1920）までに九州電燈鉄道は、糸島と佐世保のほか唐津軌道、七山

水力電気、大諫電燈、津屋崎電燈、宗像電気、長崎電気瓦斯、馬関電燈、久留米

電燈、長府電燈、彦島電気の事業を譲り受けたり吸収合併をし、長崎から佐賀、

山口県にかけて事業を拡大したのである。

4．大同電力

○桃介名古屋に乗り込む

　名古屋電燈は、丹羽清五郎が名古屋藩士の士族を食わせるためにつくった会社

だったが、経理の不正問題などで株主と会社の間で紛争があり、三井銀行の名古

屋支店長が、裁判所の指令で会社の経理事情を調査していた。支店長の調査では、

すぐれた経営者が出れば健全な会社になるとの結論に達し、慶応義塾の後輩であ

る桃介に、投資を要請した。

　桃介は、明治 42 年の初めから株を買い始め、6 月末には 5390 株を、翌 43 年

には 1 万 20 株を買い占め、筆頭株主となった。そして桃介は 43 年 1 月に取締役、

5 月に常務で入る。6 月浜田電気を設立、9 月に九州電力取締役と全国的に電気

事業を展開してゆく。

　桃介は常務になると名古屋電力の買収に乗り出し、10 月に名古屋電力を吸収

合併した。

　名古屋財界にはよそ者を仲間にいれない風土があった。

「福沢は名古屋電燈を乗っ取りにやってきたらしい」

「彼は何者だ。単なる相場師ではないか」

「法螺ばかり吹いているが、まじめに会社を経営する心などあるはずがない」

「そんな奴に名古屋の由緒ある会社を荒らされてたまるものか」

名古屋財界人は、口々に桃介反対論をぶった。

「相手がその気なら、株を売り逃げして東京に戻るか」

桃介はそんな考えになり、11 月に名古屋電燈常務を辞めてしまう。

　だが、頭にこびりついて離れないものがあった。それは木曽川であり、常務を

辞める一月前に吸収合併した名古屋電力であった。
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　名古屋電力は、明治 37 年に名古屋財界人が木曽川の水力を利用して発電する

会社として設立した。39 年に岐阜県知事から水利権の許可が出て、八百津発電

所の工事を始めた。だが、日露戦争後の不況で資金が集まらず、工事の技術も未

熟で、発電所の建設は進まなかった。これをみていた三井銀行名古屋支店長らが、

桃介に支援を求めてきたため、桃介が名古屋電燈に吸収したのだった。

　桃介が狙っていたのが、同社が持つ木曽川の水利権。

　常務を辞めてすぐ、木曽川発電所株式会社を設立、新事業の端を開いた。翌

44 年 3 月に四国水力電気、浜田電気、野田電気の社長に就任、45 年 6 月には九

州電燈鉄道相談役、10 月には佐世保電燈社長に就任した。

「桃介は、どうも相場師ではないらしい。全国的に電気事業を展開しているのを

みると、やはり名古屋も桃介にまかせるべきではないか」

　という意見が、名古屋財界に起こり、常務を辞めて 2 年 2 ヶ月後の大正 2 年 2

月に、再び名古屋電燈の常務に迎えられた。そして翌 3 年 12 月には社長になる。

桃介は、社長になるや『五戒十則』を定めて役員や社員の意識改革を行い、武士

の商法を改めた。

    一、我々の享くる幸福は、十万需要家の賜なり。

    二、我々は寸時も、需要家の恩恵を忘却すべからず。

    三、需要家の主張は常に正当なり。懇ろに応接すべし。

    四、故障を絶対に予防し、需要家に満足を与うべし。

    五、時間と労力は貴重なり。最も有効に使用すべし。

    六、其日になすべき仕事は、明日に延ばすべからず。

    七、細事も忽（ゆるがせ）にするなかれ。一物も損なふなかれ。

    八、議論と形式は末なり。実益を挙ぐるを本とせよ。

    九、不平と怠慢は健康を害す。職務を愉快に勉げめよ。

    十、会社の盛衰は吾々の双肩にあり。協力奮闘せよ。

　これが、『五戒十則』である。「消費者を大事にし、よく意見を聞け」など、現

在の企業経営では当たり前だが、百年前の企業経営では画期的なことであった。

桃介の真剣な経営に、名古屋財界も桃介を信任する空気になった。

　桃介を社長に迎えた背景の一つは、余剰人員の整理だった。桃介が常務をやめ
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たあと景気が悪くなり、名古屋電燈の経営は悪化、人件費を削減して経営を立

て直すことが急務だった。桃介のところに、支配人が人員整理案をもってきた。

1300 余人いる従業員の約 1 割を首切る計画で、各部署が秘密調査をして、102 人

の首切りリストを社長のところに持ってきたのであった。だが、桃介は整理案を

受け取ったままで、いつまで待っても決済しなかった。部下が催促しても何もい

わない。社長が決済しないのだから何も進まず、日が経つうちに整理案は実行さ

れなかった。桃介はあとで部下にこういった。

「俺は困ることはないが、泣きつかれると断り切れないのに、自分でも困ってし

まう。この間の人員整理問題のとき、親しい友人の紹介で仕方なしに会った女房

がいた。いま主人に会社をやめられたら家中食べてゆかれません、と、苦しい家

計をさらけ出して泣いて訴えられたのには、まったく弱ってしまった」

「首を切らずに何とか経営をうまくやっていくよう努力する」

というのが、桃介の本心だった。桃介は人員整理をやめて電気の売り上げ拡大を

ねらう。お得意の花柳界に扇風機を売り込み、電気の消費を拡大した。売り上げ

が落ちれば、すぐに派遣社員を切る安易な 21 世紀の日本の大企業の経営者に、

桃介の言葉を聞かせたいものだ。

○木曽川開発は別会社で増田次郎に

　桃介は前々から木曽川の豊富な水量と急流に注目、暇を見ては自ら木曽川を上

り現地を調査していた。

「石炭はいつかは尽きる。石炭の利用が高まり値段も上がってきた。石炭は有限、

水は無限だ。水というホワイト・コールを使えば常に安定した値段で電力が供給

できる」

桃介は木曽川発電所株式会社を設立、木曽川の水力開発に取り組む。

　ある日、桃介は後藤新平を訪ねた。

「名古屋電燈の株を買い経営権を握った。木曽川の水利権があるので木曽川の水

力開発を進めたいが、いい人材はいないか」と桃介。後藤が「増田次郎というこ

まめな男がいま遊んでいる」と話すと、「ぜひ、欲しい」と話が進んだ。

　後藤は増田に「福沢桃介を訪ねろ」と、伝えた。増田が丸の内の桃介の事務所
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を訪ねる。「よく来てくれました」。桃介は増田を待っていた。「木曽川の水力開

発をやりたい。それには、君の力を借りたい」。「ぜひ、やらせて下さい」。桃介は、

その場で増田の就職を決めた。増田は 38 歳だった。　増田の電気事業の人生が

始まる。

　それまでの増田の半生は、波乱に富んだものだった。明治元年（1868）静岡の

清水港近くの農家の次男に生まれた増田は、13 歳で葉茶屋に丁稚奉公に出され

た。3 年後、店の経営がおかしくなり増田は実家に戻り農業に。が、20 歳のとき

父の借財の形に田畑を取られてしまう。働きながら外国語を学ぼうと東京に出た

が、10 ヶ月で父が病気になり故郷に帰った。米相場で生活費を稼ごうとしたが

失敗、静岡市に出て印刷屋を始めた。ところが、大火に見舞われ借金だけが残っ

た。そこで、母や弟を叔母に預けて妻と家出、妻の知り合いの伊豆・松崎の料理

屋に住み込んで働くことになった。増田はまじめな性格で、帳場から食材の仕入

れ、料理まで仕切るようになり、2、3 年もすると村の働き者として評判になった。

県会議員の推薦で小学校の書記となり、すぐに村役場の書記にスカウトされた。

巡察にきた郡長に、「気転が利く」と目にとまり郡役所に。郡役所に入ると独学

で文官試験を受け合格、正式の行政官となった。増田 30 歳。

　郡長は、台湾総督府民生長官の後藤新平と親交があった。郡長は後藤に呼ばれ

台湾の土地調査局事務官として赴任することになり、増田を連れて台湾に渡った。

増田は樟脳専売の事務を担当。苦労人の増田が人に好かれ頼りにされたのを、後

藤が見ていて秘書に抜擢した。以後、増田は後藤と行動を共にする。後藤が満鉄

総裁になると満州に渡り満鉄総裁秘書に。後藤が逓信大臣兼鉄道院総裁になると、

増田は鉄道院副参事になり秘書官となった。後藤が大臣を辞めると増田も官僚を

辞めた。桃介が増田を電気事業に引き込んだのはこのときだった。

　後藤新平は逓信大臣として水力開発の重要性を考え、省内に臨時水力調査局を

設け全国の水力地点を調査させた。桃介が名古屋電燈の株買い占めを始めたのは、

名古屋電燈が木曽川と矢作川の水利権を持っていたからだった。後藤の増田派遣

は、後藤自身の水力開発への関心と重なっていたのである。

　桃介は、名古屋電燈を電灯と電力供給事業にしぼり、水力開発と電気製鉄の事

業を行う会社を別会社としてつくる。大正 7 年（1918）に設立した木曽電気製鉄
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である。名古屋電燈の電気製鉄製鋼事業と、木曽川と矢作川の水利権を同社に移

管した。桃介は名古屋電燈の社長をやめ、木曽電気製鉄の社長に専念、木曽川開

発に集中する。大正 9 年には木曽電気興業と社名を改める。福沢が社長、増田が

常務となった。

○桃介、名古屋から大阪へ

　増田が最初に取り組んだのが御料材搬出問題。伊勢神宮は 20 年ごとに新しい

社を造って遷宮する。その材料は古くから木曽の御料林から切り出した。ダムが

できると御料材を筏で運べなくなる。

「水力発電所などもってのほか」

という反対論だった。増田は帝室林野管理局や地元の反対派と根気よく話し合い、

ダムを建設する替わりに御料材を搬出する森林鉄道を敷設することで話をまとめ

た。これにより賤母水力発電所（出力 1 万 6300 キロワット）を着工、大正 8 年

から送電を開始した。

木曽川の水力開発が進むにつれ、桃介は電気を大阪と京都に送る大阪送電株式会

社を設立、後藤も常務で入った。

　矢作川串原発電所、木曽川賤母発電所、大桑発電所、須原発電所、読書発電所、

大井発電所などを次々と建設した。木曽川の水力開発が成功すると、名古屋地域

だけの消費では余力が出た。

　桃介は大阪への送電を考える。京阪電鉄と手を結び、大阪へ送電する大阪送電

を大正 7 年に設立、関西への電力供給を開始した。そこへ京都や大阪へ電力を供

給する日本水力が事業に行きづまった話が持ち込まれ、大正 10 年（1921）に木

曽電気、大阪送電の 3 社を合併させて大同電力とし、桃介が初代社長となった。

名古屋電燈とともに、桃介は中部と京阪の電気事業を制覇したのであった。

「小異を捨てて大同につく」

という言葉からとった社名という。増田が常務に座る。大同電力は木曽川に 9 カ

所の水力のほか、矢作川に 11 地点、日本水力から受け継いだ九頭竜川の 4 地点

を加えて、五大電力の一社として発展してゆく。

　大正 12 年（1923）関東大震災が起きたとき、大同電力による木曽川の開発が
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最高潮に達していた。工事自体には地震の影響はなかったが、地震後に金融がひっ

迫、工事資金の借入計画が狂ってしまった。桃介は外債の発行を計画するが、実

務は増田が行う。増田を副社長に格上げし増田をニューヨークに派遣、25 年に

外債 1500 万ドルの借り入れに成功した。翌年 2850 万ドルの外債を発行、国内の

資金をたよらず木曽川開発が進んだ。

　東京への進出も計画、大正 14 年木曽から東京への送電線を建設して東京電燈

に 4 万キロワットを供給することになった。その際、「大井川をはさんでお互い

に進出しない」との紳士協定を東電と結んだ。

　昭和 3 年（1928）、桃介は増田に社長を譲った。大同は、設立時から電気の小

売りはせず卸専門の会社としてスタートした。増田は社長になるとこの方針を変

更、小売り進出を計画した。大同は京浜地域に供給権を持っていたが、東電との

紳士協定で使わなかった。昭和 5 年大同が京浜地域で小売りを始めると、東電が

電力連盟に裁定を持ち込み、大同が小売りを断念する見返りに、東電が大同の送

電線を使いさらに電気を買い増し値上げを認めることになった。裁定では、東電

の独占を認めない方針が出され、将来、大同が京浜に進出できることになった。

増田の狙いは当たった。昭和 9 年には大阪電力を吸収合併して大阪で小売りを開

始した。

　昭和 11 年（1936）の 2・26 事件をきっかけに、電力国有化の動きが出る。増

田ら五大電力の社長は揃って反対運動をするが軍部の力が強く、国家総動員法の

成立とともに電力管理法ができ、全国の電力会社は国策会社の日本発送電株式会

社に一本化されることになった。昭和 14 年、日本発送電が設立されたさい、初

代総裁に増田が指名された。増田の温厚で粘り強い性格が政府や財界に支持され

たためだ。

「私は学問も知識もなかったが、後藤氏にも福沢氏にも誠意をもって接してきた」

と増田だが、「増田氏の無力が大きな力だ。その無力さには刃向かいようもなく、

反感も持ち得ない」と、当時の電力業界首脳が語っている。　

5．東邦電力
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○東京・丸の内に本社進出

　福沢桃介は一方で、名古屋電燈を奈良市の関西水力電気と合併させ関西電気と

社名を変え、桃介が社長に就任した。そして大正 12 年、関西電気は九州電燈鉄

道と合併する。新会社の社名は新聞で公募し、東邦電力となった。関西電気社長

の福沢桃介は相談役になり、社長は九州電燈社長の伊丹彌太郎を据え、松永安左

ヱ門は代表取締役副社長となった。新社長といえども松永の雇い人同様で、新会

社は事実上、松永と福沢の会社だった。松永は、東邦電力の本社を東京に置くこ

とを株主総会で提案した。同社の事業地域は九州、中国、関西、名古屋で、西日

本のはずである。しかし、松永は本社を東京・丸の内に置き、同社の首脳部を東

京に移転させることを決めた。松永が東京進出の決意を固めていたからである。

　合併後 1 年で松永が社長になり、東邦の全権を握った。

「第一次大戦で、わが国は工業化が進み、電気事業では動力用電力の比重が電灯

を上回るようになった。東邦電力になったころがちょうど電気事業の転機にあっ

た」と、安左ヱ門は『私の履歴書』で東邦電力誕生のころを語っている。そのこ

ろ安左ヱ門は、新聞に次のように寄稿した。

「動力時代になると、大資本の下に大規模の大経営となし、広大な範囲で連携を

構成し、大容量の電力を数 100 マイル隔てた地方に授受しなければ、低廉良質の

電気を供給できず、産業の興隆に弊害を生ぜしむる。従って、集中統一・相互連

携に基づく大経営にならざるをえない」

　これが、東邦電力が東京に進出する大義名分だった。安左ヱ門は、東邦電力発

足の翌年の大正 12 年に、大日本送電株式会社創設案を発表した。東京・名古屋・

大阪・神戸間を 22 万ボルトの送電線でつなぎ、これに東北・関東・北越の水力

を入れ、火力の多い関西と水力の多い関東をつないで各地のピーク差を利用、電

力を有効に融通して供給する計画だ。安左ヱ門は、財界の有力者に賛同を求める

が、積極的な財界人は少なかった。

　安左ヱ門は、関東大震災で本社が倒壊、帝国ホテルに仮事務所を置いていた東

京電燈の若尾璋八副社長を訪ねた。

「震災後の復興をお手伝いしたい。この際、送電連携に加わり、東京市街から電

柱を一掃し、地下に配電線と変電所を設けたら」と進言した。が、若尾は「電気
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事業には興味がない。政界で総理になるつもりだ」と愛想がなかった。

「そのころの東京電燈は、政治資金捻出の会社に使われ料金は高く経営は放漫、

消極的で非難の声高く、電気事業の責任を果たしていなかった。そこで私は東京

進出を計画した。私の手で事業を統一したい野心もあった」

と安左ヱ門は記している。

○東電・東力戦争

「東京進出となると一種の戦争である。まず戦略体制を整えることから始めた」

と安左ヱ門は、早川電力に狙いを定めた。早川は、静岡、山梨両県に 7 つの水力

発電所をもち横浜、川崎と東京の南部に供給権を持っていたが、震災で経営が苦

しくなっていた。早川と同額の資本金を東邦が出資し早川興業という会社を設立、

これと対等合併させた。そこへ安田財閥が、東京の東と北部に供給権をもつ群馬

電力の資本の肩代わりを申し入れてきたので、これを手に入れ、大正 14 年、早

川と合併させて東京電力をつくった。そして鶴見に 3 万 5000 キロワット二基の

火力発電所を建設して、水火の合理的運営を目指す。続いて大井川電力、上毛電

力と提携、田代川水力、静岡電力を吸収合併した。郡山電燈とも提携、猪苗代湖

の水利権も手に入れる。大正末の東京電燈の総出力は 57 万キロワット、東京電

力は計画を入れて 65 万キロワットなり、互角の勝負が可能な態勢ができた。そ

れから東電・東力戦争と呼ばれた熾烈な販売合戦が展開された。

　東邦電力の東京進出部隊である東京電力が、本格的な送電を開始したのが昭和

2 年（1927）1 月 1 日、南葛飾・江東地区の工場への営業活動が効を奏し、東力

は東電のシェアの 3 割をとった。東電は月に 2 日の休電日があったので、東力は

休電日なしと 3 割安で営業を開始した。これが江東工業会や南葛工業会などに受

け、ほとんどの工場が東電から東力に切り替わった。大口の東京市電や鉄道省、

東武鉄道も東力から買うようになった。電灯も東電より安くしたので、東力に切

り替える需要家が続出した。値下げ競争で、朝晩で需要家がくるくる変わる。朝、

東京電力が東京電燈から値下げで需要家を奪うと、その晩には、東京電燈がまた

値下げして切り替える。配電工夫が現場で鉢合わせして、大立ち回りになり、血

の雨が降ることもあった。
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　東力の殴り込みで東電の株価が暴落、資産株の王者といわれ 140 円もしていた

東電の株価が 1 年で 11 円まで値下がりしてしまった。

「このままいけば両社が倒産してしまう」

　驚いたのは東京財界。三井銀行の総帥・池田成彬が先頭に立ち、松永に東京電

燈との合併を申し入れた。進出の年の暮れだった。松永と親しい小林一三東電取

締役も活躍、激戦は 12 月で停戦、翌昭和 3 年 4 月に東京電燈と東京電力が合併

する。合併比率は 10 対 9、新社名は東京電燈となった。三井は東電のメーンバ

ンクで、同じ安田銀行の総帥・結城豊太郎とともに東電の行く末を心配し、安左

ヱ門との終戦を呼びかけたのだった。

　池田は松永安左ヱ門を「財界の共産党」と呼んだ。池田らは、安左ヱ門と親し

い財界の重鎮・郷誠之助と阪急グループの総帥・小林一三を、合併会社の社長と

副社長に据えたが、安左ヱ門は単なる社外取締役にしかしなかった。

　

　安左ヱ門の東京進出は、東京財界の力に押され東京電燈との合併で終止符を打

つ。新会社の社長にもなれず安左ヱ門の心には敗北感が残った。

「とうとう電力の天下は取れず、向こうは金融・電力の連合軍。衆寡ついに敵せず、

ぼくの負けとなった。負け惜しみで言うのじゃないが、戦というものは勝っても

負けるものだ。無理して勝つより上手に負ける方がなんぼいいかも知れない」

　東電の 50 万株の大株主となった安左ヱ門だが、首都決戦は心の奥深くに刻み

込まれた。『東京電力』の社名が、23 年後に復活するのである。

　安左ヱ門は昭和 3 年、東邦電力の社長に就任した年、『経済往来』に「電力国

営反対論」を発表した。

「産業が国営化されれば自由な起業家精神は失われてしまう。わが国のような小

資源国こそ産業の基礎を自由主義に置くべきで、電気事業を国営にしてはならな

い。すでに国有化された電信電話や鉄道などもふたたび民営化に戻すべきである」

という趣旨である。

　しかし、戦争への足音とともに電気事業国有化の動きは急で、昭和 14 年に電

力管理法による日本発送電ができた。安左ヱ門は 16 年に東邦電力社長を辞める
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と、武蔵野の雑木林の奥にある山荘に隠遁してしまった。

　　　　　　　　　　

　福沢桃介は、昭和 3 年、60 歳になると実業界引退を声明、多くの電力会社社

長を辞めた。昭和 13 年に 70 歳で死去したが、直前に家族に残した言葉は、時代

の先を見通すものだった。

「ヒットラーは、いまに失敗するよ。軍部の奴らは分からない連中ばかりだ。日

本を滅ぼすのは軍部で、いまにソ連とアメリカが手をつないで、日本を攻めてく

る」

　太平洋戦争が始まる 3、4 年前の発言で、この予言通りになった。

6．宇治川電気

○三派でしのぎを削る                 

「琵琶湖から流れ出る水で電気を起こす」

関西で電力事業に携わる事業家なら誰もが考えることだった。

 京都市が琵琶湖の疎水工事で発電所をつくり発電に成功して以来、民間から琵

琶湖流水の水力開発の計画が相次いだ。

　明治 27 年（1894）8 月、京都と大阪の財界人四名が資本金 1000 万円の宇治水

電株式会社をつくり、京都府知事に発電用水路を建設して発電する許可を出願し

た。大阪電燈社長の土居通夫、京都電燈社長の大沢善助らである。淀川上流で発

電した電力を、大阪と京都に送電する計画だった。

　2 年後の 29 年、東京の財界人 4 人が、資本金 650 万円で宇治周辺に水路を掘

削し発電する宇治川電力株式会社の設立を、京都府知事に提出した。「京阪派」

に続いて「東京派」の出現だった。

　さらに 2 年後の 31 年、こんどは滋賀県の実業家 134 人が資本金 800 万円の琵

琶湖運河株式会社を組織し、発電用水路の掘削などを京都と滋賀の両知事に出願

した。「滋賀派」の登場である。

　琵琶湖の水力開発は、京阪派、東京派、滋賀派の三派が競願、県に対する猛烈

な働きかけ運動が展開された。このため内務省が出てきて三派を調整したが、な
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かなか進まない。明治 34 年に三派を合同させた会社を設立することで合意し、

翌年、三派はそれぞれの会社設立の出願を取り下げ、資本金 1250 万円の宇治川

電気株式会社の設立を出願した。これを内務大臣が決済し京都、滋賀両県知事が

許可したのは明治 39 年（1906）だった。最初の出願から 12 年かかって、後に五

大電力のひとつに数えられる宇治川電気が創立されたのである。

「（東京、京都、大阪）三府及び滋賀県有志者発起の宇治川電気株式会社は、各派

合同で出願したるのものなるが、その設立を許可せられたり。琵琶湖の流水を利

用し、4 万馬力の電力を発する予定にて、水力電気としては本邦大地第一なり」

と同年 3 月 18 日付けの東京朝日新聞が伝えている。

　だが、問題は新会社の社長を誰にするかであった。三派が 10 年近くもしのぎ

を削ったので、三派の中から社長を出すのは難しかった。一度は大阪府知事に決

まりかけたが、それでは新会社のナンバーツーが事実上の社長になるので、それ

が問題となった。7 ヶ月たって大阪商船の社長として名声を上げていた中橋徳五

郎を担ぎ出すことに成功した。10 月 25 日、やっと会社の創立総会が開かれ、中

橋が社長に就任した。

○環境問題に取り組んだ中橋徳五郎

　中橋徳五郎は翌日から精力的に動き出した。中橋が苦心したのは幹部の人事

だった。技師長に石黒五十二を口説く。石黒は東大卒業後、英国に留学、ロンド

ンの会社に入りアレキサンドリア港の水道工事やサハラ砂漠の灌漑事業や鉄道橋

梁工事を経験、当時の日本では土木界の最高権威であった。人事の次は水路の決

定。三派の三案があったが測量の結果、京阪派の案が採用された。

　用地買収では、中橋は買収係に農民の格好で行くよう指示した。縞の着物に紺

のパッチ、わらじ履きで竹の皮に入れた弁当を風呂敷に包み首から下げる。行き

先の家では、かまどの前に座り込み、主人と焚き火しながら話を進めていく。用

地買収は百年前から現在まで同じ手法である。

　環境問題も起きた。宇治は古い歴史を持っており、平等院を代表とする洛南の

名勝として昔から観光地だった。宇治川の東側にある仏徳山の西腹に調整池を築

造し、水圧鉄管六本を敷設して麓の発電所に水を落とす宇治発電所。これに対し、
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「古い樹木を伐採し、風致上も問題だ」

と地元の反対意見が強くなった。知事も容易に発電所建設の許可を出さなかった。

　中橋は林学の専門家を集め、調整池と鉄管を建設した後の風致保存計画をたて

させた。切り取った山地には土砂を埋め立て木を植える。鉄管の周囲にも木や草

を植え遠くから見えないようにする、などである。着工から 6 年後の大正 2 年

（1913）に完成。その 2 年後には樹木が育ち、全山が緑で覆われるようになった。

中橋は、山奥の隧道工事現場にもしばしば訪ねていった。牛肉の缶詰とビールが

みやげで、当時流行し始めていた蓄音機も差し入れした。

　創業時の営業担当は、日曜祭日も休まず毎日高いところに上って、町並みを眺

めていた。煙突から煙が上っているところを見つけると、自転車で駆けつけて電

気を使ってもらうよう交渉する。西の方で煙が上がっているので、駆けつけてみ

ると火葬場だった、などということもあったという。

　中橋は明治 42 年（1909）に渡米しナイアガラの水力発電などを見学し帰国後、

水力発電会社社長として、意見書を発表した。

「20 世紀において、電気は電灯や電話だけでなく工業の動力や電気化学に利用さ

れ、人生を豊かにし富源を開発する力を持っている。これまで世界各国は石炭を

発電に使ってきたが、石炭は無尽蔵ではなく、これからは水力を大いに使うべき

だ。しかし、わが国では水利権を設けただけでこれを放任し活用していない。国

は水利制度を改革し、水力に適する地点を調査して水利台帳を作り、企業に開発

を計画させて、官民上げて水力開発を進めるべきである。わが国が水力国として

絶好の天然資源を持っており、これを工業に応用すれば、輸出を増やせるばかり

か、国内の生産拡大で輸入も防止できる。農業にも動力を使えば生産が増える。

電気に関する法令や制度を制定し、電気局を政府に設けて、一元的に進めるべき

である」

大要、このような意見書だった。

　明治 43 年には社長兼務のまま 50 歳で政界に進出、大阪市会議員に当選した。

45 年には衆議院議員に当選、大正 7 年には 58 歳で原敬内閣の文部大臣に就任し

た。これを機会に宇治川電気社長を退任、政治の道に集中した。昭和 2 年には田
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中義一内閣の商工大臣、6 年には犬養毅内閣の内務大臣となった。

　中橋は、文久元年（1861）、加賀藩士の 5 男として金沢で生まれた。小さいこ

ろから寺子屋で読み書きを学び、小学校ができると 10 歳で入学した。小学校か

ら石川県立英語学校に入学、石川県師範学校、大阪専門学校を経て東京帝国大学

法科大学に進んだ。卒業後、横浜始審裁判所判事試補、農商務省特許局審判官、

法制局参事官、逓信省会計局長などを経て逓信省鉄道局長で退官、38 歳で大阪

商船社長に就任した。大阪商船では難局にあった同社を立て直し、5 年間で保有

船舶を 65% も増やした。官界、財界、政界と各界で活躍、昭和 9 年 72 歳で逝去

した。

7．日本電力

○宣伝とマスコミ対策̶̶山岡順太郎

　　　有電源而有産業

　山岡順太郎は好んでこう揮毫した。電源あって初めて産業が発展する、という

意味だ。大正 8 年（1919）、53 歳の山岡は、

「日本の産業発展のために電気が不足している」

と、産業界から電力業界に飛びこんだ。62 歳でなくなるまでのわずか 10 年間に、

わが国初といわれる多くの電気事業を成し遂げ、日本水力を五大電力の一社にま

で育て上げた。

　山岡は慶応 2 年（1866）、金沢の鉄砲組屋敷で生まれた。父親は鉄砲組長。維

新後の家禄奉還で一家は小さな長屋へ移らざるをえなかった。小学校卒業後、医

学校に入るが、

「医者は自分に向いていない」

と 1 年余でやめ、14 歳で政治結社の少年組に入り、市内を演説して歩いた。征

韓論などにかぶれていたのである。17 歳のとき東京の陸軍士官学校入学を志し

上京する。金沢から名古屋まで、わらじ履きでゴザをかつぎ 6 日かかって歩いて

いった。足が棒のようになったため、なけなしの金をはたいて横浜まで船で渡っ

た。東京では金沢出身の儒学者石埼少州の家に転がり込む。その直後、金沢から
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父親の訃報が届いた。が、金がなくて帰れない。何日も部屋で泣いていた、という。

　演説も漢文も得意だったため、士官学校の一次試験は難なく受かった。二次試

験の直前、木の上で本を読んでいた山岡はまっ逆さまに落ち足を骨折、二次試験

に行けず陸士の夢は水泡に帰した。石埼塾では塾頭格で過ごし、19 歳のとき茨

城県の収税属に就職した。正義派の山岡は、不正な納税者を見つけると容赦はし

なかった。このため暴力事件をでっち上げられて告発され裁判に持ち込まれたが、

無罪となる。7 年後、郷土と石埼塾の先輩である中橋徳五郎の引きで逓信省に移っ

た。財務課出納係員から主計係となったが、中橋が鉄道局長から大阪商船社長に

天下りしたので、39 歳の山岡も同社に入り文書課長となった。

　大阪商船で山岡は大活躍をする。内航部長のとき、目をつけたのが、そのころ

はひなびた所だった別府温泉。大分県知事に別府に商船の桟橋をつくるよう要請、

桟橋ができると外国から大型船を買い、関西と別府を結ぶ瀬戸内航路を開いて、

関西から観光客を送り込んだ。山岡は大勢の新聞記者を別府に招待、自ら案内し

た。

『世界の公園瀬戸内海』

『天下の楽土別府温泉』

　キャッチフレーズを考え宣伝した。別府航路は大成功、2 日に 1 便だった航路

は 1 日 2 便に増えた。鹿児島、沖縄にも航路を伸ばし、記者を招待して記事を書

かせる得意技で内航業務を拡大した。

　この能力が買われ大正 3 年（1914）に、大阪鉄工所の社長に抜擢された。個人

会社だった大阪鉄工所が株式会社になったのを機に、大阪商船から送り込まれた

のである。ここでも商才を発揮する。欧州で戦争が起きたと知るや 1 万 2000 坪

の用地を買収、新工場をつくり造船受注に備えた。案の定、第一次世界大戦で船

が逼迫し注文が殺到、3 年後には、三菱造船と川崎造船を追い抜き日本一の造船

会社となった。後の日立造船である。

　第一次世界大戦で日本は好景気に沸き、産業界は急成長した。ところが電力が

不足、供給が追いつかなかった。大阪では戦争の末期になると停電が多くなった。

大正 8 年には大阪では停電がひんぱつ、工場の操業が何度も止まった。7 月にな

ると停電は 1 日おきになり、半日も停電する日も出てきた。工場は大打撃を受け
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るようになった。

　すでに大阪商業会議所会頭になっていた山岡は、日本電力株式会社の設立を考

え、自ら創立委員長になる。この年 12 月に会社が誕生、山岡が社長に就任した。

手始めに飛騨川の開発を始め、関西電力（当時の小さな会社）のもっていた水利

権を買い取り、大正 13 年に瀬戸発電所（2 万 7000 キロワット）を完成させた。

続いて神通川も開発、14 年に蟹寺発電所（4 万 5000 キロワット）が運転開始する。

13 年には黒部川の水利権を買い取り、水力開発を始める。昭和 2 年に黒部最初

の柳河原発電所が完成（5 万 4000 キロワット）した。

○アルプスの水力を東京、関西に長距離送電

　山岡の電源開発は、送電網を同時につくることだった。富山から大阪にいたる

300 キロもの送電線と、黒部から東京を結ぶ 290 キロ送電線を建設、日本アルプ

スの急流で発電した電力を東京や大阪に送った。15 万 4000 ボルトの送電網もわ

が国初めてで、柳河原発電所は東京向けの 50 サイクルと関西向けの 60 サイクル、

どちらでも発電できる装置をわが国で初めてつけた。大正 13 年には尼崎火力発

電所（5 万キロワット）を完成させ、水火併用発電の先鞭をつけた。

　昭和に入ると、政治家や電気事業者の間に、電力国営事業論が浮上してきた。

山岡は新聞や雑誌で、国営論に反対する意見を発表し続けた。

「国営を主張する論にもいろいろあり、発電所だけ国営にするものから、電気事

業全体を国営にするものまでもある。表面に出ている国営の理由は、

 ①送電線を連絡統一できる

 ②二重投資を防げる

 ③国家の財源を増やせる

というものである。送電線の連絡統一は、国営でなければできないことではなく、

民営でもできる。二重投資の問題も、投下資本が能率よく使用されればよいので

ある。国家の財源を増やすといっても、国営になれば能率が低下し、民営より収

入が得られるかどうかは疑問である。国営になれば税金がないから、一見電気の

生産原価が低くなり、国営の能率がいいように見えるが、この税金は誰かが払わ

なくてはならず、国民の利益を増進するものではない。国営になれば電気料金が



電気事業起業家と九電力体制

− 66 −

安くなるというが、国営は利益を得ることを目的としないので能率が落ち、料金

値下げにはならないだろう。国営では生産費を低下させる改良は行わない、関係

者が失敗の責任を回避するためにあえて発明改良を試みないからだ。国営の事業

は沈滞し事業が政争の具になる。民営は設備を充実し新機械を投入して原価を安

くする。民営は創意工夫をするが国営はしない。だから、国営は民営より高くなる」

という論旨だ。

「氏は生来、酒を飲まなかった。タバコも吸わず女色も近づけない。飲むもの食

べるものすべてこだわらず、恬淡、自然のままであった」

と山岡順太郎伝の著者は綴っている。逓信省時代から、石川県出身の学生を養成

する育英社の運営に参加、大阪商業会議所会頭時代に関西大学に関係するように

なり後援会長、総理事、学長を務めた。　

　山岡は、黒部から東京への送電線が完成した 10 ヶ月後の昭和 3 年 11 月に、突

然、病気で亡くなった。

○桃介の大阪進出で兄弟げんか

　日本電力は、宇治川電気が 10% の株を持ち、宇治電の常務が日電の専務に、

日電の山岡社長が宇治電取締役を兼務する、いわば兄弟会社として発足したが、

すぐに兄弟げんかが始まる。それは、福沢桃介の大同電力が大阪に侵入してきた

ことが原因だった。

　宇治電に電気を供給していた日電と、宇治電では、

　　① 宇治電が需要家に電気を高く売ったときは、日電から高く買い、安く売っ

たときは安く買う、スライド料金制とする。

　　② 日電は、宇治電の供給区域内に宇治電の承認なしには電気を直接販売しな

い。

という、宇治電有利の契約を結んでいた。

　福沢は「木曽の水で大阪の灯を」をロマンとして、大正 12 年に大同電力が大

阪電燈の一部の事業を買収し、大阪市内に電灯や電動機を売り込み始めた。大阪

電燈に電気を供給していた宇治電は翌年、大同電力との間で妥協策を結ぶ。

　　①宇治電が大同から最大 16 万 5000 キロワットの電気を買う。
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　　②その代わりに、大同は大阪市内で電気の小売りをやらない。

という約束。

　困ったのは、宇治電に電気を供給していた日電だった。新しい発電所をつくっ

ても電気が売れない。そればかりか、宇治電に安く買いたたかれてしまう。

「こうなったら、親会社か兄会社か知らないが、紳士協定を破り、小売りを拡大

するしか、道がない」

と、京都方面に進出する行動に出る。日電は、宇治電の得意先である京都電燈管

内で、小売りを始めた。当惑したのは、京都電燈。

「今まで、宇治電から買っていた電気を減らし、日電から最大 3 万キロワットの

電気を買うから、京都の管内では小売りをしないでほしい」

と、タオルを投げてきたのである。

　そこで、日電は、宇治電に対し、

「もう、電気を買っていただかなくても結構です」

と、最後通牒を発して、契約を破棄した。大正 14 年 8 月だった。宇治電 4 代目

の社長である林安繁は怒り狂った。

　林も中橋や山岡と同じ金沢の出身。明治 34 年に東京帝大を出て大阪商船に入

社、神戸支店長から、中橋にスカウトされ宇治川電気に入った。

　宇治電の林社長は、日電の副社長も兼務していた。大正 15 年、宇治電は、日

電に派遣していた全役員を引き上げ、日電株も売却してしまう。

 これをきっかけに、日電は関西各地に進出、京都、大阪、神戸に、14 万 8000 キ

ロワットを供給、うち 6 万 1000 キロワット直接販売することに成功した。

○日本電力、名古屋から東京に迫る̶̶池尾芳蔵

　日電の拡大戦略を推し進めたリーダーは、池尾芳蔵だった。池尾は明治 11 年

滋賀県草津町で生まれ、東京帝大卒業後、逓信省に入る。入省 3 年で住友製鋼所

に入社、経理をやっていた時に中橋徳五郎に見込まれ、大阪商船の会計課長になっ

た。日本電力ができると、山岡に誘われ常勤の専務で入った。日本電力の創立総

会で池尾は、

「日本電力は、宇治川電気から分かれた会社だが、私はこの会社はただの電力会
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社にとどまっていてはいけないと考えています。大阪はもちろん、神戸、京都、

名古屋、東京のような大都市に直接、電気を供給する権利を獲得し、自ら市場を

獲得せねばなりません。そしていつの日にか、電気事業の業界をリードする立場

にならなければならないと思います」

産声を上げたばかりの会社としては、大言壮語に等しかったが、池尾はまさにそ

の道を歩んだ。

　宇治川電気、大同電力、大阪電燈、京都電燈と交えた闘電は、すでに記したが、

池尾は名古屋で松永安左右ヱ門と渡り合う。

　大正 12 年 8 月、日本電力は、名古屋市内を含む愛知県下で、50 馬力以上の需

要家に対する電力供給権を獲得した。日電は、社を上げて需要家獲得に取り組む。

松永の東邦電力はスタートしたばかりで、松永の目は東京進出に向かっていた。

東邦は地元の名古屋で虚をつかれた形になった。松永が気がついた時には、1 万

キロワットを超える需要が日本電力に食われていた。松永は思案した。

「当面の目標は東京攻撃だ。名古屋で日本電力を防戦すると両面作戦になる。で

きたばかりの東邦電力では、攻撃と防御の闘いは無理だ」

そう考え、秘かに小林一三に仲介を依頼する。

　その結果、

　①東邦電力は 10 年間、1 万キロワットを購入する。

　②日本電力は、東邦電力の既契約先を侵さない。　

　③日本電力がすでに供給している、東邦電力管内の需要はそのまま認める。

という協定になった。日本電力対東邦電力の闘電は、日本電力の勝利となった。

　名古屋進出を成功させた池尾は、東京を狙う。黒部川水系の電力を東京に送る

15 万ボルトの送電線建設と東京地区への供給権の許可を申請した。大正 14 年、

東京送電線の建設は申請どおり許可され、供給区域は豊多摩郡の一部だけ認めら

れた。

　東京への足がかりをつかんだ池尾は小田原から攻める。昭和 3 年、小田原電気

鉄道の株を買い、日本電気に吸収合併した。この沿線に電灯や電力の販売を開始

し、隣接する相武電力を合併した。この結果、日電の電気供給区域は箱根から小

田原、神奈川県の西部、中部地域、鎌倉から三浦半島、東京府下の南多摩郡まで
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広がった。

　東京送電線が完成した昭和 3 年、山岡死去の後、池尾が社長に就任する。翌年、

日電は既に認可されている豊多摩以外の東京地域の供給区域を申請、南葛飾、南

足立、横浜市鶴見区の百馬力以上の供給権を獲得した。

　日本電力は、まず東京市電との間で 5000 キロワットの電気を供給する契約を

結んだ。その後、3 万 5000 キロワットまで供給する契約に拡大する。鉄道省に

も 2 万キロワットの電気を供給する大口契約をとった。

　100 馬力以上の需要家には個別も訪問でアタック、東京電燈と契約している需

要家を値引きで獲得、わづか1年で7万キロワットもの需要家を東京電燈から奪っ

てしまった。東邦電力の東京進出会社東京電力との闘電に疲れきっていた東京電

燈が、日本電力の攻勢を再び迎え撃たねばならず、東京電燈の経営は悪化した。

　金融界が見るに見かねて中立ちし昭和 6 年 8 月に和解が成立した。

　　①既契約は相互に尊重する。

　　②新規需要家には双方が折半して電気を供給する。

　　③公平な料金を協定する。

　　④需給の過不足を双方で調整し、細目を協議する。

　池尾の殴り込みは、東京電燈から 7 万キロワット以上も奪う勝利となった。

　その後、因幡水力電気や山陽水力電気も傘下に納め中国地方にも進出、関東、

中部、関西、北陸に電気事業を拡大していった。昭和 5 年には払込資本金が 1 億

円を超え、昭和 12 年の供給能力は、自社発電が 49 万 2000 キロワット、購入電

力 29 万 8000 キロワットで、計 79 万キロワットを販売するまでになった。

○カルテルから国有化へ

　五大電力の激突は各地で起こり、「電力戦争」と呼ばれた。昭和 2 年の金融恐慌、

昭和 4 年の世界恐慌で産業界の電力需要が急減、電力会社の設備は過剰となり、

販売競争はますます激しくなる。昭和 6 年には金輸出再禁止で円が暴落、電力各

社は外債の元利払い金が急増、無配に落ちる会社も出てきた。この情勢で、国家

統制の意見が政府内に強くなる。　この動きに対応して五大電力社長会は、昭和

7 年 4 月、電力連盟を結成、競争を緩和する協定を結んだ。
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「事業の統制をはかり、競争による二重設備を避け原価を低下し消費者の便宜を

はかり、共存共栄の実を挙げる」

が、連盟結成の目的で、

　①連盟各社は、既契約需要家を尊重し、競争を避け二重設備をしない。

　②連盟各社は、供給区域内で販売料率などを協定する。

　③ 連盟各社は、重複供給区域内で未開業のものは整理し、今後新たに重複供給

区域を出願しない。

　④連盟各社は、相互に電気を融通し、設備の共用、電気の振りかえを実行する。

　⑤  5000 キロワット以上の発電所の建設、5 万ボルト以上の送電線と変電所の

建設は、連盟各社の協定による。

など、が主な規約となっており、価格や設備のカルテルを結んだのである。

　しかし、軍部の力が強くなると、電力国有化の動きがさらに頭をもたげてくる。

二・二六事件直後の昭和 11 年 6 月、閣議に電力国営案が提示された。池尾芳蔵・

日本電気協会会長をはじめ五大電力社長らが、反対運動に立ち上がるが、昭和

13 年 3 月に「電力管理法案」や「日本発送電株式会社法案」などが国会を通過し、

五大電力は解体され一つの発送電会社と九つの配電会社に集約されてゆく。

8．甲州グループが育てた東京電燈

○甲州グループの乗っ取り

「金儲けのためには発明か株。株は将来性のあるものを買え。それは『明かり』と『乗

り物』だ。この先、時世がどう変化しようとも、この二つは盛んになるとはいえ

衰えることはない」

　若いころ若尾逸平から言われた言葉を、根津嘉一郎は生涯忘れなかった。根津

の一生は、株とあかりと乗り物で貫かれる。

　平成の株買い占め屋は、買い占めた後、高値で引き取らせ暴利をむさぼる。ホ

リエモン、村上ファンドが平成の代表的な連中だが、最後には検察のお世話になっ

ている。海の向こうのアメリカの買い占め屋は、バブル崩壊で百年に一度の危機

をつくった。が、戦前の日本の経営者は、ただ株を買い占めるだけでなかった。                            
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　根津は、万延元年（1860）山梨県東山梨郡正徳寺村（現在の山梨市）の豪商の

次男に生まれた。寺子屋に通ったあと父の稼業を手伝い、17 歳のとき東山梨郡

役所の書記になった。郡役所の書記にあきたらない根津は、21 歳で家出し東京

に向かった。東京で陸軍士官学校に入学しようとしたが入学年齢を過ぎており、

漢学塾に入って 3 年間勉強した。母が病気になり急きょ山梨に戻り、病弱な兄に

替わって家業を引き継ぐ。幼名・栄次郎を嘉一郎に改め、家業を拡大していった。

　そのころ、自由民権の嵐が吹き荒れており、根津も政治への関心を強めた。山

梨にできた峡中改進党に入党、村会議員、郡会議員、県会議員に当選した。県議

を 1 期やったあと村長にまつりあげられ、笛吹川が豪雨で決壊しそうなとき、切っ

てはいけないとされてきた鎮守の森の大木を何本も切り落として決壊を防いだ。

　根津は家業を拡大し有信貯蓄銀行を設立するなど、29 歳で県内 2 位の多額納

税者になっていた。1 位の納税者は若尾逸平。根津より 40 歳ほども年上だが、

行商からスタートし生糸や蚕糸で財を築いた。製糸では新しい機械の考案もして

いる。

　あるとき根津は若尾に呼ばれ、そのとき聞かされたのが、冒頭の言葉である。

それから根津は、東京電燈と馬車鉄道の株買いを始める。家督を根津に譲った兄

は、東京に出て病気の療養を続けながら株と土地で暮らしていた。しかし、株で

大損をし親の資産を減らすばかり。嘉一郎 36 歳のとき、村長を辞め兄に再び家

督を譲り、自分は東京に出る。

　東京で根津は兜町通いを始めた。日本郵船株などを信用で買いまくったが、日

清戦争後の大暴落で莫大な借金を抱えた。それでも根津は音を上げなかった。若

尾がバックにおりさらに東京電燈の株に買い向かった。若尾グループの東電持ち

株は過半数を超え、明治 28 年（1895）、甲府の第十銀行頭取をしていた佐竹作太

郎を常務として送り込む。明治 30 年 10 月には、若尾グループが買った東電株は

1 万 3437 株となり、総発行株数 2 万株の 3 分 2 になってしまった。そこで明治

32 年に佐竹が社長に就任、甲州グループが経営権を握った。「甲州財閥の東電乗っ

取り」といわれた株買い占めであった。
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○賄賂を突き返す

　このとき、根津は監査役で東電に入った。明治 34 年に根津は常務となり、東

電の経営に辣腕を振るう。常務になるとすぐに千住の火力発電所に向かった。そ

こではカロリーの低い常磐炭を焚いていた。しかも値段が高い。根津が調べると

石炭係は業者から賄賂をもらって購入していることが分かった。これを摘発、カ

ロリーの高い北海道炭や九州炭を購入、発電単価を大幅に引き下げた。そのさい、

納入業者から命を狙われ、部下が負傷。また、業者が根津に高価な骨董美術品を

賄賂として持ってきたが、これを突き返し東電の賄賂体質を一掃した。

　このころ東京市内には、もう一つの電気事業会社・品川電燈があり、品川周辺

や麻布、赤坂、京橋、四谷、麹町、本郷、小石川の各区や豊多摩郡に供給してい

た。だが、設備が古く停電が多く東電から電気を買っていた。根津は品川電燈の

社長に合併を申し入れるが断わられる。そこで、得意の株買い占めを始め、合併

でなく株を買い占めて東電が買収してしまった。

　根津は、東京電燈の株と同時に東武鉄道や甲武鉄道、九州鉄道など乗り物株も

買っていた。東武鉄道は明治 32 年営業開始で、東京の北千住から埼玉県の久喜

までの 40 キロの区間。沿線の織物や米などを運ぶのが狙いだったが、安い水運

との競争で赤字続き。『東武空ら引き鉄道』といわれた。このため経営陣や株主

間に対立が起きた。根津は調停者に頼まれ、三菱財閥系の主流派と中小株主の反

主流派の間に立つが、主流派が強引で調停ははかどらない。そこで反主流派が根

津を役員に担ぎ出し、明治 38 年（1905）4 月に東武鉄道取締役に推され、1 ヶ月

後に専務、5 ヶ月後に社長に就任した。

　東武の社長になった根津は、抜本的な合理化を進めた。三菱本社内にあった本

社を車庫の一隅に移し家賃を 10 分の 1 に引き下げた。社長室にベッドを入れ小

便が赤くなるまで心血を注ぎ合理化を進めた。私用の手紙は自分で便せんを買っ

てきて使った。厳しい倹約で経営が黒字になり、銀行の借入金を返し始めると、

東武が念願だった利根川の鉄橋建設の資金のめどがつくようになった。資本の倍

額増資を成功させ利根川鉄橋を完成、群馬県の館林、太田、伊勢崎など繊維工業

の街に路線を延ばし、もう一方では栃木県の観光地日光まで開通させていく。根

津は東京市内の路面電車にも手を伸ばした。市内には東京馬車鉄道、東京市街鉄
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道、東京電気鉄道が鼎立していた。根津は馬車鉄道と市街鉄道の株を買い集めて

おり、市街鉄道の取締役だった。3 社の合併は念願だったがはかどらなかった。

そこで、根津が株買い占めによって圧力をかけ、明治 39 年、3 社を合併させ東

京鉄道（後の東京都電）とし取締役になった。

　東武鉄道の社長に就任してから、根津は東京電燈の取締役として残り、役員の

人事権などを持っていた。大正 14 年、東電社長の若尾璋八が、東電に資材や機

材を納入するトンネル会社をつくった。これを知った根津は「重役が私腹を肥や

すのは株主の利益を蹂躙するものだ」と反対論を開始した。

　若尾璋八は根津が世話になった逸平の女婿。明治 6 年生まれ。東京法学院（現

在の中央大学）卒業後、若尾銀行の東京支配人となり、東京電燈に入った。常務、

副社長を経て、大正 12 年（1923）に社長、しかし、東京電燈の役員のまま甲府

市区より、衆議院議員に立憲政友会から立候補、大正 6 年から 3 期当選。その後、

貴族院議員となり、昭和 2 年から 28 年まで議席を持った。

　若尾は、政治にかかる金を東京電燈から調達しているといわれた。

　正義派の根津は、師匠の娘婿といえども容赦しなかった。根津は銀座で若尾派

に糞尿をかけられるが、ひるまずこのトンネル会社を解散させてしまった。東京

電燈は、太平洋戦争直前の電力国有化で解散するまで、甲州人の社長が 5 代も続

いた。根津も 40 年以上、取締役を続けた。

　根津は、明かりと乗り物のほか、ビールや生命保険、デパートなどの事業にも

進出、旧制中学と高校を一緒にした武蔵高校（現在の武蔵大学）をつくった。儲

けた金は骨董美術品の収集に力を入れ、国宝、重文など 1 万 2000 点をすべて財

団に寄付している。昭和 15 年、79 歳で死去。　　

○再建のエース

　大正 12 年の関東大震災後の不況に続き昭和恐慌も始まり、電力会社の経営は

苦しくなった。当時の「五大電力会社」のひとつ、東京電燈は、社長の若尾璋八

が政治活動資金に多額の会社の金をつぎ込んでいると見られ、経営は火の車だっ

た。東京電燈の主力銀行である三井銀行の総帥・池田成彬は東京電燈の立て直し

をはかる。池田が再建のエースとして白羽の矢を立てたのが、関西の実業家・小
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林一三だった。

　小林は、明治 6 年（1873）山梨県韮崎の酒造と絹問屋の商家に生まれる。1 月

3 日に生まれたので一三と名づけられた。生後間もなく母が病死し、婿養子だっ

た父が離縁され二歳で家督を相続、叔父によって育てられる。一五歳のとき韮崎

を出て東京に向かう。鰍沢まで歩き富士川を船で岩淵まで下り、汽車で新橋に出

た。慶応義塾に入学、在学中は小説を書いていた。地元の山梨日日新聞に、東洋

英和女学院の学長の夫が殺された事件を題材にした連載小説を掲載したが、麻布

署に犯人との関係を疑われ調べられる。その後、上毛新聞にも連載小説を載せ、

都新聞に入社しようとしたが挫折、慶応卒業後、明治 25 年、20 歳で三井銀行に

入社した。しかし、

「銀行には興味が持てなかった」

と自伝で書くように、出社せず最初はぶらぶらする毎日だった。半年後、大阪支

店に転勤、ここで池田成彬を知る。大阪ではソロバンと帳簿を覚え、花柳界での

遊びも覚えた。名古屋支店、東京本店で預金、貸し付け、調査などの業務を歴任、

三十四歳のとき大阪に新しくできる証券会社の支配人になる話があり、三井銀行

を辞めて大阪に向かった。が、到着のその日から日露戦争後の大暴落が始まり、

証券会社設立は不可能となり、浪人の身となる。そこで阪鶴鉄道の監査役に推薦

されたが、四ヶ月後に阪鶴鉄道は国有となり、監査役を辞めざるをえなかった。

○松永安左ヱ門と手打ち

　続いて、新しくできる箕面有馬電気軌道の専務になる話があり、小林の一大転

機となった。専務に就任しても鉄道の計画があるだけ。小林は資金集めから鉄道

敷設事業をせねばならなかった。沿線を歩いて見るとのどかな田園ばかり。小林

は、鉄道に乗せる客を新たに生み出すための方策を思いつく。鉄道とともに沿線

の宅地開発を始めた。それだけではない。明治 43 年箕面に動物園を、翌年宝塚

に新温泉を開いた。動物園では子ども博覧会、宝塚では婦人博覧会を開催して人

を集める。豊中には野球場をつくり全国中学野球大会を始めた。そして宝塚温泉

には劇場をつくり大正 3 年宝塚少女歌劇団を創設して定期公演を開始した。小林

のアイデアと実行力は抜群で、広告のパンフレットも考案して配らせた。鉄道は
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阪神急行電鉄（現・阪急電鉄）と改名、路線を延ばすとともにデパートやホテル

経営も始める。さらに同電鉄会社は電気事業にも進出、猪名川水力電気を吸収合

併したり、今津発電を創立した。小林の経営手腕は東京にも伝わり、田園都市開

発や荏原鉄道の経営にも参画するようになる。宝塚少女歌劇も東京に進出、帝国

劇場で公演された。

　池田成彬が小林一三を東京電燈の立て直しに引っ張り出したのは、かつて自分

の部下だったのと、電鉄での経営手腕を高く評価していたからだ。昭和 2 年（1927）

小林は、東京電燈の取締役営業部長に就任すると、まず社内の合理化を進めた。

営業部を三課にスリム化し余剰人員を削減した。役所的官僚風の社内をお客様本

位に改め、料金徴収のさいポケットに着服している不正なども続々と摘発した。

　翌年、副社長になると、敵対関係にあった東京電力の吸収合併を実現させ、過

当競争を無くした。小林は東京電力の親会社である東邦電力の松永安左ヱ門と、

旧知の仲でもあった。箕面有馬電気軌道の路線を延長する際、小林は慶応の後輩

である松永に大阪市の議員対策を頼んだ。このとき賄賂を贈ったとされ、小林と

松永が逮捕された過去があった。

　小林は、余剰電力を消化するため昭和肥料（後の昭和電工）を設立する。電気

で肥料をつくり食糧増産と電力消費を進めるためだ。東京電燈の資金を調達する

東電証券の立て直しも進めた。小林の活躍で東京電燈の経営は目に見えて良くな

り、昭和 8 年には社長に就任する。社長就任後も信濃川や猪苗代湖、富士川の水

力開発を進め、アルミ精錬の日本軽金属を設立した。松永が、

「電力事業は私の方が経歴が古く長いが、小林君はわれわれが考える以上のこと

をわずかな間にやり、東京電燈を窮状から立ち直らせた。いかに事業手腕がすぐ

れていたかが分かる」

と語っているほどだ。

　小林は、東京電燈の社長を辞めたあと昭和 15 年に商工大臣に就任したが、電

力国営化に反対して 8 ヶ月余で辞任した。戦後は、東宝社長として映画や宝塚歌

劇の振興に力を入れた。昭和 32 年、84 歳で亡くなった。　　

　

Ⅲ　日本発送電と電源開発会社
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1　東條巡視

○灯火管制の建物二棟

　昭和 19 年 2 月のある晩、9 時ごろ、東京・新橋田村町の関東配電玄関前に一

台の乗用車が停まった。戦時中の東京市内は灯火管制で真っ暗。車から降りた 3

人が、つかつかと玄関から入ろうとした。「誰だ」。玄関脇に立っていた守衛が大

声を出した。「東條だ」。特有のかん高い声が響く。

「東條だけでは分からぬ。住所と職業を言え」

「総理大臣東條英機だ。夜間視察のために来た」

守衛は驚いて敬礼をし、玄関の扉を開けた。

「ご苦労」。東條は関東配電本社の中に入り、建物の中を一回りした。関東配電本

社は、建物の中央に入り口があり、廊下が右と左に別れている。目に見える電灯

の数も少なく、周りに光が漏れないように布をかぶせてあり、灯火管制を見事に

実施していた。暖房は石炭によるスチームではなく電熱器を使っており、人のい

なくなった建物には暖かみはなく、真冬の寒さだけが凍り付くように感じられた。

「おおむね良好。守衛も軍人精神が徹底している。たのもしい。これでなくては

いかん」と言って、車に乗って去った。

　次に向かったのが、後楽園わきの建物。東條が玄関から入ろうとするが、守衛

はいない。廊下の隅と階段の上り口に裸電球がついていた。灯火管制中の外から

入ると、裸電球がやけに明るく見えた。天井の高い関東配電本社に比べて天井の

低いバラック建て。管制布をかぶせてあっても直射する下に漏れる明かりが目に

つく。奥のボイラー室に行って手を当ててみた。まだ暖かみが残っている。人の

気配に気づいた宿直の職員が出てきた。

「このボイラーは暖かいようだが」

「はい。昼間焚いていますので、その余熱かと思います」

「石炭はどこから持ってくるのか」

「軍需省から暖房用として配給されたものです」

と答えた。
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「電気が足らんというのに電気の元締めの日発が、貴重な石炭を発電用に使わな

いで暖房用に使っているとは何たることだ」

と、東條は不機嫌な顔をして日本発送電本社を出ていった。

○備蓄は 5ヵ月のみ

　太平洋戦争は昭和 16 年 12 月 8 日の初戦で、日本軍が真珠湾を攻撃し、アメリ

カ太平洋艦隊の主力と空軍の多くを破壊した。が、アメリカは経済力と産業力

で艦艇や航空機を短期間のうちに製造、半年後の 17 年 6 月のミッドウェー海戦

で日本軍を敗退させた。18 年になると日本軍は、ガダルカナル島のからの撤退、

山本五十六連合艦隊司令長官の戦死、アッツ島守備隊玉砕と、戦況はますます

苦しくなる。18 年初めには、石油、石炭、アルミニウム、鉄、銅などの備蓄は、

戦力を保持するとすれば 5 ヵ月ほどしかもたない状況となった。艦船や航空機は、

アメリカ軍によって撃沈されたり撃ち落とされたりしたため、補給が急務となっ

た。18 年 11 月には農林、商工、鉄道、逓信省を廃止して、軍需、農商、運輸通

信省に再編成され、東條首相が軍需相を兼務した。軍需省には、総動員局、航空

兵器総局、鉄鋼局、化学局、燃料局、電力局などが置かれた。

　18 年から 19 年にかけての冬は寒く、渇水が続き水力発電の供給も期待できな

かった。発電用石炭も、若い炭鉱労動者の入隊による労働力不足で、供給が極端

に減っていた。火力発電所の発電機も老朽化し、フルに動かない。政府は電力制

限を実施していた。軍需工場は軍部から「戦闘機を早くつくれ」とせかされるが、

材料のアルミニウムが電力不足で思うように生産できない。戦闘機の生産は軍部

の計画通りにいかなかった。軍需相でもある東條は電気局長を呼び、

「これは重大問題だ。何とかならないか」

と、問いただす。

「政府として打つべき手は打っておりますが、何ともなりません」

電気局長は水力事情と石炭事情を詳しく説明した。東條は、黙って聞いていただ

けだった。その夜、公邸から巡視に出た。

　東條は首相官邸の公邸に住んでいたが、暖房用の石炭もガスも電気も使わず、
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書斎と応接室だけに特別なストーブを使っていた。そのストーブの燃料は、東條

自ら調達した。東條のところに来る私信の袋や手紙、不要になった紙、それに官

邸の庭に落ちている松葉などを集めて丸め、薪代わりに焚いていたのである。東

條は有名な寒がりやで、現役軍人時代は、トイレが寒いといってトイレにストー

ブをつけていたほど。その東條が、寒さを我慢して暖房燃料を節約しているのは、

自ら国民に対して耐乏生活を強いていたからである。

　関東配電と日本発送電を不意打ちに視察した東條は、翌朝一番に電力局長を呼

んだ。

「君は、昨日の会議で発電用の石炭が足りないから、電気の生産ができず電力制

限をしていると言ったようだが、間違いないか」

「はい、その通りであります」

「そんなに石炭が不足しているのに、君の監督している日発では、電灯をこうこ

うとつけ、暖房も夜中まで焚いているが、どういう理由か」

「そんなはずはないと思いますが……」

「自分は昨夜、その現場を見てきた。こんなことで戦争に勝てると思うか」

「総理の仰せですと、日発はけしからん、と考えます。早速、調査して御報告申

し上げますから、しばらくご猶予をお願いいたします」

かん高い声で怒鳴られた電力局長が退室した。

　東條は、その後の閣議で前夜の査察の話をした。

「自分の監督下にある国策会社が、かような不始末をしたことは、責任大臣とし

てまことにあいすまない。諸官に対し深く陳謝する」

　絶対の権力を持つ東條が閣議で頭を下げたのを見た閣僚は、何もいえず自分た

ちも頭を下げるだけだった。

○新井総裁、総理に謝らず

　電力局長は、自室に戻ると、日本発送電の新井章治総裁に電話をして話を聞い

た。新井は、

「昨夜、東條総理が突然にわが社を訪問なされたとの報告は、昨夜、すぐに聞き
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ました。建物には 3000 灯の明かりがありますが、夜間は保安上必要な最低限の

80 灯をつけています。その 80 灯も外部に光が漏れないようにしています。ボイ

ラーは暖房用ではありません。食堂の飯炊き釜用です。石炭は、軍需省からその

目的で割り当てられていた粗悪炭を焚いており、発電用に使えるような石炭では

ありません。そんなこともあろうかと思いましたので、今朝、出勤途中に官邸に

寄り総理秘書官に会って巡視の御礼を申し上げておきました」

「いや、総理はカンカンに怒っている。こうなると、事実がどうだという問題で

はない。謝らなければおさまらない。とにかく役所に来てほしい」

　新井は、電力局長室に出向いた。局長は新井に、東條がこの問題を閣議にもち

出したことも伝えた。

「新井さん。とにかく相手が悪い。総理に謝りに行っていただきたい。事情はあ

ろうが曲げてお願いする」

が、話を聞くうちに新井は、腹がたってきた。

〈東條という男は、なんという小物なのか。閣議で芝居がかった仕種で自分の監

督不行届を装って各大臣に説明し、支配者ぶり強権をもて遊ぶ化け物だ。金輪際

謝るものか〉

そう、思った。

「局長のお話はよくわかりました。しかし、私は何も悪いことはしておりません。

東條総理には謝りに行きません」

「いや、このご時世。東條総理がどんな力を持っているか、ご存じでしょう。新

井さんが腹に据えかねているのはわかりますが、ここで謝りに行っていただけれ

ば、八方丸く治まります。総理もあれだけ怒った手前具合が悪いでしょうから、

とにかく陳謝の形をとって下さい。お願いします」

「お言葉ですが、私は行きません。私が悪ければ首を切っていただいても結構です」

　新井は、独裁者東條に対し、いわば命をかけてしまったのである。

　軍需省から帰ると、電力局長から依頼された友人たちから、

「東條に謝りに行け」

という電話がかかった。また、やってきては新井を説得するものもあった。だが、

新井はガンとして動かなかった。軍需省内には軍人も多く、日発の社員に会うと、
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「新井はけしからん奴だ。早く新井の首を持ってこい」

と怒り、社員は本社に帰って新井に報告する。新井は、

「せっかくのご所望だから差し上げたいが、忙しくて持って行く暇がない。ご足

労ながらこちらに取りに来て下さい、と言え」

新井は腹をくくっていたのだ。

 

　しばらくして東條が電気協会に来ることになった。電気協会が飛行機の模型を

つくって子どもたちに見せていることを聞いた東條が、

「見に行きたい」

といって来たのだ。電気協会会長は新井。新井が東條を案内して説明せねばなら

ない。新井は、終戦後このように語っている。

「飛行機の模型をつくって学校の子どもに見せていた。軍人連中も見に来ていた

ので、東條も軍需大臣として見に来ることになった。私は会長として責任上立ち

会わねばならない。きまりが悪かったが立ち会うことにした。東條が一応模型を

見終わったあと、部屋に通してお茶を 1 杯出した。その席で何とか言わねばな

らぬ。立って一応挨拶をした。しかし、3、4 ヵ月前の問題にはいっさい触れず、

電気協会会長としてあいさつをした。向こうも私の顔を見なかった。見るのを避

けているようだった。見たくないような顔をしていた。何も言わず、帰りに 500 円、

協会に寄付すると言って置いていった。それで終わった。それっきり。そんな悪

いことをしたつもりはない。悪いことをしたなら腹も切らなくちゃならぬが、そ

んなつもりはなかった」

○尾瀬の水源を買収     　　　

　新井章治は、明治 14 年（1881）、埼玉県大里郡大麻生村（現・熊谷市）の豪農

の家に生まれた。地元の小学校から不動岡中学に進学、錦城中学に転校し早稲田

大学に進んだ。早稲田では、永井柳太郎や大山郁夫と同級生だった。永井は、後

に民政党代議士、逓信大臣。大山は労働農民党委員長、戦前の社会主義者として

有名。また新井は、宮崎滔天や孫文とともに中国の革命運動を進め日本に亡命し

ていた黄興や宋教仁、陳天華らとも親交があった。後に、東條に対して一歩も引
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かない度胸はこのころ培ったものであった。早稲田卒業後、秩父鉄道などを経て

日本鉄道精算事務所に就職した。2 年後、26 歳で結婚したが肺病となり、28 歳

で同所を退職、病気治療に専念する。

　32 歳のとき病気が全快、妻の父が創立した利根発電株式会社に入社した。利

根発電は明治 40 年、群馬県前橋周辺を供給区域に設立されたが、数年で栃木電気、

渡良瀬水電、前橋電気軌道を吸収合併していた。入社した新井は、前橋から渋川

までの電鉄の運輸主任となった。対立する高崎水電は高崎から渋川までと、その

先伊香保温泉へ続く電鉄を持っていた。東京方面から伊香保温泉への乗客は、上

野から高崎まで国鉄で来ると、高崎から接続の良い高崎水電の鉄道を利用してし

まう。新井は国鉄に、高崎～前橋間の汽車を増発するよう運動、高崎～前橋～渋

川間の便をよくしてお客を奪った。さらに、電鉄の運転や服務がいいかげんなの

で、新井は服務規律を励行するよう社員を指導した。が、気の荒いのが上州人。「や

かましくいうな」と社員は荒々しく抵抗、新井は顔色一つ変えず社員を根気よく

説得した。

　運輸主任から庶務課長になった新井は、社員賃上げ運動に遭遇する。第一次大

戦後の不況で物価は上がるが賃金は 2 年も据え置き。中堅社員が集合して賃上げ

を決議、担当の新井を通りこして専務に直訴した。専務はただ怒るばかり。新井

は 50% の賃上げを認めたが、首謀者 2 人をくびにした。2 人は新井がかわいがっ

ていた部下だった。

　支配人になると、「尾瀬の水源を買わないか」という話が持ちこまれる。社長

の義父から実態調査をたのまれた新井は、社内の大半が反対だったこの話に積極

的になる。尾瀬の水源地帯は 1 万 8000 ヘクタール。売値は 35 万円。小さな会社

の大きな買い物だった。いま、尾瀬は水力発電の水源として大きな役割を果たし

ている。50 年後 100 年後を見据えた新井の水源買収だった。

　取締役になった新井は、東京への進出を企てた。大正 9 年、前橋から東京への

送電線を建設、葛飾や足立への電気供給を開始した。東京に殴り込みをかけられ

た東京電燈は、利根発電の吸収合併を企てる。若尾璋八社長は、取締役を兼務し

ていた根津嘉一郎東武鉄道社長を仲介者として合併話を持ち込み、大正 10 年 4

月 1 日、利根発電は東京電燈に吸収合併された。新井は東京電燈の理事・前橋支
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店長になる。

○軍や鉄道の値下げを拒む

　九州電燈鉄道と関西電気を合併させ東邦電力をつくった松永安左ヱ門は、東京

に東京電力という会社をつくり、昭和 2 年 1 月から東京に殴り込みをかけてきた。

　東京電燈は、東邦電力の東京進出を迎え撃つため組織を強化した。営業所を東

部と南部につくり、南部営業所長には本店営業部次長の新井章治が兼務となった。

　値下げ競争で両社が倒産してしまうことを心配した東京財界が仲立ちし、激戦

は 12 月で停戦、翌昭和 3 年 4 月に東京電燈と東京電力が合併した。

　燈力戦が終わると、新井は激突が激しかった東部営業所長として、値下げ競争

後の値上げ交渉を担当させられる。南葛工業同志会という工場経営者の団体と交

渉するが、工場側は一度下げた料金の値上げに応じない。やむなく新井は裁判所

に持ち込み、調停で値上げに成功した。

　一方、東武鉄道は料金値下げを要求してきた。東武鉄道社長の根津嘉一郎が社

長の若尾璋八に直談判、若尾が新井に、「なんとかしろ」と命令するが、新井は、

「値上げをしているときに東武だけ特別扱いできない」と涼しい顔。

　西武鉄道の堤康次郎も料金値下げを要求したが、新井は一歩も引かなかった。

横須賀海軍工廠も海軍の力を背景にして値下げを要求してきた。が、営業部長の

新井は、これも拒絶し通した。金解禁後の恐慌の最中、若尾が退陣すると、副社

長の小林一三が東京電燈の実権を握り 3 年後に社長になる。小林は新井の実力を

買い取締役に引き上げた。小林は社用と私用の便箋や封筒を使い分けるほどの潔

癖な経営者で、若尾時代の放漫経営を正す社内改革を実施した。その実行部隊長

が新井で、料金着服や経費の私的流用などを摘発、東電改革を進めた。

○ 140日間の拘置所生活

　昭和 9 年 12 月 10 日、新井は、神奈川県検事局によって営業部長室から突然拘

引された。検事局は、横浜支店の集金人の逮捕から始めて、経理主任、経理課長、

横浜支店長を逮捕、新井のあと小林社長を狙っていた。容疑は、横浜市電を走ら

せている横浜市電気局に対する贈収賄。電気料金値下げを要求していた電気局に、
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金を贈って値下げを阻止したという疑いである。金を贈る方法が、東京電燈の本

社から支店に金を渡し支店長から集金人まで何段階も経て金が下りてきて横浜市

電気局に渡り、電気局も下から何段階も経て上部に金が渡った、というおかしな

贈収賄。新井は 140 日間も寒い拘置所に入れられ、検事に厳しく追及された。だ

が、新井は事実でないものを認めるわけにも行かず否認し続けた。保釈されたが

起訴され、3 年間の裁判の末、無罪を勝ち取る。新井のがんばりと上部への波及

をくい止め無罪まで持ち込んだことが小林に評価され、常務を経て昭和十五年に

は小林の跡を継いで東京電燈社長に就任した。

　すでにそのとき、太平洋戦争の開戦を目前にして、軍部の力が強くなり、電力

国家管理の波が押し寄せていた。五大電力会社をはじめとした既存の電力会社は

事実上解体され、全国をひとつの発送電会社とした日本発送電株式会社が昭和

14 年 4 月に誕生、さらに配電統制令に基づき、昭和 17 年、全国を 9 つに分けた

配電会社が発足する。

　電気事業者の数が最大になったのは、『電気事業要覧』によると昭和 7 年で、

全国に 816 もの事業所があった。このうち電気を発電して一般家庭や企業などに

供給する事業者が 524、自社で発電して鉄道に使う電鉄事業者が 161、発電した

電気を供給事業者だけに売る特定供給事業者が 74、供給と電鉄兼営が 46、特定

と電鉄を兼営する事業者が 1、となっている。

　日本発送電は、電力管理法案が昭和 13 年 3 月 25 日に衆議院と貴族院で可決さ

れたことから発足した。東京電燈、東邦電力、大同電力、日本電力、宇治川電気

の五大電力をはじめ 33 事業所の、34 カ所の火力発電所 197 万 7000 キロワット、

18 カ所の水力発電所 27 万 4000 キロワットと、送電線 7497 キロメートル、115

カ所の変電所を 1 社に統合してできた。17 年 9 月には全国の水力の 70%、火力

の 60% を 1 社で独占した。

　配電会社は、日本発送電発足にともない統合の動きが具体化した。政府は昭和

16 年 8 月 30 日、国家総動員法に基づく配電統制令を発令した。これに基づき、

全国 152 の配電事業者が、北海道、東北、関東、中部、北陸、関西、中国、四国、

九州の九つの配電会社に、地域別に統合される。この結果、800 以上もあった電

気事業者は、日本発送電と九つの配電会社のほか、神奈川県営、黒部川電力、住
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友共同火力など 22 の特定供給会社だけとなった。

　新井は関東配電ができると、東京電燈から関東配電社長に横滑りした。電力国

家管理には早くから松永らが反対していたが、新井は、

「日本経済が戦時体制になって来ている以上、国家管理はしかたない」

と考え、反対運動に参加せず静観の構えをとった。松永が新井を嫌うようになっ

たのは、このころからである。

　日本発送電の総裁は初代、2 代目とも電力業界から就任していた。が、逓信省

や電力業界の派閥抗争がそのまま持ち込まれ、会社運営はうまくいかなかった。

18 年 8 月、新井の剛腕が買われて第 3 代の総裁に選ばれる。新井は全理事を辞

めさせ、4 局 13 部 46 課 103 係もあった会社の機構を、3 局 7 部 31 課 64 係に整

理縮小した。19 年 2 月、総理大臣東條英機と社内の暖房問題をめぐってのやり

あいとなる。

　終戦後は、日発従業員組合が結成され、賃上げや待遇改善の団体交渉が行われ

る。新井は総裁室に詰めかけた 300 人もの組合員に囲まれて 1 ヵ月も交渉に応じ

たが、怒号と罵声にも何くわぬ顔でのらりくらり。組合側が根負けしたところで

回答を出した。昭和 22 年、公職追放令の対象となり総裁を辞任する。25 五年に

公職追放が解除された。

2．松永弾劾の公開状

○小坂、新井を信頼

　戦後、GHQ の指令での日本発送電の解体や、松永安左ヱ門の主導で電力会社

の九分割案が決まると、通産大臣は昭和 25 年 9 月 6 日、日本発送電の大西英栄

総裁と桜井督三副総裁を呼んで、

「辞表を出していただきたい」と、要求した。まだ、日発が解体となる前である。

大西は顔色を変え口髭をふるわせていただけだったが、桜井が、「その理由はな

んでしょうか」と、大臣に問うた。

「日発は終戦後、発送電配電全国一貫一社を終始主張してきたが、君たちは敗れた。

電気事業の再編成は二年以上もかかり電源開発見返資金が停止されたうえに自己
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資金による発電所建設も許可されず、電力不足は深刻となっており、日本の経済

復興のブレーキとなっている。すでに国の方針が九分割再編成に決まったのだか

ら、君たちは辞職したほうが国のため、電気事業のためだろう」と通産相が説明

した。

　通産相の辞任要求は、吉田総理からのもので、松永が白洲次郎を通じて吉田に

働きかけたのであった。やむなく、2 人は 3 日後に辞任届を通産大臣に提出した。

　後任の総裁には小坂順造が発令される。小坂は、吉田と親友で、以前に長野電

燈を経営し、松永の東邦電力の社外取締役も務めていたからだった。

　小坂の役目は、日発の解体を円滑にすすめること。日発社内に相談相手になる

ような男がいないので、親友の小林一三に相談にいった。

「誰かいい人はいないかね」「新井章治がいい。彼なら何でも知っているし、実行

力もある」と、即座に新井を推薦した。新井は、小坂が新井に会って、顧問就任

を要請した。

「日本のような狭いところで電気事業を発電から配電まで縦に九分割するという

のはもってのほかだ。私は、配電段階と発送電段階を分離し、横の日本に統一し

てしかるべきだと考えている。九分割案は電気事業の何たるかを知らずのもので、

電気事業の将来を誤るものだ」

電力会社の九分割反対論をぶち、顧問就任に対する返事はしなかった。

　しかし、小坂は新井に会い、その人柄に好意をもち、時々呼んで意見を聞くよ

うになった。

　松永は九分割が決まったため、それを実行に移す公益事業委員会の組織をどう

するか、奔走していた。小坂は、吉田総理に対し、「新井章治を委員長にしてほしい」

と、陳情した。これには、白洲が反対した。もちろん、松永も反対した。松永は、

自分が委員長になろうと考えており、しかも新井が大嫌いであったからだ。戦前、

新井は松永が反対した電力の国家管理に賛成し、終戦後は、松永の九分割案に対

し新井は全国一社案を主張、雑誌『実業之日本』や『電気協会報』で反対論を展

開していたからである。

「松永案は安きにつく案で実情に合わない。戦争で破壊された発電・送電設備を
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復興し、開発する資金は政府が持たねばならない。再編成の論拠は発送配電の一

貫性だが、九分割では、この考えに矛盾する」などと。

こうした意見を強く述べていた新井を、松永は許さなかったのである。

　公益事業委員会の委員長は松本蒸治に決まり、松永が委員長代理になった。松

本は、東大助教授から法制局参事官、敗戦後は幣原内閣の国務相として憲法問題

を担当、天皇大権護持を主張した。電力はずぶの素人で、公益委の実権は松永が

握った。

　このころ、小坂は吉田茂首相に、

「公益事業委員会は国会に責任をとらず、政府に責任を負わず、国民大衆の意向

を無視し、勝手次第に振る舞っている」

と、松永弾劾の公開状を送っている。

○東京電力株主総会が流会

　松永は、九分割各社経営陣の人選を始めた。小坂は、新井を東京電力の社長に

推薦する。

「新井は、東京電燈でも社長、関東配電でも社長、会長をやった。日発でも総裁

をやり、東京電力社長としてこれ以上の適任者はいない」

というのが推薦理由。が、松永はガンとして反対し続けた。小林一三が中に入り

会長案でまとめようとしたが、松永は最後まで反対した。松永は、東京電力社長

に安蔵弥輔を、会長に新木栄吉を押し込んだ。安蔵は新井の下で副総裁だった男。

松永は自ら安蔵に、直接、電話をかけて就任を要請していたのであった。新井に

対する嫌がらせも手が込んでいた。新木は日本銀行総裁を公職追放になっていた。

　北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州の九つの電力会社

は、昭和 26 年 5 月に発足した。新井は、小林一三がつくった電球を生産する東

光電気会長に押し込まれた。

　が、東京電力初代会長の新木は、1 年後に戦後初代の駐米大使に任命される。

吉田は駐米大使に白洲次郎を任命するつもりだったが、米政府が、「あんなキザ

なやつノーサンキュウ」と断わり、吉田は、日銀時代にニューヨークに駐在した

新木に決めたのだった。
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　小坂は、「また良い機会がやって来た」とばかり、空席になった東電会長に再

び新井を送り込むことを考える。「松永の反対を、どう打ち砕くか」を小坂は考え、

秘策を練った。

　東電第 2 回の株主総会は、昭和 27 年 5 月 29 日と決まった。日本発送電は解散

決議し日本発送電精算会社となったが、東電株式の46.8パーセントを持っていた。

代表精算人の小坂の名義となっており、小坂はこの株に注目した。「株主権を行

使するれば、新井を東電会長に送り込める」。株主権を行使できるかどうか精算

会社の社員に研究させた。

「小坂が、新井を会長にするため、株主権を行使するらしい」

という話は、国会まで伝わり参議院で野党議員が質問した。

「配電会社は東京電力設立時に、株主に東電の新株を還元した。日本発送電は精

算会社となり一年もたっているが、東京電力の株をまだ持っている。精算会社は、

東京電力の株主総会で議決権を行使することは、民法上できないのではないのか」

という質問だった。日本発送電の株主は全国に分散していた。各株主が、九つに

分けられたどの電力会社の株式をほしがっているのか、アンケートなどをとって

いるうちに、1 年が過ぎってしまったのである。

　そして、国会で問題になる前に、公正取引委員会は精算会社に対し、「議決権

を行使できる」と、回答していた。

　松永と東電経営陣は、対抗策を考える。

　株主総会の会場は、東京・丸の内の日本工業倶楽部大会堂。松永は四階の松本

蒸治法律所に陣取り、総会を指揮しようとしていた。小坂も、同じ建物の一室を、

日本発送電精算会社臨時総会会場として押さえており、ここに陣取っていた。

　小坂対松永。株主総会で火花が散ろうとしていた。

　午前九時開会。安蔵社長が議長席に着くと、決算案や予算案などを審議し、総

会は粛々と進んだ。小坂らは、役員人事案件が議題になるのを、固唾を飲んで待っ

ていた。

　人事案件に進む直前、安蔵議長は突然、「本総会は、これにて流会といたします」

を宣言、さっさと議長席を降りてしまった。

「異議あり」「流会反対」などと、あちこちから大声がかかった。が、会社側から



電気事業起業家と九電力体制

− 88 −

かり出された株主は、足早に去り総会場は空っぽになった。

　松永らは、議題となっていた役員人事案の議決をせずに、途中で株主総会を流

してしまったのである。

　小坂らは、日発精算会社が持つ 46.8 パーセントの株で、別個に株主総会を開

こうとした。が、後の祭りだった。

　この問題は、政府や国会、財界で大問題となる。結局、経済団体連合会会長の

石川一郎会長に和解をたのむことになり、石川の命を受けた三菱銀行会長の加藤

武男が動き回る。加藤でもらちがあかず、大阪から小林一三が出て来て走り回っ

た。その結果、石川経団連会長、宮島清次郎日本工業倶楽部理事長、高橋龍太郎

通商産業大臣が立ち会い人となり、総会を流会させた安蔵社長を責任をとって辞

めさせ、新井章治を会長にすることでまとまった。

　新井は昭和 27 年 7 月 4 日、やっと東電会長に就任した。しかし、新井はすで

にガンに侵されており、59 日後に 71 歳で死去した。

　松永のように豪邸に住み骨董品を集めるわけでもなく、清貧な生活を送り筋を

通した一生だった。

　電力再編成後の経営者は、松永安左ヱ門人脈に連なる人たちがほとんどで、長

い間この人たちは陽の当たる所を歩んで来た。新井章治は電力国家管理や電力再

編成で松永とは異なる意見を展開、松永から目の敵にされた。東京電燈社長、関

東配電社長、日本発送電総裁、東京電力会長などを歴任した新井は、生涯にわたっ

て筋を通した電気事業を展開してきた、といえる。

○千曲川の堰守の家系

　松永の九電力化に反対、弾劾の公開状を吉田総理に出した小坂順造は長野の名

門出身で、父善之助が長野に初めて電灯をつけた。

　明治 31 年（1898）5 月中旬 長野の善光寺通り大門町に初めて街灯がつき、毎夜、

見物人で黒山の人だかり。前年に善之助が設立した長野電燈株式会社が、デモン

ストレーションで設置した街灯が人気を博し、電灯設置の申し込みが殺到した。

長野電燈は事業開始後1年で黒字となり、株主に配当を行った。最初は60キロワッ

トの小さな水力発電で事業を始めたが、精米所などの電力需要が拡大、大型の水



電気事業起業家と九電力体制

− 89 −

力発電所を増強して、5 年後には年 15.2% の配当ができるようになった。

　小坂家は、代々、千曲川の堰守を務めていた。堰守は無報酬、農業用水の取入

口を点検し、決められた通りの水量が用水に流れているか見回るのが仕事。善之

助は子どものころから祖父といっしょに堰を回っていた。この体験が、長野の水

力開発に向かう。善之助は嘉永 6 年（1853）の生まれ。幼年時代から漢籍を学んだ。

明治になり府県制がしかれると 25 歳の若さで戸長（村長）に、3 年後には県会議員、

6 年後には郡長になった。明治 23 年国会が開設され、第 1 回の衆議院選挙に立

候補し当選した。郡長として取り組んだのが治水と橋梁の改築。産業の振興にも

力を入れ、信濃銀行を設立する。

　善之助は京都で蹴上発電所が完成し市電が走ったのを知ると、前々から考えて

いた長野の水力開発に取り掛かり、明治 30 年、長野電燈を設立した。翌年には

信濃毎日新聞を譲り受けたが、紙面は主筆にまかせ、電気事業に打ち込んだ。5

年後、須坂に信濃電気が設立され、長電より大きな水力発電所を建設、長野市内

に支店を設け、長電の営業区域に蚕食してきた。長野電燈は欧米から新鋭機を輸

入して発電所を増設、料金値下げで対抗するが、競争は激化するばかり。善之助

は必死で電気事業の経営にあたった。ところが明治 38 年、52 歳のとき、脳溢血

で倒れた。日本銀行に勤めていた 24 歳の長男順造のところへ、

「父倒れるすぐ帰れ」の電報がきた。順造は日銀に辞表を出し、長野に戻った。

　順造は明治 14 年（1881）に生まれた。長野で小学校と中学を終え、東京高等

商業学校（現在の一橋大学）に進む。卒業後すぐに日銀に就職、計算局と監査局

にわずか 1 年 2 ヵ月勤務したところへの電報。長野に帰った順造が先ず始めたの

が、信濃銀行の建て直しだった。

　長野電燈は、姉婿が経営を引き継いだ。信濃電気との競争は激化したが、知事

が調停に入り、7 年にわたる激戦の終止符を打った。が、姉婿が急死、大正 12 年、

順造が社長に就任した。順造は信濃銀行を再建した後、信濃毎日新聞社社長にも

就任、翌年には衆議員選挙に出て当選する。電燈社長就任の翌年、信濃銀行を保

善銀行（安田銀行）に合併させ、銀行経営から手を引いた。新聞経営も善之助の

代から主筆まかせなので、順造は電気事業の経営に打ち込むことになる。

　順造は発電所の増強と販路拡張を進めた。大正 13 年には信濃電気と折半で梓
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川電力を設立、水力発電の電気を東京電燈に供給した。昭和に入り信濃電気は、

不況で電気が売れず経営が悪化、順造はこれを買い取り、昭和 12 年長野電燈に

合併させて長野電気株式会社にした。同時に長野電燈の系列だった信越窒素肥料

も買いとり、信越化学工業と改め経営を再建してゆく。長野電気は水力開発を進

め、大同電力、日本電力、東邦電力などにも電気を売り、東北から関東、中京、

京阪神に電気を供給していった。昭和 14 年電力の国家統制で日本発送電ができ、

16 年には長野電気も買収された。順造は電気事業からいっさい身を引いた。そ

して太平洋戦争が勃発、戦争中の順造は信越化学工業の経営にあたっていた。

○隠し金あばき四面楚歌

　戦後、小坂順造が日発最後の総裁に就任したとき、日発の労働組合が、「分割

と天下り反対」を唱えた。順造は書記長の佐々木良作らと交渉、3 万 8000 人の

社員のうち 1 人も首を切らないことで反対運動を収束させた。

　昭和 26 年 5 月 1 日に日本発送電を解散させた後、順造は日発精算余剰益金か

ら五千万円を投じて、電力経済研究所を設立、理事長に就任。研究所の目的は、

電気料金の不当値上げを防止するため電力会社を合理化する研究と原子力発電の

研究。27 年には研究所内に原子力利用調査会をつくり、東大や京大の教授を集

めて原子力平和利用の研究を進めた。これが日本原子力産業会議に発展してゆく。

　昭和 29 年、電源開発の初代総裁だった高碕達之助が政界に転出するのに伴い、

高碕は 2 代目総裁に順造を口説いて就任させた。順造は正義感を発揮し、ダム工

事やセメント供給で独占していた企業を複数にし、電発内の隠し金をあばいた。

「国民の血税を消費する国策会社が、政治資金や献金の出所であってはならない

し、政商や不正業者の食い物であってはならない」

と社内に檄を飛ばした。このため政界や土木建設業界からの圧力で四面楚歌とな

り、任期 2 年だけで再任されなかった。昭和 35 年 79 歳で死去したとき、東京高

商と電力業界の後輩であった菅礼之助は

「清廉にして剛直、常に理非を分かち、いささかも権威に屈するがことはなかった」

と弔辞で述べた。
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3．全国一斉停電ストの時代

○全国停電スト

　太平洋戦争が終わり占領軍が進駐、GHQ が日本の支配を始めると、労働組合

の結成を奨励し始めた。それまで治安維持法で組合を認めなかったのが、180 度

変わったのである。日本発送電の本社は東京・小石川にあったが空襲で焼け、後

楽園の仮本社で終戦を迎えた。戦争前には 2000 人以上もいた本社勤務の社員は

応召や疎開で減り、300 人ちょっととなった。食糧や被服、日用品が不足しており、

社員が共同で調達せねばならなかった。

　昭和 20 年（1945）12 月 8 日、佐々木良作らは「日発本店従業員組合」を講道

館で結成、佐々木が書記長に選ばれた。「労働組合としなかったのは、社会運動

的な気持ちよりも電気事業への関心が強かったから」と佐々木は語っている。組

合は、「年末手当一人 1000 円を即時支給せよ」と要求、日発総裁との団体交渉で

満額回答、本店従業員だけでなく全社の従業員に出ることになった。これをきっ

かけに全国の支店で組合が結成され、21 年 1 月には「日発全国従業員組合」が誕生、

佐々木は書記長に選ばれた。

　同じころ配電会社でも組合が結成され、東北配電従業員組合と関東配電従業員

組合、中部配電連合組合、北陸配電従業員組合、中国配電従業員組合などができ

た。これらを束ねて産業別組合にしようとする動きが強くなり、21 年 4 月東京

の日赤講堂で「日本電気産業労働組合協議会」（電産協）が結成された。このと

き北海道配電には組合がなく、関西配電はオブザーバー参加にとどまり、九州配

電は本店従業員組合だけが参加した。組合員は 2 万 1000 人にもなった。電産協

の活動目標は、

　①官僚統制を撤廃し、全国の発送・配電を一本化する電気事業社会化

　②生活費を基準とする電産型賃金体系

　③退職後 10 年間の生活保障

の 3 点。これを獲得するために共同闘争委員会ができ、佐々木は副委員長に選ば

れた。佐々木は 5 分間の全国停電ストを計画する。技術者を集めて停電スト戦術

委員会をつくり、5 分間停電、1 時間停電などいくつかの段階を想定し、地域ご



電気事業起業家と九電力体制

− 92 −

とに順番に停電させていくスト計画を、2 ヵ月以上かけて練り上げた。昭和 21

年 10 月 19 日午後 6 時から 7 時までの間に全国一斉 5 分間停電ストが決行された。

「私はスト指令を出した後、中闘本部のビルの屋上から東京の街を見ていると、

電灯がパット消えて一地域が暗闇になり、しばらくすると別の地域が消える。皇

居をはじめ丸の内、銀座ビル街、郊外の住宅地と順次停電していった。見ている

うちに足がガタガタ震えて飛び出した。変電所に飛びこむと、「5 分間などとケ

チなことを言わずに、切りっぱなしにすれば会社側もいうことをきくのでは」と

組合員がいうので、「労働者の規律は厳しい。5 分以上はダメだと点灯させた」

と佐々木は語っている。

　以後、工場向けの停電ストに戦術変更されるが、商工省と会社側を交渉相手に

した『電産十月闘争』で、電産型賃金体系と退職制度はほぼ要求通り獲得した。

○二足のわらじ

　5 分間ストの成功で、共産党が電産協に勢力を伸ばしてくる。22 年 2 月には官

公庁の労働組合を中心にゼネストが計画され、民間の組合も共闘することになっ

た。佐々木はゼネストに断固反対した。

「電産協の執行部のほとんどが共産党に入党していたので、中闘を開く前に共産

党の指令で闘争方針が決められてしまった。素人ばかりの委員会で電気も電話も

全部止めてしまうという大ゼネスト計画。ゼネストというより社会を混乱に陥れ

ようとする暴動のようなものだった。放っておけば組合員の一部が勝手に停電ス

トを始め、会社にはそれを防ぐ力はない。そこで電産争議は終わっていたが、再

び闘争態勢を組み、私の指示なしには停電ストをできなくした。無秩序と混乱の

状態に電気事業を巻き込まれることを恐れたのだった」

と佐々木。ゼネストは GHQ の命令で止めさせられた。その直後、日発と配電の

組合の連合体だった日本電気産業労働組合協議会は、『日本電気産業労働組合』（電

産）と単一の労組になり、佐々木は書記長に選ばれた。

　昭和 23 年 4 月、戦後初の参議院選挙が行われることになり、電産は全国区に

候補者を立てることになった。執行部は投票で候補者を決めることとし、一票差

で委員長を押さえ書記長の佐々木が選ばれた。この投票のとき佐々木は不在だっ
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た。電産の組合員は 13 万人、配電会社の営業所は全国に広がっており、佐々木

は無所属で立候補、8 位で上位当選した。参議院議員と日発社員の二足のワラジ

をはくことになった。

　佐々木は大正 4 年（1915）、兵庫県養父郡八鹿町で生まれた。地元の小学校か

ら豊岡中学に進み、長野の松本高校に進学する。松本では剣道部に所属、俳句と

ともに剣道に汗を流す。大学は京都帝国大学に行き法律学者を目指した。そのこ

ろすでに準戦時体制になり、卒業生のほとんどは就職が早めに決まった。佐々木

は満州航空に採用が内定したが、家族の反対で内地に就職することになり、昭和

14 年（1939）4 月、できたばかりの日本発送電に入社した。7 ヶ月後、鳥取連隊

に入営する。2 等兵として軍隊のしごきを受けるが、3 ヶ月後肺浸潤と診断され

陸軍病院に入院、15 年 5 月に兵役免除となり除隊、会社に復帰した。翌年、太

平洋戦争が始まり、佐々木は日発で発電所建設計画の素案作りや経営監査などを

担当していた。

○九分割反対運動

　参議院議員になった佐々木は、松永安左ヱ門が進めていた電力九分割案に反対

する運動を始めた。電産が分割に反対だったからである。

「日本経済が再建途上にあるとき、電力業界を分割民営化して過度の混乱を起こ

さないようにする」が、反対の理由。佐々木は国会議員の肩書きで GHQ や電気

事業再編成審議会委員に反対工作を繰り返した。

　国会議員の中にも、国会の審議を経ずポツダム政令で分割民営化法ができたこ

とに反発する人が多く、日発を復活させる動きが出てきた。

  26 年夏から 27 年にかけて日本は未曾有の異常渇水に見舞われ、電力不足が深

刻になった。佐々木は、「民間の電力会社が手に負えないような大発電所と送電

ネットワークを、国家資金の投入によってつくる必要がある。そのためには日本

発送電のような会社をつくるべきだ」と考え、自由党政調会にこの話を持ち込ん

だ。自由党はこの構想に賛成、通産省所管の政府提案で法案を出す運びになった。

が、松永らの反対で、吉田内閣はこの法案を出すことをためらった。

　このため議員提案で出すことになり、九電力が発足した 8 ヶ月後の昭和 27 年
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（1952）1 月に自由党政調会は「電源開発促進法案」を決め、国会に提出した。

　

① 大規模な電源開発を行うため特殊会社の電源開発株式会社をつくり、政府の資

金で発電所を建設させる

② 電源開発調整審議会を設け、電源開発の基本計画を審議し、水利権などを総合

調整する

という内容。

　公益事業委員会の松永らは反対したが、議員立法で 7 月 31 日に可決、成立した。

公益委は翌 8 月 1 日廃止、通産相は電源開発設立委員 28 人を任命、東京・小石

川の旧日本発送電の社屋に設立事務所を設けた。資本金は政府（日本開発銀行）

が 99% を、九電力が 1% を出資、電源開発は 9 月 16 日に政府の直営会社で発足

した。

　電力再編成で昭和 26 年 4 月末、日本発送電が解体され、日発社員は九電力に

移籍されたが、佐々木は日発精算会社の事務所に籍を置いた。精算事務が終わる

と、佐々木の身分は、電力会社とはいっさい無関係になった。昭和 27 年 9 月電

源開発株式会社ができると、佐々木は議員をやめ、総務部長で入社した。

「佐久間、奥只見、御母衣などのダム計画があり、建設は不可能という見方があっ

た。軌道に乗るまでおれがやる」

と、佐々木は事実上の会社設立準備委員長として、電源開発設立に関わったので

あった。  　

　佐々木が参議院議員になった頃から、電産への共産党の浸食が強くなった。社

会党左派の影響も強く。ストがひんぱんに起きた。昭和 25 年には、総評の平和

四原則に電産がどう対応するかが問題になった。これを守れば

「再軍備工場に電気を送らないことになり、電気もつくる必要がない」

との論理となり、電源ストや停電ストが続いたのである。佐々木は電産組織を企

業別に再編成することを考え、27 年中部電力労働組合の設立をきっかけに各電

力が企業単位の労働組合を立ち上げ、その連合体として電力労連をつくり、共産

党や社会党左派主導の電産を事実上解体してしまったのである。
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　佐々木は、電源開発初代総裁の高碕達之助の右腕として佐久間ダムなどの建設

に従事、29年に高碕が総裁を辞めると同時に佐々木も電発を退社した。昭和30年、

こんどは衆議院に右派社会党から立候補して当選、35 五年には民社党を結党し

て参加、書記長、委員長を務めた。議員時代には、原子力開発にとくに力を入れ

た。平成 12 年 85 歳で死去した。

Ⅳ　九電力体制

1　昭和の鞍馬天狗

○船の中で知り合う

　前総理大臣の麻生太郎は、この人がいなければ、この世に存在しなかった。

　神戸からロンドンに向かう浅間丸に白い背広でばっしりと決め込んだダンデイ

な男がいた。毎日、日本の青年がいると、話しかける。

「ロンドンに着いたら、いっしょに行ってほしい家があるのだが、行ってくれる

かい」。青年には、ロンドンに知り合いはなかった。「はい。喜んで」と、その場

は答えた。

　ロンドンに着くと、男が青年を迎えにきて、タクシーに乗せ、豪邸に向かった。

日本人が住む家だった。その家は、駐英大使吉田茂の公邸だった。

「まあ、すてきな若者ですこと」

「ええ、日本から来る船の中で拾って来ました」

「白洲さん、いつものようにお口の悪いこと」

「おい、自己紹介をしろよ」

「麻生多賀吉と申します。家は、九州で炭鉱をやっています」

　吉田大使は日本大使館に行っていて留守だった。吉田夫人の脇には、若い妙麗

奈な娘が座っていた。

　若者をロンドンの吉田邸に連れていった男は、白洲次郎。　白洲は、「昭和の

鞍馬天狗」とか「吉田首相の懐刀」「総理の影武者」「白洲特使」など数々の異名

を持つ。終戦直後の占領軍政の中で吉田首相の側近として大活躍したが、自らの
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足跡をほとんど明らかにしていない不思議な人である。

　白洲は、明治 35 年（1902）、兵庫県芦屋の貿易商の家に生まれた。神戸一中卒

業後、英国に留学、ケンブリッジ大学を卒業、大学院に学ぶ。昭和恐慌のあおり

を受けて家業が倒産したため帰国、昭和 4 年外資系の新聞記者になる。樺山伯爵

の令嬢・正子と結婚、外資の商社の役員となり、日本食糧工業（後の日本水産）

の役員となった。この間、1 年の大半を欧米で暮らし、英国に行くと大使館を下

宿代わりにしていた。

　時の英国大使が吉田茂。白洲は吉田と兄弟のような親交を深める。妻の実家の

樺山家と吉田の妻の父の牧野家とが親しかったのが縁である。白洲は、吉田の妻

から二女の婿捜しを頼まれていた。神戸からロンドンに向かう船の中で、たまた

ま好青年といっしょになたのが、麻生太賀吉であった。船の中でいっしょに飯を

食い談論する中で、白洲は、

「こいつがいい」

と、思うようになった。ロンドンに着くやいなや麻生を大使公邸に連れて行き、

吉田ファミリーに引き合わせ、太賀吉は和子と結婚する。それが縁で、この二人

の長男として麻生太郎が誕生するのでる。

　吉田茂が幣原内閣の外務大臣になると、白洲は吉田に請われ、昭和 20 年 12 月、

終戦連絡中央事務局の参与に就任した。白洲の初仕事は吉田と共にマッカーサー

に会い天皇制を存続させる交渉だった。翌 21 年 2 月には連合国軍総司令部（GHQ）

が、吉田と白洲ら四人を呼び、日本国憲法草案を手渡す。白洲が 4 人を代表して

受領書に署名、白洲と外務省役人で日本語に翻訳した。草案は国会を一院制にす

るなど大きな問題があった。白洲は日本政府と GHQ の間を行き来し、草案の修

正に走り回った。吉田が総理になると白洲は総理官邸に寝泊まりし、GHQ の高

官や占領軍駐屯地の部隊長と電話で連絡をとる毎日で、睡眠は連日わずか四時間

だった。財閥解体、公職追放、農地改革など GHQ から次々と改革命令が出され、

白洲が官邸と GHQ の折衝にあたった。

　23 年 10 月に第二次吉田内閣が成立すると、貿易庁長官に就任、貿易の許認可

で汚職のうわさが絶えなかった庁内を粛正し、日本の産業と貿易を発展させるた

め商工省を通商産業省に拡大し貿易庁を繰り入れることを吉田に提案、翌年五月
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に通産省ができ、白洲は長官を退任した。

○二人の隠遁者

　白洲は、戦前、近衛文麿と親しく、ブレーンの一人だった。近衛内閣ができた

とき、外相に吉田茂を推薦するが軍部の反対で近衛が採用できなかった。戦争が

始まると、「この戦争は日本の負けだ。東京は空襲で焼け野が原になる」

と、東京の屋敷をたたみ都下の鶴川村に農家と農地を買って引っ込んでしまった。

『武相莊』（ぶあいそう）と名付け、自給自足のような生活を続けていた。

　戦前、軍部の発言力が増し、電気事業の国有化の動きの中で、昭和 14 年に電

力管理法による日本発送電が発足。国有化に強く反対を表明し続けていた松永安

左ヱ門は、昭和 16 年に突如東邦電力会長を辞め、太平洋戦争中、武蔵野の柳瀬

山荘にこもり、お茶をたてたり古典を読んだり百姓をしたりの隠遁生活を送って

いた。

　戦争が終わると、「さあこれから僕が、アメリカと戦争するのだ」と訪ねてき

た人にまず語った。

　昭和 21 年（1946）、敗戦最初の正月には、『一年の計は元旦にあり　日本復興

は即今にあり』という色紙を書き決意を示した。爆撃で焦土となった日本列島を

見て、「これから 10 年か 20 年先には、東海道から瀬戸内海筋は全部を工場地帯

にし、サラリーマンもみんな自家用車を持てるようにする」と、日本の復興を頭

に描いていたのである。時に松永 70 歳。翌年、柳瀬山荘の 1 万 7000 平方メート

ルもの広大な土地と建物のすべてと、国宝級の書画骨董を、東京国立博物館に寄

付、小田原に小庵を建てて引っ越し、時節の到来を待っていた。

　白洲と松永、この 2 人が、現在の九電力体制を事実上作ってゆく。東京電燈が

でき国策会社に統合されるまで 56 年、電力会社が乱立したのが戦前の時代だ。

戦後は九電力体制ができ、すでに現在、それを上回る年月が経ったた。わが国の

電気事業の長い歴史から見れば、九電力体制の連続は異常なことかもしれない。

2　電気事業再編審議会
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○白洲が松永を推薦　

　昭和 20 年 8 月、戦争が終わると、日本は焼け野原となっていた。戦争で大都

市の火力発電所や送電施設がなどが爆撃され、火力は戦前の発電能力の四四 %

を失った。終戦後は火力用の石炭不足も加わり電力不足で停電が続出、戦後の

復興には電力の増強が急務だった。日本を占領した GHQ は経済民主化から財閥

解体を進め、電力についても過度経済力集中排除法の対象にする指令を出した。

これに対し、昭和 14 年に電力管理法のもとで設立された日本発送電や日本電気

産業労働組合（電産）が、電気事業の分割民営化に猛反対の運動を巻き起こす。

GHQ は吉田内閣に分割民営化を進めるよう指令、昭和 24 年 11 月電気事業再編

成審議会が設置された。吉田茂首相は、審議会の会長に松永を指名した。

　この裏には、白洲の活躍があった。白洲は電気事業の再編を吉田に進言した。

通産省の初代官房長になった永山時雄を使い、マッカーサーから届いた電力再編

成の指令を実効に移してゆく。電気事業再編成審議会の会長人事では、白洲が松

永安左ヱ門を吉田に推薦したのである。

　審議会は、委員長の松永のほか日本製鉄社長の三鬼隆ら 4 人が委員となった。

74 歳の松永に対し 4 委員は 50 歳前後で、電気事業は素人だった。松永は用意周

到な準備と計画で審議会を運営、時にはタヌキになり、時には大声で叱りつけた。

　日発は事務局長である電力局電政課長と三鬼委員を抱き込み、日発を分割せず

温存して民営化することを狙っていた。これに対し昭和 17 年に配電統制令で生

まれた九配電は、分割に賛成。松永は秘かに関東配電から木川田一隆、関西配電

から芦原義重、中部配電から横山通夫らを呼びだして、銀座の服部時計店裏に個

人的な事務局をつくり、分割案を練り上げる。この事務局が、虎ノ門にある政府

の電力局にたいし『銀座電力局』と呼ばれた。松永は、GHQ に乗り込み連合軍

の分割案をさぐった。

　GHQ の担当者は電気会社の技師をしていた若い陸軍技官で、最初は七分割を

提案した。九配電の地域のうち中部と北陸を関西に含める 7 地域に、日発の発電

所を分割する案だった。松永は九分割を主張、9 つの配電会社に日発のすべての

電源を割り振り、発電から販売まで一貫した電力会社をつくるもので、加えて大

都市の電源を確保するために、木曽川、庄川、黒部川水系を関西に、信濃川、猪
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苗代水系を関東に与える内容。GHQ は、地域外の発電を認めない考えで、新潟、

福島、長野、富山の一部を一地域とする 10 分割案を出し直してきた。

○ GHQを味方に

　審議会で松永は九分割案を提案する。これに対し三鬼は、9 分割には賛成だが、

日発の発電能力の 42% を残し、それを各社に卸売りする電力融通会社を新設す

る案を提案した。松永案は日発解体、三鬼案は日発温存だった。松永は三鬼案に

強力に反対するが、他の 3 人の委員は三鬼案に傾く。そこで、松永は少数意見の

松永案併記のまま政府に答申することを委員に了承させ、委員会を解散した。

　日発側は、これで松永案を押さえ込んだと思い、早くも 9 社の首脳人事を考え

始めた。が、松永は、銀座の事務所にこもり、「これからが勝負」と動き出した。

　GHQ は電力再編成が揉めていることから、米国の電力会社会長をしているケ

ネディを顧問として呼び寄せた。松永はケネディと毎週 2 時間ずつ会談する約束

をとり、GHQ を定期的に訪問する。これが松永の対米戦争だった。ケネディは

七十歳近くで年齢も松永に近かった。40 年も前から電気事業一筋で歩んできた

両者はウマがあい、ケネディはしだいに松永に説得され、松永案を支持するまで

になった。裏では白洲が動いていた。白洲は松永の九分割を支持、松永と GHQ

を結びつけていたのである。もちろん吉田総理にも逐一報告していた。

　通産省は GHQ に対し、答申案を示しお伺いをたてるが、「四日以内に再編案

を作り直せ」という返答。稲垣平太郎通産相は新案を GHQ に示すがこれもノー。

このため稲垣通産相と資源庁長官が辞任した。通産相は池田勇人蔵相が兼務する

ところとなり松永は池田邸を訪ねて、松永案を説明した。政府は、松永案に加え

電気事業の行政を行う公益事業委員会設置などを盛り込んだ案をつくり GHQ の

承認を得た。これを法案にし国会に出したが、国会は与党野党とも松永案に大反

対、審議は進まなかった。このため GHQ は、「再編成が進まなければ電源開発

の資金を止める」とのメモを伝達、政府は、国会の審議が不要な GHQ 司令官の

大権にもとづくポツダム政令によって、25 年 12 月に松永の電力再編成案を決定

した。
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○国営会社の放漫経営者は不要

　そして公益事業委員会が発足した。委員会が翌年 5 月までに九分割の具体的な

中身を決めるのである。だが、政府や国会では松永を委員に加えない動きが強く

なった。松永の第二ラウンドが始まる。まず、松永は巻き返し工作を行い委員長

代理に就任する。次に、新電力会社への出資比率。日発の小坂順造総裁は日発 1.74

対配電 1 の合併比率を主張したが、松永は 1 対 1 の対等合併で寄り切る。難題は

九電力の人事。日発サイドは九社の会長・社長に、日発出身者を多数送り込もう

とした。が、松永は、「民間会社に国営会社の放漫経営者は不要」と小坂と対立、

小坂が吉田総理に不服申立する一幕もあった。

　結果は、松永の主張がとおり九電力の役員の 36% が配電出身者、17% が日発

出身者となった。また旧社別出身者は松永の東邦電力 32%、東京電燈 19%、大

同電力 10% の順。東京電燈には松永の東京電力出身者も含まれており、四割近

くが松永の息のかかった役員ということになった。もちろん銀座電力局の木川田、

芦原、横山らも役員に滑り込ませた。もう一つ、松永が主張したのが関東地域の

会社名。他の 8 社は配電会社の地域名を継承したが、関東配電は東京電力となっ

た。24 年前に、無念にも東京電燈に吸収された松永が名付けた会社名を、よみ

がえらせたのである。

　第 3 ラウンドは、料金値上げ。日本の経済復興には発電所を早急に造る必要が

あった。その資金のため、松永は電気料金の大幅値上げを考える。九社平均で

76% の値上げを計画したが、産業界や国会の猛反対にあった。松永は GHQ に駆

けこみ、「日本の復興には値上げが必要」と説き、26 年 31%、27 年 28% の 2 段

階値上げに成功する。

　昭和 27 年、サンフランシスコ平和条約が発効し、日本は占領下から独立した。

そこで吉田首相は公益事業委員会を廃止し、電気事業行政を通産省に戻す。この

ため松永も委員長代理を首になった。このとき松永 77 歳。わずか 3 年の間に、

二枚腰三枚腰で思い通りの九電力をつくってしまったのである。松永が民間の活

力を中核にして、全国の電気事業を電力融通によって発展させる構想を発表して

から、30 年近い年月が経っていた。

「電気事業で私が長い間考えていたことは、戦後になってだいたい実現した。敗
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戦という大きな動機があったとしても、世の中の動きというものである。時が解

決してくれたのだが、これをみることができたのも長生きのおかげである」

と『私の履歴書』で語っている。95 歳で没するまで日本の経済界と政界に目を

光らせ、「電力の鬼」と呼ばれていた。

3　東北電力

○トイレットペーパー演説

　昭和 26 年（1951）5 月 1 日、北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、四国、

中国、九州の九電力株式会社が発足した。そして銀座電力局で再編成の準備作業

を行った松永の系列が、その後の九電力をつくる。

　電力再編成で誕生した東北電力の初代会長には白洲次郎が、初代社長には内ケ

崎贇五郎が選ばれた。もちろん松永案である。翌 5 月 2 日、仙台で会社創立式が

行われた。通常は会長、社長が揃って出席するところだが会長は欠席、社長の内

ケ崎が、「会長の白洲が親しくご挨拶を申し上げるはずだったのですが、都合に

より私がご挨拶申し上げます」と述べた。白洲は丸の内の東京事務所に常駐し、

ときどき、「ちょっと外国に行ってくる」と 1 週間ほど消えるのであった。

　白洲の一室に出入りするのは政財界の大物ばかり。当時、大蔵大臣の池田勇人

もやってきて長時間話していた。池田が隠密に仕事をする部屋を、白洲が提供し

ていたのである。政治記者も訪れていた。後の自民党幹事長になる毎日新聞の安

倍晋太郎（安倍晋三・元総理の父）や日本経済新聞の田中六助（後に衆議議員）

らである。

　白洲がアメリカによく出かけたのは、吉田総理の特使としてワシントンと交渉

するためである。池田訪米では吉田の監視役として同行、同年 9 月のサンフラン

シスコの講和会議には、日本の政府代表団の 1 人として吉田と訪米した。

「講話会議で演説する原稿に目を通してほしい」と吉田に頼まれた白洲は、持っ

てきた外務省の役人を怒鳴る。「なぜ英語なのか。日本語でやるべきだ。沖縄返

還も盛り込まなくてはならない」と。吉田が巻紙に墨で書かれた原稿を講和会議

で読んだのは、「日本の威信を示した」と内外で讃えられたのであった。白洲と
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麻生太賀吉が徹夜で巻紙に清書した歴史的な原稿で、当時の米国の新聞は、「日

本の首相はトイレットペーパーを読んだ」と伝えた。

○只見川水利権をもぎ取る

　内ケ崎は東北配電社長からの横滑りで、東北地方の電気事業については知り尽

くしていた。終戦直後は東北管内も電気が余っており、松島に製塩工場をつくり、

大きな樽を集めて裸線を巻き電気を通して、中の海水を蒸発させ塩を造ったりし

ていた。戦後の復興が進むと電力不足が深刻になった。

　創立時の東北電力の発電所は 237 カ所 82 万キロワット、うち 233 カ所 81 万キ

ロワットが水力だった。管内の発電能力を増強するには水力しかない。開発可能

な水力は 200 万 kw もあったがその 4 分の 3 は只見川だった。しかも、水力地点

は只見川の上流に集中していたのである。が、電力再編成の際、只見川上流の水

利権は隣の管内の東京電力に配分されていた。東北電力が電源を増やすには只見

川しかなく、福島県知事が開発の権限を一部持っていることに着目した。知事も、

「許可を出すから開発してほしい」と要請、昭和 27 年 9 月から本名と上田両地点

の水力発電所の建設を始めた。すると、東京電力が、「水利権は自社にある」と

両発電所の工事差し止めの訴訟を起こしてきた。電気事業を許認可する公益事業

委員会も東京電力側の意見を認め、内ケ崎は衆議院と参議院の商工委員会に呼ば

れて追及される。東北電力は窮地に陥った。

　そこで、福島県知事に白洲と内ケ崎が呼ばれて対策を話し合うが、「困った、困っ

た」と知事と内ケ崎は頭を抱えるばかり。白洲は 2 人を横目に、「おれにまかせ

とけ」と東京に向かった。しばらくすると、総理大臣の権限で、東京電力の仮差

し押さえを解く命令と、両発電所の水利権を東京電力ではなく東北電力にあたえ

る許可が出された。

「当時、東北電力が吉田内閣に 4 億円の政治献金をした、と噂がとんだ。2 つの

発電所の建設費が 4 億円。そんなことをするはずはない。白洲会長 1 人の力だっ

た。白洲会長がいなければ只見川の水力開発はなかった」と内ケ崎は『私の履歴

書』で述べている。只見川の水利権を東京電力からもぎ取ることなど、白洲にとっ

て朝飯前だったのである。
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　白洲は東北電力会長として、欧米の新しい電気事業の考え方や技術を続々と導

入した。ランド・ローバー（ジープ）やヘリコプターの導入も白洲の提案だった。

ジープはまず 80 台輸入され、送電塔の補修作業やダム建設に使われた。ヘリコ

プターも送電補修に力を発揮し、作業員の過酷な仕事は半減された。いずれも電

力業界初。マイクロウエーブ建設も白洲の提案で、仙台～福島間にまず導入さ

れ、専用電話が容易になった。マイクロウエーブは日本初で、東北電力に続いて

NTT や NHK が導入した。白洲は、時間をつくってダム工事現場をよく訪問した。

只見川水系は柳津、片門、宮下などの水力発電所を次々と建設していたからであ

る。英国仕込みのダンディな白洲は長靴をはき、現場で働く人の家族のためにチョ

コレートやキャンデーを土産に持ち、夜は茶わん酒で現場の労働者と酒を酌み交

わした。

　東北電力の会長を退任したあと、荒川水力発電会長や大沢商会会長、大洋漁業、

日本テレビなどの役員を務め、80 歳までポルシェを乗り回し昭和 60 年 83 歳で

逝去した。

○街頭録音に出演

　東北電力 3 代目の社長になった平井寛一郎は、松永の公益事業委員会の事務局

にいた。大同電力、日本発送電、関西電力を経て、東北電力社長になった経歴の

持ち主である。

　平井は明治 34 年（1901）に京都で生まれた。市内の小学校から京都一中、三高、

京都帝国大学に進み、工学部電気学科を卒業して大正 15 年大同電力に入社した。

大同では東京進出にともない横浜の綱島変電所の建設を担当、最新技術の超高圧

15 万ボルトの送電線を設置した。その後は本社の企画部門で設備の立案や計画

に従事。電力国営化で日本発送電が設立されると大同が解体され、日発に移った。

戦争直後、資材部長のとき放出軍需品の獲得で大活躍。自動車が木炭で走る時世

で輸送手段が少ない時代に、どこからか輸送車を集めてきた。その車で海軍省に

残っていたガソリン・ドラム缶 1000 本と新品トラック 10 数台を直ちに引き取り、

受け取りができない他社を悔しがらせた。

　ポツダム政令で電気事業再編成が決まり日発は解体され、平井は九電力体制を
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つくる公益事業委員会に移る。公正取引委員会と同様な政府の行政組織で、前述

のように松永安左ヱ門委員長代理が率いる役所がつくられた。再編成が決まった

のが 25 年 9 月、翌年 5 月には九社体制を発足させねばならない。平井は技術長

として、日発の発電所や送電線を九つの電力会社に割り振るめんどうな作業を担

当した。27 年 8 月公益事業委員会が解散されると、平井は関西電力に引っ張られ、

電気事業経営者会議事務局長に就任した。

　日本電気産業労働組合（電産）のスト攻勢に押されっぱなしの経営者側は、昭

和 22 年 7 月、電気事業経営者会議をつくった。電産の組織力に対し経営側はバ

ラバラで、団体交渉は押され放し。たまりかねた経営者側が、一丸となって電産

にあたる組織を一本化したのであった。電産は 27 年 9 月から、歴史的な 16 波に

わたるストを決行する。スト直前に電経会議事務局長になったのが平井寛一郎。

NHK ラジオの『街頭録音』に出演、電産委員長と激論を闘わせた。戦後復興間

もない東京駅八重州口に舞台を造り、「最近の停電をどう思うか」という番組。

400 人もの聴衆が集まり主婦連も参加した。当時もっとも聴取率の高い番組で、

この放送をきっかけに世論が発電ストや変電ストに批判的になった。

　すかさず経営者側は電経会議を電気事業連合会に改組し、初代事務局長に平井

が就任、労組対策を強めていく。ストが長期化するに連れ、組合内部にも中央の

指令に批判的な動きが強くなり、電力会社ごとに組合ができ電産を脱退する組合

員が続出、新たに組合ができ昭和 29 年 2 月には全国電力労働組合連合会が結成

された。

　

○新潟地震の現地に飛ぶ

　2 ヵ月後に平井は、関西電力取締役に。電事連事務局長を退任し関西に帰ると、

31 年 5 月黒部川第四発電所建設事務所の初代所長になった。平井は、

「体を張ってやる」

と長野県大町に単身で乗り込み、黒四ダムの建設準備を開始する。まず現地事務

所をつくり、宿舎や倉庫の用地を探さなければならない。工事の労働者は最大

7000 人を超える。彼らの衣食住を中央アルプスの山中に確保せねばならなかっ

た。8 月からダムサイトに通じる大町トンネルの掘削を開始した。大町からダム
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サイトまで 21 キロ、そのうち 5 キロをトンネルでつなげる大工事。翌年 5 月、

トンネル掘削は破砕帯にぶつかり、大量の冷水と花崗岩の砂粒が流出する。平井

はあの手この手を研究させて試みるが止まらない。7 ヵ月間も工事を中断したあ

と、500 万トンも出た水がやっと止まった。33 年 5 月常務に昇格、大阪に帰って

も黒四建設を指揮して完成させた。黒四のあと瀬戸内海を横切る四国との送電線

も建設した。

　関西電力副社長となった平井は、35 年に電源開発副総裁に指名された。その

ころ電源開発が水力発電所を専行させたため、九電力と摩擦が多かった。通産省

と電力業界が話し合った結果、温厚で調整能力があり発電所建設に詳しい平井に

白羽の矢が立ったのである。平井は只見川開発でもめていた東北電力との負担金

問題で話をつけ、御母衣、奥只見、田子倉発電所を完成させ、佐久間周波数変電

所の建設を進めた。

　37 年 12 月には、東北電力社長にかつぎ出される。就任直後に全社員にあいさ

つした中で、

「料金をこれ以上は上げないよう最善の努力をすることが、東北の産業発展や民

生安定につながる。そのためには業務の合理化と能率向上を図り、思いきって体

質改善を進めねばならない」

と述べ、料金の長期安定と事務と経理の合理化を基本方針に掲げた。昭和 39 年

6 月に新潟地震が発生、平井が東京・有楽町の電事連での社長会に出席している

最中だった。古いビルが大きく揺れ震源地が新潟とわかると、平井は各社の社長

に電力を融通する広域運営を要請、東京電力社長には救援を依頼した。そしてす

ぐに席を立ち飛行機で仙台の本社に戻り、ヘリコプターで新潟に入って復旧作業

の先頭に立った。関西人だった平井は東北電力社長になるや「東北に骨を埋める」

と宣言、東北地方の歴史や文化を勉強するとともに、「東北の発展なくしては当

社の発展はない」と東北地方の開発に力を入れた。41 年には東北経済団体連合

会を組織して自ら会長となり、東北縦貫自動車道、東北新幹線、仙台臨海工業開

発、むつ小川原開発などを提唱、東北地方の開発を中央の政財界に働きかけた。

44 年に会長になり日本電気学会会長などを歴任して、昭和 53 年に仙台で世を去っ

た。いわば電力一筋、78 歳の生涯だった。
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○大卒後、見習い電工からスタート

　東北電力初の原子力発電所、女川一号機は昭和 58 年 10 月 19 日 13 時 12 分に

臨界に達した。

「この日、病床におたずねしてご報告申し上げましたところ、目を輝かせ、心か

らお喜びなり、その翌日、若林会長は 75 年の生涯をとじられた」

と、『若林彊流芳録』の序文で、当時社長だった玉川敏雄が記している。

　若林は昭和 44 年から 14 年間、東北電力社長を務め、原子力の立地に力を入れ、

女川原発の運転開始を心待ちにしていた。東北電力は最初、浪江・小高に原子力

の立地を決めたが漁業交渉などがうまくいかず、昭和 43 年に女川立地に切り替

えた。が、女川の交渉もはからどらなかった。管内には、東京電力が昭和 46 年

に福島第一原発の 1 号機を運転開始させ、女川が完成するまでに六号機まで運転

を始め、さらに柏崎刈羽の建設も進んでいた。若林にとって、

「なぜ東電だけがうまく立地するのか」

悔しくてならなかった。女川の立地では自ら現地に足を運ぶことも多く、15 年

もかかった臨界を病床で見届けた直後に、帰らぬ人となった。

　若林は明治 42 年（1909）、山形県の鶴岡町で生まれた。藤島農業高校校長だっ

た父親が岩見沢農学校へ移ったため、若林は札幌の小学校に入学、札幌一中から

北海道帝国大学予科に進んだ。昭和 7 年に工学部電気学科を卒業、北海道電燈に

入社した。

「そのころは不況のどん底で新卒を採用する会社はほとんどなかった。電気科の

卒業生 25 人のうち勤め口を見つけたのは 2、3 人。私も人夫代わりでよいからと

いう条件付きで入社した」と若林。大卒でも「工手」で、電工見習いだった。

「朝 6 時半に出勤し、材料を大八車に積んで一般住宅に行き、天井裏に入って屋

内配線の工事。今の住宅と違い当時は釣り天井や紙天井で、うまく天井の作業を

しないと足を踏みはずしてしまう。まだ懐中電灯がなく明かりはロウソク。天井

にたまっているススに火がつくと燃えるので、気を使う作業だった。その後、屋

外の配線工事に変わり、毎日 50 本から 100 本もの電柱に上って、四ミリの鉄線

を切って配電線工事をし、手はマメだらけとなった」という。給料は日給で 1 日



電気事業起業家と九電力体制

− 107 −

1 円 70 銭だった。入社 2 年目に請負業者の監督になるが、宿直が 1 日置き。一

般家庭の電球が切れると呼び出され、電球交換に行った。

「盗電摘発はいやな仕事で、見つけしだい盗電を認めさせ追徴金をとらねばなら

ない。電気料を払わない所は電気を止め、切ってはつなぐの繰り返し。大晦日な

どは夜中の 12 時過ぎまで馬車馬のように働かされた」

「北海道電燈は富士製紙の系列だが、バックは甲州の穴水財閥で、経費節減のた

め毎月監視役が支店に来て人減らしを命令する。月末には必ず 2、3 人が支店長

に呼ばれ、帰って来ると机の整理をして退社した」

後年、そんな時代を若林はふり返っている。

○社員投票で支店長に

　北海道電灯は昭和 9 年、本州の電力会社などを吸収して大日本電力に。入社後

6 年で若林は、大日本電力の秋田支店に転勤になった。秋田は国策会社の東北振

興電力が、水力発電所を盛んに開発していた。秋田支店はこの電力を受電して販

売するのが仕事。若林は秋田県内に 6 万ボルトの送電線網を計画するが、会社は

認めてくれなかった。この計画を知った東北振興電力が、若林を 2 倍の給料で引

き抜きにかかる。が、大日本電力に若林引き抜きを正式に申し込んだため、会社

が断り移籍はならなかった。

　配電統合が始まると若林は、東北配電設立事務所に出向、青森県電の評価作業

をさせられた。17 年に大日本電力の秋田地区は、北海道とわかれて東北配電に

なり若林も同社に移った。翌年、青森支店工務課長に。下北半島大湊の海軍警備

府に 6 万ボルトの送電線で送っていたが、塩害でしばしば停電する。3 万ボルト

に落とせばうまくいくが、それでは海軍のポンプが動かない。やっとのことで

六万ボルトで送れるようになり、参謀長から表彰状をもらった。次の年、海軍に

召集された。小笠原の母島に派遣される前の晩、たまたま隣の中隊長が大湊で折

衝していた人で、翌朝、名簿からはずしてくれた。19 年春に召集解除になったが、

母島で戦死したことになっていた。

　青森支店工務課長で終戦を迎えると、進駐軍の基地の配電線工事に追われる。

翌年、山形支店工務課長で移ったが、ここでも進駐軍の工事。神町駐屯地の配電
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線工事では、ピストルを突きつけられての作業だった。昭和 25 年、42 歳で青森

支店長に就任する。支店長には投票でなった。アメリカ式の民主主義が導入され

た直後の時代だが、支店長を投票で決めたのは、後にも先にもない。前任者が監

査役になり、後任人事が難航、支店長会議で投票によって決めたという。労働組

合が就任に反対したが、投票で決まったことを知り、おさまった。

　翌年、電力再編成で東北電力ができると青森支店長に横滑り、本社技術局電気

部長になった。若林は、早くもこのころから原子力発電に注目する。昭和 32 年

には原子力調査課を設置、取締役企画室長時代には自ら海外視察をし、早期の原

発立地をめざした。44 年に 4 代目の社長に就任、電力の安定供給のため電源の

開発・増強と原子力発電の推進を掲げた。46 年、女川原子力準備事務所を開く

と社長自ら壮行会を開き、事務所全員に酒をついで回ったほど。社長時代は東北

電力の経営だけでなく、東北経済の強化や開発にも力をいれ、会長に就任後、3 ヵ

月余で死去した。

4　九州電力

　　

○祖父・麻生太吉と、孫・麻生太賀吉が創業

  松永が、九州電力会長に指名したのは麻生多賀吉であった。

　麻生太賀吉は明治 44 年（1911）、九州の 3 大炭鉱王の 1 人、麻生太吉の三男・

太郎の長男として生まれた。太吉には 4 人の男子がいた。上の 2 人は早世したり

体が悪かったりしたため、3 男が後を継いだ。ところが太賀吉が 8 歳の時、父・

太郎が 32 歳で急死した。太吉は孫の太賀吉を後継者と決め、太賀吉が中学生に

なると炭鉱の現場を連れ歩き事業を教えた。自分が 14 歳から炭鉱事業を始めた

経験を、すべて教えようとしたのであった。旧制福岡中学から九州帝国大学を終

えた太賀吉は、昭和 8 年に 22 歳で麻生商店に入社。同年 12 月に太吉が死去、祖

父が 1 代で築いた多くの事業を 23 歳で引き継いだ。炭鉱、銀行、電気事業のほ

か、前年に創業したセメントなど麻生家のすべての事業に取り組まなければなら

なかった。太賀吉は 2 年後、欧米の視察に出かけ、浅間丸で白洲次郎に会う。

　麻生家の太吉と太賀吉は祖父と孫で、その 2 代にわたって九州地域の電気事業
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を創業から発展へと導いた。

　麻生太吉は、江戸末期の安政 4 年（1857）、現在の九州・飯塚市の庄屋の息子

として生まれた。明治 5 年 14 歳で元服すると、父親が始めていた石炭の採掘事

業を手伝う。最初は採炭がうまく進まなかったが、5、6 年すると順調に石炭を

採掘できるようになった。明治 14 年（1881）には会社組織にし、筑豊地域の有

望な鉱区を買い採掘を進めた。九州の石炭事業の将来性に着目した三井、三菱、

住友財閥は、すでに採掘中の地元資本の炭鉱の買収にかかる。太吉は財閥から買

収話があると高値で売り、また新しい鉱区を見つけて採掘を始めた。明治 32 年

には衆議院議員選挙に出馬し当選した。

　明治 40 年前後、太吉の炭鉱ではやっと電灯を使い始めていた。財閥系の炭鉱

では動力用に電気を使っていたが、太吉の炭鉱では動力は蒸気機関。太吉は部下

の役員に相談する。

「電気は石炭で起こすのか」

「水力もあるが石炭が多いと聞いている」

「電気を使えば深い所の排水ができ、石炭をもっと深くまで掘れる。石炭で電気

ができるなら、高い電気代を払わないですむ。どうせやるなら、うちのヤマだけ

で使わず飯塚の町にも電灯の花を咲かせよう」

と、太吉は電気事業の進出を決めた。

○右手に石炭、左手に電力

　明治 43 年（1910）、太吉は資本金 10 万円の嘉穂電燈株式会社を設立、100 キ

ロワットの火力発電機で 2 つの炭鉱と 1500 百軒の一般家庭に電気の供給を始め

た。翌年には発電機を増設、供給世帯を倍増した。この年、水力発電を中心とし

た九州水力電気が設立され、大正 2 年（1913）に太吉が同社の取締役に迎えられる。

九州水力は八幡製鉄所にも電気を供給、北九州の有力な電気事業会社となってい

た。九州では、福沢桃介と松永安左ヱ門が福博電気軌道を創立、九州電気、博多

電燈などを吸収して九州電燈鉄道となり、さらに事業を拡大し東邦電力となって

ゆくときである。九州水力は松永の勢力に対抗するもので、博多の地元財界が創

立した博多電気軌道と合併する。太吉は松永に対抗する地元財界グループに説得
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され、九州水力の社長に就任する。ほかに杖立川水力電気、延岡電気、九州保善、

神都電気興業、筑後電気などの社長も兼務した。太吉は九水の社長になると、農

村へ宣伝隊を送り共同作業場をつくることを呼びかけた。ここに精米機や製粉機、

製麺機、ムシロ織機などを設置して農家の電化を進めさせた。

「右手に石炭、左手に電力」が、太吉の事業方針。太吉は松永に和解を呼びかけ

合併を提案するが、話はなかなか進まず、九水と東邦の競争は、電力国営化まで

続く。

　昭和に入ると前述のように、電力国家管理の動きが急となる太吉の孫、太賀吉

が関係していたすべての電気事業会社が、日本発送電と九州配電の 2 社に吸収さ

れた。太賀吉は九州配電の監査役に就任した。

　戦争が終わり吉田内閣ができると、吉田から太賀吉に衆議院議員選挙立候補の

要請が来る。昭和 24 年に当選、吉田首相の側近として中央政界での活動が始まっ

た。電力再編成を進めていた松永安左ヱ門は、最終的には GHQ と吉田首相の裁

断で、政財界の反対を押し切り電力会社の九分割を強行した。吉田の側近として

松永に協力したのが、太賀吉と白洲。この関係から、昭和 26 年の九社発足で、

九州電力会長に太賀吉が、東北電力会長に白洲が指名されたのである。

　九電が創業したとき、電源不足が深刻だった。水力より火力発電所の建設が

手っ取り早く、太賀吉は外資導入によって苅田発電所の建設を進めた。社長の佐

藤篤二郎を米国に派遣した。戦後の初代駐米大使は新木栄吉。新木は太賀吉が推

薦して吉田が抜擢した。佐藤の世界銀行からの借款交渉には新木が全面的に支援、

1120 万ドルの借款に成功、7 万 5000 キロワットの発電機の輸入も契約した。太

賀吉は 5 年後に会長をやめ取締役に退く。吉田が首相を辞めると政界を引退、麻

生家の石炭事業を閉山しセメント事業を発展させた。昭和 48 年、太賀吉 62 歳の

とき、32 歳の太郎に麻生グループの社長職を譲った。太郎は昭和 54 年に衆議院

選に出馬、外務大臣などを歴任して、平成 20 年内閣総理大臣となった。太郎の

妹信子は三笠宮寛仁親王妃で、天皇家ともつながっている。

　

○社長宅に直訴

　昭和 17 年 4 月 1 日、九州配電が発足する。九州水力、東邦電力、九州電気、
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日本水電の四社を中核に約 40 社の配電設備や小規模の水力発電所を統合した。

新会社で問題になったのは本社をどこに置くか。福岡に根を張る九州水力系の人

は福岡に本社を置くことを主張、熊本に本拠を置く九州電気の人たちは熊本に本

社を置くことを主張した。登記上の本社は福岡に置いたが、重要なセクションで

ある業務部と工務部は熊本に置き、事実上 2 本社体制でスタートした。一線の社

員にとってやりにくくてしょうがない。大分支店の営業課長だった瓦林潔は、仲

間を集めて福岡にあった社長の家に押し掛け、

「本社を二つに分けたのは、社長としての見識がない。早くやめてほしい」

と直訴した。人事も 2 本社に別れてごたごたしていた。翌年、電気事業が軍需省

の管轄になったのを契機に福岡に 1 本化された。

　瓦林は、大分から鹿児島支店に配転、戦争が終わると本店の会計課長になった。

会計課長の仕事は資金の調達。銀行の協調融資団をつくって 2500 万円を調達す

る必要があった。昭和 23 年の初め、13 銀行の担当者を福岡市内の料亭に集め、

物のない時代に酒や肴を調達してもてなした。その最中に警察が踏み込む。主催

者の瓦林は、銀行の人たちを逃がしたあと逮捕された。当時は、ポツダム政令で

料飲店での接待が禁止されていたのだ。取り調べに対し、瓦林は、

「戦後日本の復興には、電気事業が最も大事。その設備増強のため銀行から金を

借りるのは当然」

と応じた。証拠の料理メモを突きつけられて追及されるが、招待した銀行の名前

や酒などの入手先もとぼけ通し、いっさいしゃべらなかった。4 日間拘留されて

釈放、1 万円の罰金となった。翌年 6 月、台風が福岡を直撃している最中に九州

配電本社が全焼した。株主総会で新本社の建築が決まり、瓦林は取締役経理部長

になった。新築資金 3 億 1500 万円は、瓦林が調達した。

　　

○電車ガールを発案

　瓦林は、明治 36 年（1903）福岡県水分村で生まれた。生家は豪農で父親は村

会議員をしていた。地元の小学校から朝倉中学に進み、中学時代は政治家になる

ことを夢見ていた。大学は父の勧めで慶応大学医学部を受けるが白紙答案を出し、

中央大学予科に進む。弁護士から政治家への道を目指したのである。東京の下宿
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には同じ村から日本女子大に進んだ女子大生がときどき訪ねて来ていた。いつし

か 2 人はいっしょに生活するようになり、学生結婚することになる。しかし、田

舎の両家は大反対、彼女が 1 人娘であったからだ。子どもができると、しかたな

く両家が学生結婚を認めた。

　卒業試験の直前、瓦林は風邪をこじらせて肺炎になる。肋膜炎も併発、3 ヵ月

の入院生活を送る。卒業後は、九州に帰ってしばらく静養することになるが、そ

のとき瓦林の父親が急死した。このため地元に就職することになり昭和 3 年、家

から 3 キロ離れた所に本社があった筑後電気に入社した。筑後電気の社長は麻生

太吉、社員は 100 人ほどだった。瓦林は経理課へ配属され 3 年後に経理課長とな

る。五年後、経営がよくなかった別府大分電鉄の経理主任として派遣される。経

理主任の上には専務がいるだけ。瓦林は会社建て直しのため、全国初の「電車ガー

ル」を発案した。

「バスには女性の車掌がいる。電車にも女性の車掌がいてもおかしくない。採用

も自分でやって美人ばっかり 15 人採用した。お客に好評で 2 年で会社は黒字に」

と瓦林。筑後電気入社以来、弁護士から政治家への夢を持ち法律の勉強を続けて

いたが、「このころから電気事業で生きる決心をした」

という。昭和 12 年 34 歳の瓦林は、筑電の親会社である九州水力電気本社の営業

部電力課の係長に栄転した。直方営業所長のとき、九水は九州配電となり、大分

支店営業課長となる。

　戦後の電力再編成で九州電力ができると、瓦林は総務部長として入社した。電

産（日本電気産業労働組合）がスト闘争をしていた時代で、瓦林は昭和 27 年 12

月には何度も、「今夜も電気を送れません。ご迷惑をおかけします」とラジオで

放送した。電産に対抗するため新しい組合結成の動きが出てくるが、資金がない。

瓦林は福岡銀行に頼み、自分自身が保証人となって 300 万円を組合に借りてやっ

た。福銀の組合員が行内の稟議書を見て電産に通報、電産が瓦林を不当労働行為

で提訴した。瓦林は福銀の常務と相談、稟議書を差し替えて難を逃れた。34 年

には社内の派閥抗争から副社長解任事件が起き、瓦林は常勤役員でただ一人反対

した。

「社長と副社長の取り巻き連中が騒ぎ立て誤解が誤解を生んだ。ボクは中立で、
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表決でなく他の方法でと社長に進言したが受け付けてくれなかった。首を洗って

待っていたら 4 カ月後に、後任の副社長にさせられた」という。

　昭和 42 年、瓦林は 64 歳で社長に就任した。前から感じていたのが、九電の電

気料金が他の電力に比べて高いことだった。離島が 122 もあり、小規模な内燃火

力ではコストが高くなる。産炭地対策で石炭火力が多く、能率の上がる石油火力

に出遅れていた、などの理由。おりから中小企業九州大会で値下げ運動が起きて

いた。大分臨海工業地帯の開発でも割高な電気料金が問題になっていた。瓦林は

社長就任の直後、九州全土を回り中小企業の需用者と話し合った。その結果、値

下げはすぐには無理だが、長期にわたって電気料金を安定させることを約束した。

行脚から帰ってくると社内に対し、

「地域社会への奉仕」を社員に説き、石油火力の開発と従業員の合理化を進めた。

地域社会との連携では原子力発電所の立地に好結果をもたらし、関西、東京電力

に次いで原発を運開させた。49 年に九州電力会長、九州・山口経済連合会会長、

福岡商工会議所会頭などを歴任、平成 2 年 86 歳で死去した。 

○茶碗が飛んできた夜明発電所の交渉

　筑後川は福岡と大分の県境で大きく蛇行する。ここにダムを造って発電する計

画は、明治・大正・昭和初期と事業者が替わり何度も申請された。が、その都度、

反対派の力が強く頓挫してきた。戦後も日本発送電が申請し地元と 2 年以上も交

渉するが、反対派が GHQ に直訴し立ち消えとなっていた。昭和 26 年に発足し

た九州電力にとって、この夜明水力発電所（1 万 2000 キロワット）の建設が急

務だった。

　九電初代の管財課長になった永倉三郎の最初の仕事が、この用地取得と賠償問

題。現地には、何十年も繰り返してきた多くの問題が山積していた。筑後川の河

口に位置する大川市は家具の産地。日田から切り出した木材や竹材を筏で運び、

川畔に貯木して工場で加工する。ダムができると筏でなく、道路を整備してトラッ

ク輸送になるが、筏業者への補償だけでは済まず、家具工場へも補償をせねばな

らないという難題があった。工場は筑後川から原材料を搬入して加工する配置で、

道路から材料を搬入する場合、構内の配置を逆にしなければならない。永倉は日



電気事業起業家と九電力体制

− 114 −

田の造林業者から交渉を始め、木材、竹材業者、筏業者、家具業者と数十回も交

渉を進めた。

　筑後川は淡水魚の宝庫。鮎、鰻のほか観光用の鵜飼いもあり、漁業者との交渉

も多岐にわたる。ダムができると、産卵のため下流に行けず海で孵化した稚魚も

上がって来ない。永倉は県の水産課で計算してもらい、稚鮎 90 万尾、稚鰻 27 万

5000 尾を人工孵化させて毎年放流する条件を提示した。建設で使う予定の堰堤

道路も使わない約束を交わした。そのほか砂利業者や筑後川を農業用水に使う農

家、柿や梨、ブドウを生産する果実農家とも補償交渉を進めた。

さらにもうひとつの難関が発電所の用地取得。昼間の農作業を終えた地主との深

夜に及ぶ交渉が長く続いていた。ある晩、交渉の最中に永倉めがけて湯飲み茶わ

んが飛んでくる。

「あっと思う間もなく私の横の係長の顔面にあたって怪我をし、会場が騒然となっ

た。そのとき『これで交渉は終結する』と感じた。驚いた相手側の責任者が、陳

謝する顔色を見せたからだ」

永倉はそう述懐する。間もなく交渉は妥結し、夜明ダムと発電所の建設が現実と

なった。しかし昭和 28 年 6 月、大洪水で建設中のダムが決壊、多数の家が浸水、

流出し、死者も出る。大分、福岡両県知事は工事中止命令を出し、その原因解明

と補償交渉に半年を費やし、29 年 5 月にやっと竣工したのであった。

○ウソをいわない立地交渉

　永倉は明治 43 年（1910）に佐賀市で生まれる。父親は九州電燈鉄道の佐賀支

店長だった。山梨から佐賀中学に進学した進藤武左ヱ門（後の日本発送電副総裁、

中国電力会長）が同居しており、幼少のころ遊んでもらう。佐賀中、佐賀高から

東大法学部に進み、新聞社の試験を受けたが返事が来ず、父親から松永安左ヱ門

社長に手がまわっていた東邦電力に入社した。

　昭和 9 年春、東京駅前の本社で研修を受けたあと、佐世保支店に向かう。特急

列車には同期入社で福岡支店に行く田中精一（後の中部電力社長）が一緒だった。

佐世保支店営業係として扇風機やこたつ、アイロンを売っているうち 9 ヶ月後に

兵役に徴収される。一年の兵役期間が過ぎ支店に戻ると、火力発電所の用地買収
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の仕事を命ぜられた。佐世保・相浦港近くの島が建設地点で、雑木林に用地の目

印を付ける作業から始めた。大部分の用地は 1 人の地主が持っていたので買収は

スムーズに進んだが、取水や真珠養殖業者の補償の交渉に手間どった。発電機は

輸入する計画だが、政府が許可を出さない。佐世保海軍鎮守府司令長官から鉄鋼

特別発注許可をもらい国産に切り替えた。

　相浦火力が完成する直前の 13 年 1 月、召集令状が来る。ノモンハン事件の応

援部隊として中国東北部に行くが停戦協定で内地に帰還、1 年半で除隊し佐世保

支店に戻った。翌 15 年に結婚、16 年夏にまた召集令状が来て 3 度目の入隊。満

州のソ連国境に派遣され 17 年末に除隊、佐世保にまた戻ると、支店は九州配電

長崎支店佐世保営業所になっていた。福岡本社人事課に転じて勤務 2 年半。また

召集令状が来て 4 度目の入隊、主計中尉の永倉は老朽船でビルマに向かい、英印

軍に攻撃され死線をさまよう。九死に一生を得て21年7月に佐賀にたどりつくと、

「永倉の部隊は玉砕」と知らされていた家族は、「足がある」と喜んだ。

　復員後は佐賀支店勤務となり電産の佐賀支部長や佐賀県教育委員、佐賀県労働

委員などに担ぎ出された。昭和 26 年 1 月、松永の電気事業再編事務局へ出向、

東京で木川田一隆の下、九電力再編成の具体的な作業を進め、九州電力発足で本

社管財課長に。管財の主な仕事は不動産の取得や補償。課長から総務部長に昇格

し管財も所管した。38 年に取締役になるまでの 12 年間に、夜明、上椎葉、諸塚

など水力 20 カ所と、苅田、港など火力 9 カ所の立地を成功させた。

「交渉で心がけたのは、『ウソは言わない』『約束は守る』の二点だ」

と永倉は立地交渉の秘訣を語っている。常務、副社長を経て 49 年に社長。この間、

地熱発電、LNG 開発輸入、原子力発電、ウラン開発輸入などを実現した。58 年

に会長になり、九州・山口経済連合会会長として新幹線誘致など九州の発展につ

くした。

　永倉は歌謡曲の作詞ではプロ級の腕前。「赤坂の夜は更けて」を作曲した鈴木

道明と、戦争中「思い出の街」「花に寄せて」をつくり、社長時代には「邂逅 40 年」

を作詞している。平成 5 年に 83 歳で死去。

5　中部電力
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○丸木橋から真っ逆さま

　電力再編成で誕生した中部電力の初代社長には、井上五郎が選ばれた。

「終戦直後、電力が余ったのもきわめて一時のことで、経済の復興とともに電力

不足はますます激しくなった。電力再編問題が片付かなかった期間中、進駐軍の

指示で電源開発が押さえられ、占領政策で電力の復活が支援されなかったのが原

因。社長になった以上、急速に電源開発を実行しなければならなかった」

と後年井上が振り返るように、井上は社長に就任するや、外資によって火力発電

機を増設する。

　水力開発の的は大井川に定めた。江戸時代、大井川はいっさいの架橋が禁じら

れ、下流から上流に通ずる交通も止められていた。明治 39 年（1906）、日英水電

会社が英国から技師を招いて水力地点を調査したが、巨額な資金を投じて大規模

な開発をしなければ採算がとれないことが分かり、そのままになっていた。井上

はこの計画を 50 年ぶりに世に出す。上流の畑薙まで道路を建設、その資材や機

械は川の中を運ばなければならない。水没家屋は約 200 戸。水系全体で 45 万キ

ロワットが開発でき、600 億円の巨費がかかる計画。井上の 3 回にわたる訪米で、

世界銀行からの借款が有望となる。

　そこで、「社長として現地を見たい」と言い出した。が、畑薙までの道はない。

南アルプスの赤石山系に上り、きこり道を下りて来なければならない。社内は大

騒ぎになったが、ヘリコプターで南アルプスに着陸し徒歩で地点まで行くことに

なった。南アルプスは天候が不順でヘリコプターの操縦は難しい。やっとのこと

で井上社長を上河内岳まで運び聖沢小屋に一泊、赤石渓までたどりつく。ところ

が、そこの丸木橋で井上が足を滑らし数 10 メートル下の激流まで真っ逆さま。

運良く 2 メートル下の石の間で止まったが、井上は気を失い肋骨を 4 本も折って

しまった。人夫が急造した担架で畑薙まで運び、井上は担架の上から開発地点を

食い入るように視察した。

「この事故ははなばなしく世間に伝わった。第一報は、私がヘリコプターから落

ちたという誤報。結果は、ヘリコプターを呼び名古屋まで運んでもらって半月余

り入院したが、私が現地まで行き大ケガしたことが世銀に伝わり、中部電力最初
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のインパクトローンがなんの支障なく決まった」（『私の履歴書』）

のだった。この開発で昭和 32 年に完成した日本最初の中空重力式の井川ダムに

は、建設した人たちが井上の五郎をとって『井川五郎ダム』と名づけた。

　中部電力ができた昭和 26 年の発電能力は、水力 78 万キロワット火力 28 万キ

ロワットの計106万キロワット、井上が社長を辞めた十年後の昭和36年の能力は、

水力 123 万キロワット火力 139 万キロワットの計 262 万キロワットで、2 倍半に

増加した。

○松永の子飼いを抜擢

　井上は明治 32 年（1899）、東京で生まれた。父・角五郎が広島から出てきて福

沢諭吉の門下生となった関係から、井上も慶応義塾で幼稚舎と小学校を過ごす。

中学は東京高等師範の付属に進み、一高を経て東京帝国大学電気工学科に入学す

る。そのとき父・角五郎は矢作水力の社長だった。卒業後、東邦電力に技術者と

して入社、同社第 1 回の入社社員となった。井上は九州勤務を志願、水力発電所

の建設に携わる。翌年、松永安左ヱ門副社長が東京進出を決めるや、井上は早川

電力の仕事を命ぜられた。早川は日英水電を引き継いだ会社で、後年に井上が大

井川開発を始める遠因になる。

　松永は、東京進出にともない米国のゼネラル・エレクトリック（GE）社から

大型発電機 2 基を輸入した。その実習生に井上が選ばれ 1 年半、米国に派遣され

た。帰国すると早川電力と群馬電力が合併し東京電力ができていた。井上は川崎

変電所の建設担当に。東京電力の首都殴り込みにあわせて 3 ヶ月の突貫工事で完

成させた。東京電燈との電力戦が手打ちとなり両者が合併すると、井上は名古屋

の東邦に戻った。名古屋では三河水力の越戸発電所の建設を完成させたあと、昭

和 17 年の配電統合まで東邦の建設課長として、発電所や変電所の建設を進めた。

中部配電会社設立で理事工務部長、終戦後は営業部長、常務、副社長と進み、電

力再編成で松永により中部電力社長に抜擢された。

　社長時代、伊勢湾台風に遭遇、中電管内の電柱 2 万本が倒壊した。井上は本社

社屋の改築を取りやめ、全社をあげて普及作業にあたり街路の電柱には無料で電

灯をつけさせた。水の引かない住宅は感電の危険があり、電灯をなかなかつけら
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れなかった。このため無料の街路灯は住民から感謝された。

　昭和 42 年、動力炉・核燃料事業団が新設されると、中部電力会長から初代の

理事長に選ばれた。動燃では 5 年間、新型動力炉開発の指揮をとった。その後、

原子力委員に就任、委員長代理を 6 年勤めた。

「一電気技術者として社会に出た私は、最初は川の流れを見て暮らし、次いでボ

イラーの炎で苦労し、最後に原子核に取り組んだ。大学を出て就職の面接にいっ

た時、『私は日本のエネルギー問題を扱ってみたい』と言ったが、ひたすら一本

のレールを走り続け、初志を貫徹できた」

と晩年に振り返っている。昭和 56 年 82 歳で死去。

○空襲の火傷で助かる

「8 月 6 日の朝、足の治療をすませて立ち上がったとき、突如家全体が崩れ落ちた。

爆発音も記憶にない。気がついたら私はつぶされた部屋の片すみに叩きつけられ

ていた。周囲は真っ暗で、家の柱や天井が折り重なり、上の方でかすかな光がさ

しこんでいた。一瞬、わが目を疑った。広島の街全体がペシャンコになって、あ

ちこちから線香のような煙が立ち上がっている。町は瓦礫の山。広島駅の方へ向

かって歩いて行くと、京橋川の対岸はすでに火の海となっていた」

　横山通夫は、広島の爆心地から 600 メートルの所で原爆に遭い、奇跡的に助か

る。

「津の空襲で火傷を負いその手当をしたため、あの朝はいつもより 15 分ほど遅れ

て下宿を出ようとしていた。もし火傷がなかったなら、8 時までに中国軍需部経

理部に着いていたので、17 人の仲間と同様、真っ黒焦げになっていた」

　横山は軍需部があった福屋デパートのビルに向かったが、炎上した直後で熱く

て中に入れなかった。翌日、横山は仲間の 17 人の遺体を収容、火葬にした。

　昭和 19 年 2 月、中部配電津支店長だった横山は、2 回目の召集を受けた。す

でに 44 歳。熊谷陸軍飛行学校の経理をやった後、20 年 4 月に広島衛戍司令部に

移った。7 月下旬に津の家族の疎開先に行ったとき、空襲に遭い焼夷弾で右足に

火傷を負った。20 年 9 月、名古屋の中部配電本社に復員した。このとき被爆の

症状が出て白血球が減っており、病院で治療に専念する。
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　松永安左ヱ門が電力再編成に取り掛かると、関東配電の木川田一隆、関西配電

の芦原義重とともに松永の下に馳せ参じ、電力再編成を進め、現在の九電力体制

をつくった。

　昭和 26 年 5 月、中部電力ができると副社長として入社、電源開発に取り組んだ。

中電管内には木曽川という格好の水力電源があった。しかし、木曽川は管外の関

西電力に押さえられており、中電は火力発電の開発に力を入れざるを得なかった。

横山は、昭和 30 年 12 月に三重火力 1 号機を完成させた。日本初の屋外式設備で

出力は 6 万 6 千キロワット、当時としては大規模発電設備だった。続いて 2 号機、

3 号機を運転開始、新名古屋 1 号機では世界最新技術の高温高圧の設備を輸入し

た。このあと、重油専焼火力を初めて導入、尾鷲火力では公害対策として 120 メー

トルの集合煙突を建てた。知多火力では原油生焚きで先鞭をつけ、知多と西名古

屋火力では 220 メートルの集合煙突を設置した。横山は、

「公害防止のための費用は出し惜しみしない」

と社内に申し渡し、火力開発では、中電が電力業界のトップを走った。

○被爆者の原子力開発

　水力では、消費地の名古屋から遠い大井川の開発に取り組まざるを得なかった。

奥井、井川両水力を建設した後、大井川水系の開発に本格的に取り組む。

「第 3 の火といわれる原子力発電に着手したのは昭和 38 年からであった」

被爆者・横山が記すように、火力、水力のあと原子力の開発に乗り出す。最初、

中電は熊野灘の芦浜を原発の地点と決め、地元対策を進めていた。が、地元の二

つの町が賛成と反対に別れて対立、見送らざるを得なかった。そこで、遠州灘の

浜岡に地点が絞られる。

「浜岡立地までにはすでに美浜（関西電力）、敦賀（日本原子力発電）の発電所で

反対運動が起きていたが、私たちは地元住民に海水、空気汚染の懸念はまったく

ないことを繰り返し説明した。次第に自主的調査団が調査するなど理解が深まり、

こうした関係者の努力が実を結んで昭和 51 年 3 月に営業運転を開始した」

と、横山は『私の履歴書』で記している。「原子力の凄さは身をもって知っている」

と話す横山は、原子力の安全問題には念には念を入れた。
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　横山は慶応大学時代、ラグビー部に所属した。松永が創立した九州電燈鉄道に

入社、東邦電力、中部配電、中部電力と電力一筋に歩む。中電では副社長、社長、

会長を歴任、松永が没するや、松永が創立した電力中央研究所理事長となり電気

協会会長も歴任した。

「私は電力マンであるとともに、前半生はラグビーを中心としたスポーツマンで

あった。これまで私を貫き支えて来たものは『16 番目の選手たれ』という私な

りの考えである。ラグビーは 15 人が正規のメンバー。16 番目はいわばチームの

補欠だ。しかし、常に有事に備え、しかもチームを下から支える任務を負う。私

はその心がけに徹してきた」

横山のモットーは、平成 13 年に中電社長になった川口文夫に受け継がれている。

「私が入社したころ、横山社長から『シックスティーン主義』という言葉を聞い

た。電力自由化と産業経済の行動変革期に直面した今、16 番目の選手の気持ちで、

社員の持ち味や特徴をいかし、全員が存分に力を発揮できるようにしていくこと

が、私の役目だと感じている」

と、語っている。

○入社後すぐに電車の運転手

 　中部配電の東京支社は銀座の名古屋商工会館 4 階にあった。このビルには電

力再編成を進めた松永の事務所があり、『銀座電力局』と呼ばれ、多くの業界人

や政府関係者が出入りしていた。何か用があると田中精一のところに松永から電

話がかかってくる。「精一ちょっと来てくれ」「はい」と、銀座電力局に上がって

ゆく。

　中部配電東京支社総務課長の田中精一は、松永の秘書的な仕事をさせられるよ

うになり、5 年間もこのビルに勤務した。松永は再編成終了後、政府の公益事業

委員会の委員長代理として、各電力会社の料金値上げや電源開発を支援していた。

精一は、松永の電源地点への調査にも同行、東京電力や九州電力など他の会社の

地点にも足を運んだ。東邦電力入社以来、23 年間も松永の薫陶を受ける結果と

なった。

　田中精一は昭和 9 年、慶応義塾大学卒業後、東邦電力に入社した。すぐに福岡
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支店電車課に配属、市内を走るチンチン電車の運転士になった。運転の練習は一

日だけ。次の日から運転を始めた。「人を傷つけてはいけないが、荷車ぐらいな

らいい」と先輩運転士が教えた。

「急ブレーキをかけると、モーターが焼けて修理代の方が高くつく」というのが

理由だった。運転士のあとは車掌、乗車料金は 2 銭、1 日が終わって数えると、

切符とお金の勘定がなかなか合わなかった。その後は営業課に移り電球をリヤ

カーに積んで各家庭を回ってセールス、当時はメーターではなく電球 1 つで何円

という定額料金だった。夜になると契約カードをもって住宅を回り、契約より明

るい電球をつけている家庭を見つけて契約変更をせまる。夏には扇風機、冬は電

気コタツを販売するが思うように売れなかった。大卒といえども現場からのス

タート。社長・松永安左ヱ門の方針だった。

　精一が東邦電力に入社したのは、父の徳次郎の影響が大きい。父・徳次郎は明

治 9 年、名古屋市に近い弥富町の造り酒屋の次男に生まれた。慶応義塾を卒業後、

三井銀行に入社。徳次郎は慶応で 1 歳年下の松永安左ヱ門と友達となった。松永

が神戸で福沢桃介と石炭販売会社を経営していたころ、徳次郎は大阪支店勤務で

つきあいを深める。さらに、慶応と三井の先輩でもある阪急の小林一三とも親交

を深め、松永と小林に資金を融資した。これが縁となり、松永が九州電気を創立

すると徳次郎は取締役として入社した。松永傘下の廣瀧水力電気や揖斐川電力の

社長として経営をまかされ、松永の金庫番として松永の電気事業の拡大を実現し

てゆく。松永が資金や経理を心配せずに事業を拡大できたのは、徳次郎がいたか

らだ。徳次郎は、東邦電力専務のとき心臓病で死去、58 歳の誕生日だった。

　

○値上げしたら部を減らせ

　精一は、徳次郎が九州電気の常務時代、明治 44 年に佐賀で生まれた。

  父が亡くなって半年後、精一は東京電燈社長だった小林一三のところに就職の

相談に行く。小林は、「松永のところに行ったか」と聞いた。徳次郎が、

「お前は電力の仕事はするな。南方にでも行って農業をやれ」と言っていたので、

精一は電力会社に行く気がしなかった。小林に言われ松永のところに行くと、「お

れの所にいて、父親の一周忌をやれ」と東邦電力に入社することになった。入社
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2 年後、松永のすすめで松永の弟の長女と結婚する。昭和 17 年、電力国家管理

で東邦電力が解散・分割すると、精一は中部配電に移った。静岡支店営業係長で

終戦。電力再編成で中部電力ができ、本店営業係長を経て昭和 27 年に東京支社

総務課長となった。

　松永の仕事が終わって、名古屋の本社に戻り経理部次長になると、世界銀行と

のインパクトローンの借り入れ交渉のため訪米した。外貨不足のため 1 日の滞在

費は 20 ドル。交渉がまとまるまでの 2 ヵ月は、コーヒーショップでトーストと

卵で過ごす毎日だった。昭和 34 年の伊勢湾台風では、東海地域に大きな被害が

出た。本店営業部次長として会社に 1 週間も泊まり込み、第 1 線の復旧作業を支

援した。総務部長になると浜岡と芦浜の原子力発電所の用地買収の責任者に。自

ら現地に足を運び地権者と交渉にあたった。浜岡は 1 年 4 ヵ月で買収できたが、

芦浜は難航し後に断念した。「地元との話し合いが不十分だった」と田中はその後、

反省している。

　副社長になると、四日市公害訴訟の現地担当責任者に。話し合いの最前線に立

ち、一審敗訴のあと社内の控訴論を退け控訴断念を決める。昭和 52 年、田中精

一は中部電力社長に就任した。48 年の石油危機で原油が急騰、石油火力の比率 8

割の中電は二度も大幅値上げをした。田中は松永が、銀座電力局で怒鳴り上げて

いた一幕を思い出す。再編成後、業界は 3 度も料金を値上げしたが、そのとき松

永が各社の役員に言ったのは、「値上げするからには、それぞれ部を 2 つ減らし

て襟をただせ」だった。田中は社長就任後、脱石油戦略と中電行革を宣言する。

脱石油では、原子力、石炭火力、揚水発電を促進し、石油の比率を大幅に引き下

げた。中電行革は、本店組織の簡素化から手をつけ、昭和 58 八年に本店の 9 つ

の部と 35 課・グループを削減した。翌年には支店・支社の 1 つの部と 4 つの課

を減らした。本店の間接部門の人員を少なくし、その人員を実働部隊に振り向け

た。

　行革が一段落したあと、社長を安左ヱ門の甥、松永亀三郎に譲り、会長に退いた。

「私と後任社長が経営の第一線を離れれば、松永翁の薫陶を受けた幹部はいなく

なる。だが、使命感で電力事業に取り組んだ松永イズムは、社内に脈々と受け継

がれる、と確信している」と、『私の履歴書』で語っている。そのあと、中部経
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済連合会会長、日本電気協会会長などを歴任、平成 10 年に 87 歳で世を去った。 

5　北海道電力

○桃介の右腕

　電力再編成で北海道電力ができるとき、トップを誰にするかが焦点となった。

北海道は需要家密度が低く、停電ばかりして電力設備が全国で一番不足していた。

未開発地域も多く電気事業経営が最も難しい地域で、経営手腕が必要だったから

だ。再編成を進める松永安左ヱ門が白羽の矢を立てたのが、藤波収だった。

　しかし、それには問題があった。藤波は戦前、名古屋と大阪の電気事業を立ち

上げ、大同電力の事実上のトップとして活躍、戦争中は日本発送電の筆頭理事、

関東配電の副社長を歴任している。東京、関西、中部電力といった九電力の中で

も規模の大きい社のトップとなるのにふさわしい経歴である。しかも、松永の電

力再編成案作成にも協力していた。一方、松永は何としても、北海道は藤波にま

かせたかった。松永は藤波を口説く殺し文句を考える。

「桃介さんにいっぺん北海道の電気をやらせてみたかったねえ」

と、福沢桃介の話を持ち出したのである。福沢は松永の慶応義塾の先輩で、日本

の電気事業を興してきた兄貴分。藤波は福沢の右腕だった。最初は渋っていた藤

波も、松永に恩人の福沢を持ち出されるとついに断りきれず、63 歳にして北海

道電力の会長を引き受けざるをえなくなった。

　昭和 26 年 4 月 25 日、藤波は上野駅を発ち 28 時間かかって札幌駅に着く。5

月 1 日、北海道電力が誕生した。それまで北海道の電気事業は単独では赤字で、

本州の黒字をプールして穴埋めする形で運営されていた。需要に対し供給不足は

16.1% もあり、「ロウソク送電」「ホタル電気」と消費者から呼ばれ停電が多かっ

た。1 日も早く電源を確保し北海道だけ独立して黒字経営にしなければならない。

初めて北海道に乗り込んだ藤波には、難問山積だった。

　藤波は明治 21 年、大分県杵築町の元・武士の家に生まれた。地元で尋常小学

校から中学まで学び、熊本の第五高等学校に進む。兄 4 人が東京帝国大学を卒業

したため、收も東京帝国大学電気工学科に入学。1 年生のとき三池炭鉱に実習に
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出かけた。当時、そこにはわが国最大の火力発電所があった。23 歳で卒業、鬼

怒川水力電気株式会社に入社。鬼怒川水電は東京の市内電車に電気を供給するた

め前年に設立され、鬼怒川上流の下滝に出力 2 万 4000 キロワットの水力発電所

を建設中だった。藤波は東京変電所長として、東京市外尾久村に変電所を建設す

る仕事を命ぜられた。下滝から尾久まで 125 キロメートル 6 万 6000 ボルトの送

電線も完成、大正元年 12 月から送電を開始した。だが、市電は停電でよく止まっ

た。30 分もたたないと電気が来ないので、乗客は待ちきれず市電を降りて歩き

出す始末。藤波が停電の原因を調べると、変電所にカラスが飛んできて送電線に

とまり、くわえてきたミミズや藁でショートさせたための停電だった。

　2 年後、会社の人員整理で解雇され、本郷の下宿で遊んでいた。大学の教授に

呼び出され 1 通の紹介状をもらう。訪ねて行くと相手は福沢桃介だった。このと

き福沢は、名古屋電燈の株を買い集めている最中だった。福沢は名古屋電燈を乗っ

取る工作を展開しており、秘かに計画していた木曽川の水力開発に必要な若い技

術者を捜していたのだった。福沢に会った藤波は意気投合、大正 3 年名古屋電燈

に入社する。福沢が社長になると、木曽川の水利権を持っていた名古屋電力を吸

収合併し、木曽川の開発に乗り出した。藤波は臨時調査部電気課長として賤母発

電所の建設を始めた。そこで福沢は藤波に欧米行きを勧め、29 歳で欧米に向か

い先進国の発電所や電機工場を視察した。

　帰国後、木曽川開発事業は名古屋電燈から分離し、木曽電気興業となり賤母

発電所（出力 1 万 2600 キロワット）が完成した。木曽川開発が進むと最終的に

は 12 万キロワットもの発電能力を備える。名古屋市内需要 2 万キロワットを大

きく超えるので、福沢は関西への電気供給を考え、木曽電気興業と京阪電気鉄道

と共同出資の大阪送電を設立した。藤波は電気部長として木曽川から大阪までの

152 キロメートルの送電線を 1 年で完成させた。

　福沢は次に北陸から京阪に電気を送る日本水力に注目、大正 10 年に大阪送電、

木曽電気興業、日本水力 3 社を合併させ、大同電力を誕生させ、藤波は送電課長

に就任した。電力業界制覇をめざす福沢の下で、発電所や送電線建設を進めた藤

波は 7 年間働き続けだった。翌年、肋膜を悪くし小田原に転地して療養を始めた。
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○会長から社長に返り咲く

　が、半年もすると福沢から呼び出しがかかり、福沢が買収を予定していた大阪

電燈の財産受渡委員を命ぜられた。大阪電燈の配電設備などは大阪市が買収、残

りの火力発電設備などを大同が買収するため、技術の分かる藤波を福沢が頼りに

したのであった。さらに工事竣成検査委員も発令され、木曽川に建設中の桃山、

読書両発電所の工事の監視業務も命ぜられ、現場を回るうちに肋膜炎が完治して

しまった。翌年、理事に就任した。

　福沢は大阪電燈から買い入れた大阪府下の小口電力供給事業や、大同が持って

いた大口供給権などを合わせて大阪電力をつくった。藤波は取締役になり大阪で

の小売りに奔走する。昭和 3 年、福沢が倒れ社長に増田次郎がつき、藤波は 40

歳で取締役工務部長となった。病床で福沢は大同の東京進出を考えていた。大同

と東京電燈は黒部川河口から大井川河口に至るラインで勢力をわける紳士協定を

結んでいたが、東京側が愛知と三重県で小売り供給権をとったため、大同も関東

に小売り供給権を獲得、電力合戦となった。藤波は技術者だったが東電との交渉

にあたり、両社が相手の地域に進出することで協約が成立、大同の東京進出が実

現した。このとき藤波は社長に次ぐ常務・支配人になっていた。

　福沢が昭和 13 年になくなったころ、電力管理法で電力国有化の動きが強くなっ

た。藤波は、軍部と官僚の独走を避け民間側の意見を反映させる臨時電力調査会

の委員になって国有化に反対したが、軍部に押しきられ昭和 14 年に大同電力は

解散し、日本発送電に吸収された。藤波は理事公務部長として日本発送電に入っ

た。19 年には関東配電副社長に就任、ここで終戦を迎え 21 年に追放となった。

　5 年間の浪人暮らしのあと 26 年 5 月に北海道電力会長になるが、1 年後に社

長が退任、藤波は会長から社長になる。藤波がまず行ったのが料金の引き上げ。

会社設立 1 カ月後に 70% の値上げを申請したが、37.5% に削られて認可された。

そして電源開発に取り組んだ。昭和 35 年に会長。昭和 41 年、電源開発会社に不

祥事が発覚、国会などから、「電発は解散せよ」という声すら出てきたとき、藤

波に白羽の矢が立ち、78 歳で総裁になり、2 期やって 45 年に 82 歳で退任した。

47 年 84 歳で死去。
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7　四国電力　　

○石炭係の不正を見抜く

　戦争が終わり、松永が電気事業再編成審議会会長に就任すると、宮川竹馬は松

永から呼び出され銀座の松永事務所に毎日通う。GHQ は 10 分割案を出すが宮川

は松永に九分割案のアイデアを出し、松永はこの九分割案を押し進める。松永は、

昭和 26 年に九電力会社ができると、宮川を出身地の四国電力社長に送りこんだ。

　宮川は四国の水力開発を開始する。吉野川、奈半利川、四万十川、那賀川など

あらゆる地点を検討、瀬戸内海を渡る送電線をつくって本州に安い電力を売る構

想を考えた。奈半利川開発では、住友共同電力と水利権を争って手に入れた。27

年の電産ストでは、「全国均一賃金は認められない」ことを主張、10 波にわたる

ストに屈せず、他社より低い賃上げを組合に認めさせ、各社別の賃金格差を始め

て電産に認めさせた。

　宮川竹馬も松永の子飼いで、電気工からスタートし、松永の片腕になった。

　明治 20 年（1887）、高知県大方町の豪農の家に生まれた宮川は、地元の小学校

から高知県立 2 中を卒業、東京高等工業学校（現・東京工業大学）電気科に進ん

だ。明治 43 年に卒業して博多電燈株式会社に入社した。職名は外線係主任兼試

験係主任だが、やる仕事は電気工夫。工夫頭の下で外線の配線をする仕事だった。

宮川は大学ノートを持って工事に参加、暇があると電柱を見て一本一本ノートに

メモをしていった。立っている場所、電柱の高さ、腕木の形と本数、電線の具合、

変圧機の有無など、何 10 冊ものノートにぎっしりと書き込んだ。入社後、2 カ

月間で福岡市内外の数千本の電柱、電線、変圧器の完全な台帳をつくり、全部暗

記してしまった。前からいた先輩の工夫たちは驚き、工夫頭も分からぬことを聞

きにくるようになる。翌年、博多電燈は松永安左ヱ門たちがつくった福博電気軌

道に買収され博多電気軌道となり、さらに次の年、松永が九州電気を買収して吸

収し九州電燈鉄道となった。宮川はこの会社ができると外線係長になり、住吉発

電所長も兼務した。

　26 歳の宮川は発電所に行きびっくりする。仕事がルーズで不正が行われてい

た。発電用の石炭の受け入れでは、計量を終えた馬車がもう一度やってきて積み
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荷の石炭をもう一度計量していた。計量係となれ合いで二重に石炭代を支払って

いたのだ。宮川は会社の焼き印をつくり板切れに押して社名札をつくり番号を書

き、石炭運搬用の馬車にこれを打ち付けた。一人だった係りを四人が交替で勤務

する制度にし、馬車の番号をチェックして計量するシステムにした。ボイラー室

やタービン室には、「勤務中に新聞や雑誌、娯楽用書籍を読むこと禁ず」という

張り紙を出した。倉庫に行くと資材がごちゃごちゃと置いてあった。宮川は、小

さな倉庫をたくさんつくり、予備品、重要品、日常品、修理用品などを区別して

入れ、在庫台帳をつくって管理させた。ある日、本社から田中徳次郎常務がやっ

てきた。今までなら 3 日前から掃除をしたり倉庫の整頓をしなければならなかっ

たが、宮川は何もしなった。やってきた田中常務は、宮川が所長になってから発

電所が能率的に整備され経費も削減されたのが分かり、次の昇給日には宮川に破

格の大幅昇給を実施した。

　翌年、会社が筑後川をはさんで送電線の増強工事をすることになった。田中は

東大での技師に設計させたが、宮川にこの設計図を見せた。宮川は、コストが安

く将来の需要増に対応できる対案を出してきた。その直後、福岡から長崎までの

送電線を 2 回線にする計画が持ち上がった。技師長は、第一次世界大戦中で物不

足のため鉄線で 2 本目も引くことを提案した。常務から聞かれた宮川は銅線を主

張。「鉄は銅の 7 倍も抵抗があり 7 分の 1 の電気しか送れない。3、4 年で佐世保

や伊万里、有田の需要が急増、そのときにやりかえねばならなくなるから、今か

ら銅線で」と役員会で説明、宮川案となった。この 2 件で田中常務は宮川に、「技

師長になれ」と進めるが、「若すぎます」と宮川は断り、電気課長となった。

○桃介と安左ヱ門のけんか

　このころ、福沢桃介は名古屋電燈の経営に四苦八苦していた。停電はあたりま

え、会社の金を政治資金に使うなど乱脈をきわめていた。福沢は奈良にあった関

西水力電気と合併して社運の再興をはかるがうまくいかず親友の松永に泣きつい

てきた。松永は、「九州から関東に攻め上る」のが目標だったので、「その足がか

りに関西電気を吸収できる」と、まず、宮川を関西電気の技術部次長に送りこんだ。

名古屋の送電は 2200 ボルト。これでは名古屋全域に電気を送れない。宮川は松
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永に 3300 ボルトに上げることを進言、停電を解消した。松永は大正 11 年（1922）、

九州電燈鉄道と関西電気を合併し東邦電力をつくった。宮川は理事・本社技術部

長となり、名古屋支社工務課長を兼務した。

　宮川は、名古屋の電源が水力一辺倒なので、松永に火力発電所の建設を進言す

る。松永の鶴の一声で 3 万 5000 キロワット名古屋火力の建設が決まったが、福

沢の大同電力が木曽川水系に 15 万 4000 キロボルトの水力発電所を建設中だった

ため、松永に「おれのところの電気を買え」と火力建設に反対した。松永は宮川に、

「福沢の所に行き説明してこい」といわれ、単身で大同電力の役員会に乗り込み、

「水力発電の弱点は、需要が最大になる冬場に渇水期になり夏場の三分の一しか

発電できないことだ」と説得、名古屋火力発電所の建設を認めさせる。

　が、福沢は『火力亡国論』というパンフレットをつくり、監督官庁の逓信省な

どにばらまいた。このため、建設認可がなかなか降りなかった。宮川は、3 年間

の電気の動きを現す立体模型をつくった。左右に 365 日、前後に 24 時間、上下

に需要の動きを紙で表す立体グラフで、夏と冬の需要差、1 日の時間による需要

差が 1 目で分かった。逓信省の次官室での説明に、「火力の助けがなければ水力

は生きられない」と、役人は納得し、その場で認可を出した。

  名古屋火力の建設が始まった大正 14 年（1925）、松永は神奈川の早川電力と群

馬電力を買収して東京電力をつくり関東へ進出する。さらに田代川水電と静岡電

力を吸収合併した。宮川は翌年、東邦電力本社営業部長として東京に赴任、同時

に東京電力建設部長を兼務し、東京電燈との「燈力戦争」に加わった。このとき、

松永が日本電力から高い電気を買わされそうになったのを阻止し、電気の安売り

競争に貢献した。松永は昭和 3 年、東邦電力社長に就任、自ら表に立ち、東京電

燈との一戦を収束し東京電力を東京電燈に合併させる。宮川は昭和 4 年に 42 歳

で常務となり、文字通り松永の片腕となった。

○政府批判で辞任迫られる

　昭和 14 年に日本発送電ができると、宮川は理事として入社し営業部門を担当

した。すでに日中戦争が始まり、物資が不足気味で国内の石炭価格が上昇してい

た。だが、国策会社の日発が売る電気料金は、政府の命令で 3 年半は据え置き。
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渇水で水力も不足しカナダやインドから高い石炭を買わざるをえなかった。宮川

は理事会で、「機構改革して合理化するか、料金を上げるしかない」とぶち上げた。

が、寄り合い所帯の日発では結論は出ず、政府も結論を出さなかった。昭和 18 年、

筆頭理事業務局長になった宮川は、日発の経営に全力をつくしていた。軍部は兵

器補強のため電力増産を命令してくる。しかし、日発が発電所を建設しようとし

ても、政府の許可は 20 月もかかる。宮川は新潟で開かれた経済懇談会で、内地

や朝鮮、満州から集まった経済人に電力事情を講演した。

「日発は政府代表機関だが、自社の意志では何もできない。35 万キロワット、17

カ所の発電所建設を計画しているが、逓信省と地元県庁のほか、内務、農林、商

工、文部省と企画院の許可がなければ工事に着手できない。戦時の 1 日は平時の

1 ヵ月というが、これでは戦争に勝てない」と発言したところ、「弁士注意 !」

と警官から声がかかり、新潟県警本部長と特高課委から、「政府批判はまかりな

らぬ」との達示が出され、3 カ月後に日発を辞任しなければならなくなった。す

でに伊豆にこもっている松永に挨拶をした後、宮川は鎌倉山にこもり、妻とイモ

つくりを始めたのであった。

　　

○電産と闘う

　昭和 25 年秋のある日、山口恒則は酒を飲んだ帰り、東京・新橋駅近くでアメ

リカ人に呼びとめられ、警視庁に連行された。そのアメリカ人は GHQ（連合国

軍総司令部）の将校で、「オマエハ、トクダキュウイチ、ダ」と、厳しい取り調

べを続けた。徳田球一とは共産党の書記長で、レッドパージで GHQ に追われ深

く潜行していた。山口は徳田と同様に坊主頭で、風貌がそっくりだった。取り調

べに対し、「人違いだ」と何度も否定するが信用してもらえない。どこかの部屋

でカバンの中身を調べていた日本人の警察官が出て来て、将校に耳打ちしやっと

解放された。カバンの中には、共産党が指導する労働組合に対抗する経営者側の

方針の資料が入っていたのだった。

　山口は明治 41 年（1908）、四国の宇和島の近くで生まれた。宇和島中学から佐

賀高校に進み、京都帝国大学法学部を卒業、昭和 11 年 4 月、伊予鉄道電気株式

会社に入社した。夏目漱石の『坊っちゃん』で有名な軽便鉄道から出発した伊予
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鉄道が、愛媛県内に発生した水力電気事業を吸収合併して、電鉄と電気事業を展

開していた。営業課に配属されて 2 年後、軍隊に。日支事変に従軍、武漢攻略戦

で奇襲を受け、右手と右足を小銃弾が貫通する重傷を負った。太平洋戦争が始ま

り 17 年に除隊、四国に帰った。もとの会社は四国配電に統合されており、秘書

課に配属された。以来、文章は練習して左手で書くようになった。20 年に戦争

が終わり 21 年に人事課長兼労務課長に、22 年に労務課長となる。山口と電産と

の戦いが始まるのは、このときからだ。

　20 年 12 月に GHQ の指令で労働組合法ができると、電力業界では各社に労働

組合ができた。21 年 4 月、日発と九配電の組合の協議体である日本電気産業労

働組合協議会（電産協）が誕生した。山口は 21 年 10 月、東京・後楽園の涵徳亭

で開かれた第 1 回の中央団体委交渉に臨む。以来 6 年間、東京にほとんど単身で

駐在して交渉にあたった。

「組合員が幾重にも取り囲み、吊るし上げの状態での交渉だった」と山口は語っ

ており、電気事業民主化の要求は受け入れたものの、生活費を基準とする賃金引

き上げと退職金問題で経営側が譲らず、電産協は五分間ストを決行した。その後、

中労委のあっせんで経営側が賃金と退職金要求を呑み、電産型賃金体系がスター

トする。翌 22 年 5 月に全国単一の産業別組合として日本電気産業労働組合（電産）

が結成された。電産は、共産党の指導力が強く先鋭的だった。

「政治的偏向と闘争第一主義が特徴で、民主化のもとに組合による生産管理や人

事権の奪取まで行われ、革命的な雄叫びも聞かれた」と山口は語っている。22

年のゼネスト禁止令のあと、電気事業経営者会議が発足、山口は労務部長兼事務

局次長として電産の矢面に立つ。

「当時の共産党は、暴力革命的な方針で電産を指導、組合幹部の給電指令一発で

発電所がとめられた。25 年に朝鮮戦争が始まると、マッカーサーの指令でレッ

ドパージが行われた。電気事業の経営権を確保し職場秩序を速やかに回復するた

めに、全国で 2000 名に及ぶ解雇者リストを作成、退職勧告を出した。このレッ

ドパージが、電力業界の労使関係安定化に向けた大きな第一歩となった」

と山口。業界のパージを山口が指揮していたため、左翼のテロを警戒、ベレー帽

で変装しながら通勤していた。山口が、品川で共産党の大物に間違われたのは、
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このころだった。

○原子力開発で四国 88カ所巡礼

　昭和 26 年に四国電力ができると、山口は労務部次長で四国に戻った。27 年末

から、労組は、電産を脱退し各社ごとの労働組合を結成する動きが出て、28 年

には四国電力労働組合ができる。山口は労務部長、労務担当取締役として四国電

力の労使関係正常化を進めた。37 年に企画担当にかわると、原子力発電の調査

を開始する。最初、愛媛県津島町に立地委を申し入れたが、ボーリング調査の結

果、地盤が軟弱なことがわかり、県に計画中止を伝えた。次の地点として佐田岬

半島の伊方町が浮かぶ。伊方は山口の出身地のすぐ近くで、町長は宇和島中学の

後輩。山口は秘かに現地を訪れ立地の根回しを始めた。常務、副社長時代も原子

力を担当、昭和 45 年に伊方原発の建設を決めた。

原子燃料は、先発の電力会社がアメリカやカナダから購入していたが、山口は副

社長のときオーストラリアから購入することを考え、山口自身が三度も現地に飛

んで四国電力独自の天然ウランの購入ルートを開拓した。精錬工場建設では、原

住民アボリジニの酋長らと親交を深めた。フランスとも、天然ウラン購入と再処

理の契約を業界で初めて結んだ。

　山口が社長に就任したのは昭和 49 年 5 月、石油危機の直後だった。石油の大

幅値上げで電気料金を値上げした後、急務なのは九電力最高の 80% にもなって

いた石油火力の比率を下げること。大規模水力発電所の適地が少ない四国では、

原子力が頼みの綱。それには、伊方原発を計画通り運転開始することだった。山

口は予定通りの運開とその後の安全運転を祈願して、四国 88 カ所の札所巡りを

始める。休日は秘かにお遍路姿となって札所を巡礼、2 年間かけて全部を巡り満

願となった。伊方原発 1 号機は昭和 52 年に運転開始、翌年には 2 号機を着工、

その 3 年後には 3 号機の建設を地元に申し入れるなど、原子力開発が順調に進み、

石油火力偏重を脱した。56 年に社長から会長になり、四国経済連合会会長とし

て四国の経済開発を進め、平成 6 年に 86 歳で死去した。 

8　中国電力
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○自ら会長制度を廃止して辞任

　松永が、中国電力会長にしたのは、父とともに 2 代にわたって松永に仕えてき

た進藤武左ヱ門だった。

　26 年 5 月の電力再編成では、松永が進藤を中国電力会長に推薦した。進藤は、

「寄り合い世帯なので人の和を計り、電源開発の方向づけをするのが会長の仕事。

終われば退任する」と宣言、1 年半後に、「会長職は屋上屋を架するもので、会

社の能力発揮に支障を生ずる」と、会長制度を廃止して辞任した。

　これが導火線となり中部電力と四国電力の会長も辞任した。この年、電源開発

ができる。小林の推薦で進藤が副総裁になり、高碕達之助総裁の下で水力開発に

専念した。高碕が 2 年後に辞めると進藤も辞任した。30 年には高碕の推薦で愛

知用水公団副総裁に、37 年には同公団を吸収した水資源開発公団総裁に指名さ

れた。

　進藤は、東邦電力、東京電力、東京電燈、関東配電、日本発送電、戦災復興院、

資源庁、中国電力、電源開発と電気事業の表街道を間断なく一貫して歩んだ。

「松永安左ヱ門、小林一三、高碕達之助という 3 人の良き先輩にめぐまれた」

と進藤がいうように 3 人の引き立てもあったが、　

「1 つのところでじっとしていられず、絶えず進歩と新しさを求めようという気

持ちが中学のころからあった。世の中に出ても、他人の敷いたレールの上をただ

無難に歩かされるのが嫌だった。仕事が軌道に乗ると自ら手を引いた例が多い。

事業は計画を練り新天地を開拓していくことに楽しみがあり、軌道に乗ったあと、

ただハンコをつくだけが仕事というようことには耐えられなかった」

という進藤自身の生き方によるものも大きかった。　昭和 56 年、85 歳で死去。

   

○日発の電話回線で、広島の原爆の報   　　　

　昭和 20 年（1945）の年が明けると、首都東京への米軍爆撃が本格的になり、3

月 10 日には大空襲を受けた。このとき小松川変電所も爆撃され、東京市内の電

源確保が急務となった。ドイツでは、米軍が空中魚雷で水力発電所を破壊した。

海軍は日本発送電株式会社に対し、水力発電所に魚雷網を取り付けるよう命令を
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出す。工務部長の進藤武左ヱ門は、大井発電所に取り付ける魚雷網を受け取るた

め豊橋駅まで出向くと、親指ほどもある太い鉄線を編んだ網が渡された。重量は

数百トンもあり、山の中の発電所まで運ぶにも運べない大きなものだった。しか

たなく豊橋駅に置いたままにすると、海軍は、「早く取り付けろ」と厳命、進藤

は 5 月 13 日に海軍参謀を現地に案内した。現物を見た参謀も、大井発電所に取

り付けるのは無理だと分かり、海軍は命令を取り消した。

　進藤が東京に帰って見ると、上目黒の自宅が 25 日の空襲で焼けていた。幸い

家族は疎開していたので無事だったが、進藤の住む所がない。防空壕に焼けたト

タンを持ち込んでベッドとし、そこから小石川の本社に通勤する日が続いた。8

月 6 日の朝、出社するやいなや広島支店から電話があり、「火薬庫爆発、死者無数」

という報告が入った。すぐに陸軍に報告すると、「デマを飛ばすな」と叱られる。

このときすでに東京～広島間の通信線のほとんどが途絶し、山間部をつないでい

る日発の保安通信電話回線だけが無事で、陸軍はまだ広島に原爆が落とされたこ

とを知らなかった。しばらくしてから、「新型爆弾が投下されたらしいので、今

後は情報を知らせろ」と陸軍が言ってきた。本社との連絡に当たっていた給電係

長は、その後、原爆症で亡くなった。

　進藤は明治 29 年（1896）、山梨県の小淵沢村の豪農の家に生まれた。父が養子

だったため、祖父まで代々名乗っていた武左ヱ門を継いだ。地元の小学校から県

立甲府中学に進んだが 1 年で諏訪中学に転校、2 年間いてさらに九州の佐賀中学

に転校した。5 年間で 3 つの中学を渡り歩いたのは、剣道にこり学業をおろそか

にしたのと、いたずら坊主だったからだという。九州に行ったのは叔父の進藤甲

兵に預けられたからだ。これが、電力業界に進むきっかけとなる。叔父は甲州人

が多い東京電燈に入社、福沢桃介に引き抜かれて廣瀧水電に移り、同社が福博電

気軌道と合併して九州電燈鉄道になると松永安左ヱ門の部下となった。武左ヱ門

は九州ではまじめに勉強しストライキにも参加せず、剣道にも励み県大会で優勝

した。中学卒業後は高商を出て南米へ雄飛することを考えていたが、叔父に一喝

され五高から九州帝国大学電気工学科に進んだ。

　このころ、松永は九州電燈鉄道と名古屋電燈を合併して東邦電力をつくった。
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進藤は大正 12 年、東邦電力に技師補で入社、木曽川の八百津発電所の増設工事

をさせられる。その秋、関東大震災が起きた。松永は、

「震災後の復旧で住宅が郊外に発展する」と、前述のように東京電力を設立、川崎、

小松川、草加を結ぶ 15 万ボルトの送電線をつくって東京電燈を郊外から攻め立

てる作戦を開始した。進藤も東京電力に移り配給司令となった。2 年後、東京電

力は東京電燈に吸収合併され、進藤は松永の命令で東京電燈に残る。合併後の東

京電燈には社長に財界の大物・郷誠之助が、副社長に阪急社長の小林一三が就任

する。進藤は小林の下で監査課勤務となり、帳簿外貯蔵品や集金の未収、不明確

な支出などを調査し小林に報告した。小林は人員整理や職制改革などで東京電燈

を立て直す。進藤は小林に抜擢され小松川営業所長、前橋支店長、本社営業部次

長と進んだ。さらに、社長になった小林の下で、農村電化を提唱し小型モーター

を普及させた。

　昭和 17 年に配電統制令で電力国家管理となり関東配電ができると、進藤は東

京電燈取締役から理事・業務部長で移った。関東配電社長の新井章治が日本発送

電総裁に就任するとき、進藤は新井に連れられ日発に移り、関東支店長、工務部

長となる。

　終戦で、電気事業は占領軍の統制下になった。全国の主要火力発電所のほとん

どが破壊されたが、賠償の対象指定にされており修理もできない。水力の開発も

許されず、乏しい電気の供給のやりくりに追われる。終戦の 3 ヶ月後、小林一三

が戦災復興院総裁に指名されると、進藤は小林の要請で復興院業務局長に就任、

戦災者住宅 30 万戸住宅を建設する。わずか 20.6 平方メートルの小さな住宅だっ

た。小林が公職追放になると進藤も辞任、関東配電副社長で戻った。昭和 22 年

には日本発送電副総裁に就任、24 年に資源庁ができ資源庁長官に推薦された。

○ 28歳で電灯会社救済

　桜内乾雄は中国電力に常務で入社、後に社長・会長を務めた。

桜内は、東京帝国大学電気工学科を卒業、松永安左ヱ門の東邦電力を受験するが

不合格となり、大学院に進んだ。そこへ、台湾電力入社の話があり、昭和 6 年、

台湾に渡った。台南ー高雄送電線建設の現場担当になり、自ら電柱に上ったり田
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んぼの中で電線を引っ張ったりと工事の先頭に立ったため、乾雄の受け持つ工区

の完成は飛び抜けて早かった。送電線建設を 1 年で終え、台北発電所の建設所長

となる。内地の電力会社では 20 代の若造にさせないような大きな建設工事を 4

年間経験、昭和 10 年、30 歳のとき内地に帰り父・幸雄が経営する出雲電気の支

配人として入社した。

　桜内幸雄は明治 13 年（1880）、島根県広瀬町の落ちぶれた士族の家に生まれた。

父が病気がちだったため、母が豆腐屋をやって一家を支えていた。幸雄は早朝に

豆腐と油揚げを売り歩き、昼間は学校に行き、夕方はまた行商に出た。向学心が

強く 13 歳で東京に出て印刷屋の文選工をしながら夜学に通った。海軍の将校試

験を受ける直前、病気になり死線をさまよう。親戚などの援助で入院、一命をと

りとめる。17 歳で岐阜に行き印刷会社の職工となった。ここから知多新聞の校

正係となり、社内で力を伸ばし主幹となった。23 歳で東京に戻り電報通信社（現

在の電通の前身）に記者として入社。東京市内の電気鉄道の合併問題を取材して

いるうち、財界人の知己を得て実業界に入った。28 歳のとき浦和にあった埼玉

電燈の救済を頼まれ、単身、会社に乗り込み、

「電気料金の 2 割値下げと点灯数を 5 割増加」を提案、社長になって再建を始めた。

再建の秘密は新技術導入。揮発油発電を吸入式ガス発電にしてコストを下げ、炭

素線電球をタングステン電球に代えて電力消費を 3 分の 1 に下げた。同じ発電量

で 3 倍の電灯がつけられるので料金を値下げして需要が増え、会社の業績は見る

見るうちによくなる。1 円 50 銭だった株価は 50 円近くに跳ね上がった。

　これを契機に幸雄は、銚子電燈と石巻電燈を創立して社長に就任、磐城電気、

土浦電気、逗子電燈、桂川電力を創立、取締役となった。30 歳の時である。翌年、

東京市内の電気事業を企て、東都電燈の設立を考える。すでに東京電燈が営業し

ていたが電気料金が高く、幸雄は「料金半減論」のパンフレットを配った。ほか

にも新会社設立の申請が出されておりこれらの申請が一緒にされて日本電燈がで

き、幸雄も株主になった。日本電燈は幸雄の提案で、わが国で初めて地下埋設電

線を採用した。同社は、政府の斡旋で翌年に東京電燈に吸収合併された。続いて

揖斐川電気を設立し取締役となり、大正 15 年には社長となった。翌年、岡山水

力電気も創立して社長となる。
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○放送討論会の発言を実行

　出雲電気は明治 44 年に大阪の財界人によって設立され、松江電燈などを吸収

し島根県全域に供給する電力会社になっていった。そこへ広島電気工業が島根に

進出して競争が激化、訴訟問題に発展、8 年間も係争していた。その解決のため

に桜内幸雄が地元に呼ばれ、昭和七年に社長に就任したのであった。幸雄は電気

事業のほか、北海道炭礦汽船の監査役にもなり、北海道製鉄や日本電気製鋼所、

相模紡績なども設立する。しかし、大正 9 年 40 歳で政界に足を踏み入れ、衆議

院議員に当選する。政友会に属し政界が面白くなり、電気事業は片手間となった。

そこで幸雄が考えていたのが、明治 38 年に生まれた長男の乾雄を電気事業の後

継者にすることだった。

　出雲電気に入社した乾雄は金融関係を担当、日本で最初のオープン・アンド・

モルゲージ債を発行した。昭和 14 年、電力管理法により出雲電気は発電部門が

取り上げられ配電会社となる。翌年、乾雄は専務となるが 2 年後の 17 年には、

出雲電気は広島電気、山陽電気、山口県電気局とともに中国配電に統合された。

乾雄は新会社の理事兼経理部長となった。20 年 6 月、岡山支店長となり病気の

夫人を広島に残して赴任した。初仕事は、支店の建物を解体して女学校の校舎の

一部に支店を移すこと。支店の古くからの建物の場所が防火地帯に指定され建物

疎開命令を受けていたからだった。終戦後の 21 年、乾雄は中国配電の取締役と

なり島根支店長となる。地元に帰った乾雄は名士として知事選に担ぎ出されそう

になったり、また数々の公職を押し付けられたりした。

　電力再編成で昭和 26 年に中国電力ができ、乾雄は常務となったとき 47 歳、九

電力会社の役員では最年少だった。乾雄は資材担当として石炭の買い付けに奔走

する。出炭地の北九州がすぐ隣だが、買い付けたい筑豊炭などが広島の沖を素通

りし関西や京浜に行ってしまう。そこで中小の炭鉱に目をつけて契約した。また

ボタ山を洗い直して石炭を確保することもやった。火力の弱い石炭を火力の強い

石炭に混ぜて供給させる会社もつくった。資金のないときは日銀に行って、一万

田総裁に直談判して融資をあおいだ。

　31 年に副社長、36 年には 2 代目の社長に就任、経営近代化を進める。中国地
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域の将来の青写真をつくり工業開発に合わせて合理的な電源立地を考え、送電線

や変電所など経済的な配置を研究させた。この計画に基づき、電源用地をあらか

じめ安く確保しておき、京阪神に比べ散らばっている管内の工業地帯の発展に即

応して電源を供給できる体制をつくった。41 年には電気料金の値下げを実行す

る。九電力ができて初めての値下げ。平均 3.91% の下げ率で、合理化と企業の

体質改善による成果だった。常務時代の乾雄は。昭和 27 年の料金値上げに際し、

NHK の放送討論会で、

「いま値上げして電源を開発すれば、将来、値下げが可能になる。その時は中国

電力が率先して値下げする」

と約束した。これを 14 年後に実行したのであった。

　昭和 42 年には原子力発電所の建設を決め、46 年に社長を山根寛作に譲り、会

長となった。父の幸雄は商工大臣、農林大臣、大蔵大臣を歴任し昭和 22 年に 67

歳で逝去。この年、乾雄の弟・桜内義雄が衆議院選挙に当選、父の政界の後を継

ぎ、通産大臣や農林大臣、外務大臣や衆議院議長を歴任した。 

                                                          　

9　関西電力

　

○日銀総裁を停電で接待

　昭和 25 年、参議院電力特別委員会が、九分割に対する公聴会を開いた。産業

界、労働界、学界、マスコミのほとんどが反対だった。この中で京阪神急行電鉄

（後の阪急電鉄）社長の太田垣士郎は、「われわれ需要家が電力不足に悩んでいる

のに、独占企業の日本発送電は、電源開発もせずサービス向上も考えない。独立

採算をとる九ブロックの会社を設立し、電力危機を突破せよ」と数少ない賛成論

を公述した。太田垣の原稿をつくったのが芦原義重。松永の手足となって芦原は

動き、九社分割に大きな功績を残す。関西電力ができると、太田垣が社長に選ば

れ、芦原は太田垣を補佐する常務で入社した。

　終戦直後の 10 年間は、電力不足で停電が日常茶飯事だった。当時、デフレ政

策を進め法王と呼ばれた日銀総裁の一万田尚登が関西視察に来ることになり、関

西電力社長の太田垣士郎ら財界人と、京都で懇談する日程が組まれた。
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「社長、7 日間分しかないなけなしの石炭を尼崎火力で焚きますので、停電は絶

対に起こしません。ご安心を」と支店長が言って来た。

「バカもの。われわれがこれから電気事業の建て直しをするのを手助けしてもら

うため、総裁に実情を見てもらうのだ。市民と同じように停電を経験させろ」

太田垣は、こうどなり返した。このため、宴会の最中に何度も停電が起きた。

「ひどいとは聞いていたが、聞きしにまさる」

日銀京都支店長をしたことがある一万田だが、暗やみの宴会は初めてだった。

「これでもまだいいほうです。これからはもっとひどくなります。工場の電力が

止まれば産業は麻痺します。われわれは電力を増やすことが緊急課題です」

太田垣は停電中の料亭で、電源開発への資金供給を直訴した。

　電力再編成が行われた昭和 26 年、松永安左ヱ門は、京阪神急行の社長だった

太田垣を関西電力の初代社長に引っ張り出す。太田垣は東京に赴き、公益事業委

員会で社長就任の承認を受け、大阪への帰途、名古屋で下車、木曽川流域の丸山

発電所の着工を指示した。役員会に提出した計画は、水力では最大規模の出力

12 万 5000 キロワット、工事予算は 110 億円で、関西電力の資本金 16 億 9000 万

円の 7 倍にもなる大プロジェクト。

「社長は素人だ。こんな金があるのか」

と役員から反対の声が上がったが、太田垣は実行に移した。心配された資金は、

一万田との停電会談の奇策でうまく調達でき、数万キロの水力しか建設できない

時代に、関電の水力の 1 割以上に相当する丸山発電所を、太田垣は先ず完成させ

た。昭和 29 年のことである。

　丸山発電所は日本発送電が戦争中に計画し工事が中断していたものだった。

　

○黒四の切り羽で指示 

　太田垣は翌年、大正時代から計画されているが不可能として手がつけられてい

ない黒部川第四水力発電所の建設に意欲を燃やす。

「関西の電力不足の切り札は黒四（クロヨン）だ」

太田垣は常務会で檄を飛ばしたが、技術陣から建設を疑問視する声が上がった。

「どんな計画にもそれ相応の危険はある。10 割の自信をもってとりかかる事業、
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そんなものは仕事のうちに入らない。7 割成功の見通しがあれば勇断を持って実

行する、それでなければ本当の事業はできない」

　昭和 32 年、黒部ダムの工事は当初の計画がされて以来、40 年ぶりに着工された。

　国立公園内で標高 3000 メートルもある人を寄せ付けない山々の大峡谷に建設

する発電所は、ダムの工事用資材や機械を運ぶため、北アルプスの山中を貫く長

いトンネルを掘ることから始まる。長野県大町側から掘り進んだ大町トンネルは、

着工後 8 ヶ月で大破砕帯にぶちあたった。岩が細かく割れ地下水が貯まった軟弱

な地層で、水と土砂が濁流のごとく噴出する。関電の技術陣は撤退を太田垣に進

言するハラを固めていた。「ボクが現場にもぐって撤退かどうか決める」。社長み

ずから黒部に急行した。「トンネルが崩れる恐れがあるからダメです」という技

術者に、「君らが入れて社長のボクが入れないわけがない。技術も地質も分から

ないが、すべての責任をボクが持っている」。太田垣はヘルメット一つをかぶり、

ずぶぬれで一番奥の切り羽まで進んだ。

「なるほど凄い。ほかのルートで掘っても水が出ないとは限らない。水は上から

下に流れる。トンネルの上には、山が何百メートルかしかないのだ。水はいつか

は涸れる。金はいくらかかってもいい。日本中いや世界中から技術と知恵を集め、

人間が試される千載一遇と思ってやってくれ」

　水はある日、突然に止まり、黒四は昭和 38 年 6 月に完成した。太田垣の強い

意志と陣頭指揮がなければ、世紀の建造物・黒四ダムはできなかった。

　太田垣は、城崎尋常小学校高等科 2 年のとき、誤って鋲を飲みノドの途中にさ

さった。京大付属病院まで運んだが当時の技術ではとれない。ときどき発熱が起

こり家にこもりがちな生活だった。奇禍から 6 年目。咳をした拍子に突然、鋲が

出た。それから性格が積極的になり五高、京大に進む。卒業後、日本信託銀行に

入社、5 年で京阪神急行電鉄に移った。関西配電の取締役だった縁から、松永に

目をつけられたのであった。

　関電初代社長として、太田垣は、社員は電気代無料の制度を廃止し、活動が激

しかった日本電気産業労働組合を切り崩し、独自に関電の組合と賃金交渉する体

制をつくった。

「後ろを向いたら立ち直れなくなる。捨て身の勇気で心を鬼にし、前を向くしか
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ない」。　黒四のほかいくつもの電源開発を進めてきた太田垣の言葉である。黒

四竣工式の 20 日後に入院、翌年 70 歳で死去した。

○格下げ人事を受けての活躍

　芦原義重は明治 34 年（1910）、香川県高松市の郊外の村長の家に生まれた。地

元の小学校から高松中学を出て、岡山の第六高等学校の工学部系コースに進んだ。

六高から京都帝国大学工学部電気工学科を卒業した芦原は、阪神急行電鉄（後に

京阪神急行電鉄から阪急電鉄となる）に入社した。

入社後すぐ芦屋の変電所工事現場に配属され、西宮変電所主任となる。電務課長

のとき、園田駅前開発問題で小林一三社長の目にとまる。このころ西宮球場を阪

急がつくることになり、芦原が夜間照明や電気半鐘、ネオンスコアボードを設計

した。昭和 17 年、電力国家管理となり関西配電が発足すると、芦原は阪急の電

灯電力部長から 500 人の部下とともに、新会社の工務部電務課長に移籍させられ

た。戦時下の資材不足時代、電線や鉄が不足し、2 つの変電所を一つにするなど

やりくりして送電した。次の防護課長時代は、変電所や発電所の空襲対策に追わ

れた。終戦後、労務部長となり労働組合との交渉窓口になる。

　昭和 26 年 5 月にできた関西電力に常務として入社した芦原だが、配電の副社

長からの入社で格下げ、松永の人事であった。社長になった太田垣は阪急時代、

芦原の先輩。関西配電の社外取締役もしており、芦原はずっと知り合いだった。

太田垣は関電の寄り合い世帯の組織に大ナタを振るい、電力不足対策や労組対策

に立ち向かう。芦原はその実行部隊長として働いた。深刻な石炭不足で充分な発

電ができない。芦原は重油に着目した。

「米国では重油が余っている。重油は石炭と違って流体。残りかすも可燃性だ」

と、見本の重油を取り寄せ、尼崎火力発電所で重油・石炭混焼を研究させた。

  重油を蒸気状にし、微粉炭と合わせて噴出するとよく燃えた。関電設立 5 ヶ月

後には尼崎など 5 カ所の発電所に混焼装置をつけ、米国から輸入した重油を使い

混焼を開始する。当時、6000 カロリーの石炭がトンあたり 8000 円、重油は 1 万

2000 カロリーもあり 4000 円で、混焼はコストも安く供給も心配なかった。重油

の輸入は、九州電力会長の麻生太賀吉を通して吉田首相に直訴して実現した。
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　電産争議では、関西電力も何度も大規模なストや停電ストにあった。芦原は電

産の切り崩しを行う。組合の幹部は関西配電時代の部下たちだった。芦原は彼等

とじっくり話し合い、電産の中央交渉を関西独自の労使交渉にして賃上げを妥結

させた。電産を分裂させ、関西電力労働組合を設立させる。多奈川火力発電所の

建設では、世界銀行から外資を導入した。重油混焼も電産分裂も外資導入も、九

電力の先陣を切るものであった。

○大阪万博に原子の灯

　昭和 34 年、芦原は太田垣から社長を引き継ぐ。黒四などの水力、原油生焚き

の尼崎第 3 火力などの設備増強を進める一方、芦原は原子力に注目する。副社長

時代から社内に原発研究委員会をつくり勉強を始め、九電力では初の原子力部を

設置した。「重油混焼から重油専焼火力になったが、石油の安定供給はいつまで

も続かないと思っていた。そうなると石油価格は次第に高くなる。石油があまり

高くならないうちに原子力をやらなければならない」と、芦原は考えたのだ。37

年に芦原は美浜原子力発電所の建設を決断、41 年から建設を始めた。そのころ

昭和 45 年（1970）に大阪万博が開かれることが決まった。

「万国博に原子の灯を」が目標になり、4 年ちょっとで九電力初の原発が完成、7

月 8 日、万博会場お祭り広場に美浜からの原子の灯をともした。

　万博が終わった昭和 45 年 11 月、芦原は社長を吉村清三に譲り、会長に退く。

会長時代は関西財界で活躍した。41 年からは関西経済連合会会長を 11 年間もつ

とめ、関西新空港建設などを促進する。芦原が関西財界でリーダーシップを長い

間持ち続け、中央の政財界にも大きな足跡を残したのは、芦原の人脈によるとこ

ろが大きい。

　芦原は六高時代、柔道部に入った。部の同期に永野重雄がいた。永野は富士製

鉄を設立、八幡製鉄と合併させたあと新日本製鐵の会長になり、日本商工会議所

の会頭を長く務めた。2 年後輩には桜田武がいた。桜田は日清紡績社長のときに

日本経営者団体連盟（日経連）を設立、会長となる。発電所の建設で、芦原は歴

代の東芝社長との関係が深く、石坂泰三（経団連会長、大阪万博会長）、土光敏夫（経

団連会長、臨調会長）らと親交が厚かった。平成 15 年 102 歳で天寿を全うした。
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10　東京電力

○人間尊重の経営

　昭和 36 年 7 月、東電の 4 代目社長に就任した木川田一隆は、「人間尊重の経営」

を旗印に掲げた。就任早々、談話を発表、社員に対し、

　①組織偏重は人間疎外に陥りやすいので、人の気持ちや考えを尊重する。

　②仕事の性質が急激に変わってきているので、自分も相手も絶えず向上させる。

　③「頭は冷静、心はあたたか」を人に接する根本とし、職場の仲間はお互いに

　　信頼しあう。

　④自分に与えられた持ち分は、会社全体の大切な一部であることを忘れず、個

　　と全体を調和させる。

　⑤誠実な心を持ち、ことにあたっては果敢に実行してゆく。

ことを呼びかけた。

「電力事業は単なるアカリだけでなく、家庭生活でも社会生活でも必須な利便の

供給者となり、発展してやまない産業社会の支えである。誰もが生きていくうえ

に必要不可欠なものとして、高度の社会性と公共性をもつ」

　木川田は電力事業をこのように位置づけ、就任 5 日後、役員を責任者とする

12 のチームをつくり、社内の全部署に派遣して業務実態を点検、社内の意見を

聞いた。それを集約、「量を重点とした受け身の経営」から、「質を重点とした能

動的な経営」への転換を打ち出し、企業の体質改善、投資効率・資金効率の向上、

サービスの向上を 3 本柱に上げた。それを具体的に進めるために、「人間尊重の

経営」方針を発表したのである。

「大組織となると組織が縦割りとなっており、バラバラの経営に陥りやすい。経

営改革を全社の力で成功するには、この弊害を除いて会社が有機的に一体となら

ねばならない。企業という部分社会内で、人間性を尊重し合い、その生活感情を

通わせて共同意識を高め、働く人間としての創造性の喜びを培ってゆくことで、

会社全体として活発な経営活動が期待できる」との考えから、東電独特のコーディ

ネーター制度や、東電学園を中核とする研修制度などを創設した。
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○安左ヱ門のツルの一声

　木川田が人間尊重を打ち出したのは、入社以来の経験からだった。東大卒業後、

三菱鉱業の入社試験を受けるが面接で落ち、東京電燈の公募採用第 1 号として入

社した。自由主義者小林一三社長の下で秘書課長を務め、戦時中は憲兵隊に呼ば

れたこともあった。その後、東京電燈から関東配電に変わり、労務部長として電

産の停電ストと対峙、組合の一部を切り崩して企業別組合を独立させストによる

停電を回避した。電力再編成では松永安左ヱ門の下で九電力分割案をつくり、現

在の九電力体制を実現させた。関東配電と日本発送電などの寄り合い所帯として

発足した東京電力は内部抗争が激しく、木川田は創立時の役員名簿からはずされ

る。その後、副社長まで上ったが部下の石炭汚職の責任をとって常務に降格、さ

らに東電から追い出されそうになった。そのとき、松永安左ヱ門のツルの一声と

当時の石坂泰三経団連会長の後押しで、東電社長に選任された。

「本店で電産が気勢を上げていた頃は、日ごろ顔見知りの社員すら、私には顔を

そむけてそばを通るほどだった。地下室の片すみで一人味気なく食事をしている

のを見かねて、食べ物を届けてくれる名も知れぬ人もあった。同じ職場で働く人々

のこうした人間的な心の通いを、信じないではおられなかった。これが私の人間

問題発想のもとだ」

「企業は利潤追求だけでなく、従業員や株主、需要家など社会全体の福祉を増大

するような経営が肝心で、企業の社会的責任を果たす必要がある」

　当時、日本列島が公害で悩まされていたことから、木川田は「無公害への挑戦」

を宣言、LNG 発電の導入や公害除去装置の開発や導入を積極的に進めた。

　原子力発電所の建設では、自ら先頭に立った。原発を立地する福島県には毎月

一度は訪問、知事や自治体の首長と会って親交を深めて意見を聞き、第一号機を

完成させた。昨今の東電原発のていたらくを木川田が知ったら、どんなに嘆くこ

とか。

「時代がどう変わっても、新しい社会の進歩のためには、新しい奉仕の精神——

それは社会的な精神といってもいい——が尊ばれねばならない。東電はいつの間

にか世界一の民営電力会社になった。われわれは『山高き』を誇るつもりはない。
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ただひたすらに、その社会的に果たすべき使命の重さに、身のしまる思いである」

『私の履歴書』で木川田が記している。

　

○『一円不払い運動』と政治献金の停止

　昭和 48 年 10 月、中東で戦争が起きた。イスラエルとアラブ諸国による第四次

中東戦争で、アラブ産油国が石油輸出禁止政策を発動、OPEC が石油価格を四倍

につり上げた。年末には日本国内も 10% の石油・電力の節約令が出て街のネオ

ンは消え、暖房温度も落とすという市民生活となった。翌年 6 月、電力九社は平

均 56.8% も電気料金を上げた。7 月には参議院選挙があり、自民党総裁の田中角

栄が、企業ぐるみの金権選挙を実施、自民党と大企業の癒着が批判された。この

ような状況を背景に、消費者団体が東京電力に対し、電気代を払う際に東電が自

民党に出している献金分として 1 円を引いて支払う『1 円不払い運動』を展開し

始めた。

　最初、東電は不払い者に対し、満額の電気料金でなければ受けとらないことを

通告、滞納すれば送電を停止することを通知した。不払い運動は多くの団体に広

がり、総評が、「政治献金を含んだ電気料金の値上げ認可は無効」との行政訴訟

を起こす方針を決定した。裁判か送電停止かをめぐって、東電と消費者団体が四

つに組む事態となった。昭和 49 年、真夏の盛りだった。

　8 月 12 日の月曜日。休み明けに東電本社に出勤してきた会長の木川田一隆は、

部屋に閉じこもったまま出てこない。企画部長が部屋に入ったがそのまま夜と

なった。翌朝の取締役会で、議長の木川田は、「今後、一切の政治献金をやめる」

ことを提案する。そして可決した。前日、部屋に閉じこもり 12 時間考えた末の

結論だった。同日午後、社長の水野久男が東京・代々木の婦選会館に向かい、参

議院議員の市川房枝と会談、政治献金を違法とする民事訴訟を起こすための資料

を東電に要求していた市川に答える形で、東電の取締役会の議事録を渡し、政治

献金の停止を伝えた。

　このころ、筆者は朝日新聞社の経済記者としてエネルギー業界を担当していた。

ちょうど夏休みをとっており、妻と子ども 2 人を連れ鎌倉・材木座の海岸で海水

浴をしていた。そこへ社から緊急呼び出しがあった。「東電の社長が主婦連に現
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れた」という社会部情報が一報だった。急いで海岸から経団連会館内の電気事業

連合会の記者クラブにかけつけ、水野会長の「政治献金中止」の記者会見に臨ん

だ経験がある。夏休みは月曜日から始まったばかりで、火曜日から日曜日までの

分がすべてなくなり、その夏の休暇は吹っ飛んでしまった。家族からブーイング

を食らった苦い思い出がある。

　木川田の決断は、大きなうねりとなった。

「電気料金は政府の認可で決まる。費目には政治献金は計上されていないが、認

可料金にはたしかに政治献金も含まれている。消費者からすれば、電力は地域独

占企業で電力会社を選択できない。政党の支持は消費者の自由であり、政治献金

を電気料金の原価に含めるのは、たしかにおかしい」というのが木川田の結論だ

った。　それまで、自民党に対する財界の政治献金は、電力・鉄鋼・銀行が「献

金御三家」と呼ばれ、電力会社の献金は金額も膨大で自民党のドル箱だった。そ

の後、東京電力は役職者の個人献金の形で献金する形に変えている。が、実態は

よくわからないが、会社が関与しているフシが感じられる。

○過当競争、国家管理の時代を経て、協調的競争へ

　木川田の原点は、東大時代の恩師河合栄治郎から教えられた、

「人道主義と自由主義というこの二つは、わたくしの一生の精神的な支えとなっ

た」と記している。そして、電力事業について、「戦前の過当競争と戦中の国家

統制との弊害を身をもって経験してきたわたくしの結論として、人間の創意工夫

を発揮するためには、民有民営の競争的な自由企業とすることが必要である」と

考える。

　木川田は、大正 15 年に東京電燈に入社する。当時の電力業界はまさに、関東

大震災直後から戦争中の国家管理体制になるまでの、過当競争の時代である。

「当時の電気事業は乱立をきわめ、弱肉強食の時代だった。東京電燈はたちまち

業績が悪化し、無配に落ち込んで、200 円もした株は 12 円台に暴落した。会社

はその危機を切り抜けるため、年々社員の首切りを容赦なく行った。友人は 1 人、

2 人と社を去っていく、まことに暗い時代だった」と述べている。その後の国家

管理の時代には「一戸一灯の電灯しか許されず、電気のほとんどは軍需工場に回
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された。東条英機首相が自ら査察に来た」と木川田は振り返る。

　その思いが、戦後の電力再編成に木川田を走らせた。

「電源部門と配電部門を分割する現状はよくない。全国 1 社はサービスを提供す

る上で不都合なので地域的に分割すべきだ」と松永安左ヱ門に進言、九電力体制

案を木川田がつくった。松永は GHQ（連合国軍総司令部）を動かしこれを実現

させた。

　電力業界の自由化の声に対し、木川田は、「協調的競争」が必要と説く。

「古典的な競争、無秩序な自由放任的な競争でなく、近代自由社会においては、

競争にもルールが必要で、実践のワクがなければならない。そのワクは政府など

権力によってはめられるのではなく、構成員自体が競争のルールを自覚的に意識

して競争する概念が協調的競争」と説明している。この木川田理論は、東京電力

の経営、電気事業連合会の運営、経済同友会の理念にも生かされた。　

○耐える経営

　　東京電力 6 代目の社長の平岩外四は、戦前に東京電燈に入社、東京電力時代

には木川田一隆の薫陶を受け、東電社長、電気事業連合会会長、経団連会長とし

て、電気事業だけでなくわが国の経済界をもリードしてきた。業界・財界人とし

てはもちろん、陽明学に通じ万巻の書を読んだ読書家としての評価も高い。質素

な自宅の書庫には、底がぬけるほど 2 万冊もの蔵書が残る。だが、自分自身や業

績を記した本は世に出しておらず、「陰徳を積む」という言葉が好きな平岩らし

い生涯だった。

　平岩は大正 3 年（1914）、愛知県の常滑で生まれた。6 歳のとき、町の収入役だっ

た父親をなくした。母は文房具店を開いて 5 人の子を育てる。母親は外四に、地

元の小学校から県立半田中学に行くことをすすめた。入学祝いに『漱石全集』を

買い与える。平岩の読書欲は小学生からで、すでに立川文庫をすべて読んでいた。

中学 5 年卒業後一浪して第八高等学校に入学する。親戚の反対を押しきって母が

認めたものだった。平岩が生涯貫いた質素な生活と読書好きは、この頃から培わ

れたのであろう。

　東京帝国大学法学部を卒業する直前、大学のアーケードでふと目についたのが
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東京電燈の募集公告。

「優秀な学生は石炭や鉄にいったが、とにかく電気を送る会社で、資本金 4 億

3000 万円のたいへん大きな会社だった」

　昭和 14 年に平岩は東京電燈に入社、本所営業所勤務となり玉の井あたりに電

気洗浄機を売って歩く。メーターの検針をしたり電球を売ったりという、いわゆ

る現場の第一線の仕事だった。

　1 年後、陸軍に入隊した。満州に 3 年、南方に 3 年半。戦争では、九死に一生

を得る体験を何度もする。マニラからラバウルに向かう 3 隻の輸送船は、平岩の

乗る船だけが助かりあとは撃沈された。ラバウルからニューギニアへの行軍では、

117 人のうち 7 人だけが生き残った。

「退却するとき川を渡ったが、川ぷちに死体が折り重なっていた。死にかかって

いる兵隊もいるが助けることもできない。行軍中も何メートルかおきに死者が出

た。食べてはいけない木の実、飲んではいけない水を我慢して耐え口にいれず、

生きようとする気力をもち、あきらめなかった。しかし、そうしても自然の摂理

をはみ出すことはできない。偶然に支配される運命というものがあると思った」

　この体験が経営者平岩の原点になり、「耐える経営」となった。

○経団連会長

　昭和 21 年に復職、会社は関東配電に。本所営業所から本社の企画課に行き、

秘書課に移った。暇なときに本を読んでいると、ふらっと入ってきた理事の木川

田一隆の目にとまる。「いまのうちにうんと勉強しておけよ」という言葉。読ん

でいたのは、フランスの電力会社の人が書いた『季節別時間帯別料金体系』の本

で、料金体系を勉強していたのだった。それ以来、木川田に用があると呼ばれる

ようになった。

　昭和 48 年、平岩が東電常務のとき第一次石油危機に遭遇した。

「発電の 8 割以上を石油にたよっていた。メジャーからの削減通告は 2、3 割だっ

たが、次第に量の確保は何とかなるが、料金を値上げしなければ経営が破綻する

ことが分かった」

と、平岩は 1 日も早い料金値上げへと動く。
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　昭和 51 年 10 月、木川田の病床に突然に呼ばれ社長に指名された。木川田は自

ら会長を降り、社長だった水野久男を会長にせず、平岩に東京電力の全権をゆだ

ねた。松永安左ヱ門が戦後つくった九電力体制を受け継いだ木川田が、平岩を後

継に指名してバトンタッチしたのだ。

　翌 52 年に円が急騰、「電力会社は円高差益を還元し電気料金を下げるべきだ」

という声が、消費者だけでなく政府や経済界からも起きる。電事連会長も兼ねて

いた平岩は、国会に呼び出されて質問攻めに合う。「エネルギー政策全体の見地

から料金を下げるべきではないという考えだったが、政治問題になり、政治の介

入がある前に即決した」と、平岩は九電力会社の社長会を開き、値下げを決めた。

　だが、このとき平岩は料金の認可権をもつ通産省に、「円安や石油の値上げが

あれば、逆に値上げをさせてほしい」との一札をとった。後に燃料費調整制度と

して料金に組み込まれたが、原油価格に電気料金をスライドさせる新しい考え方

であった。

　昭和 54 年に第 2 次石油危機が起こり、原油が 2 倍に高騰、電力業界の経営は

窮地に落ち込む。この年、自民党は総選挙で惨敗、大平内閣の退陣を福田派が要

求、角福戦争の中で政府は電気料金の値上げをなかなか認めようとしない。電事

連会長の平岩は、秘かに大平邸や福田邸、田中邸を 1 人で訪問、値上げの根回し

に動いた。「料金を上げねば電力各社の経営は破綻し、電気事業の再編成へ発展

するものであった」とふり返ったように、平岩は電気料金との闘いで、松永・木

川田から継承した九電力体制を守るため、政界を動かしたのであった。

　「石油危機で痛感したのは、石油の輸入を別の企業に頼っていたのではだめで、

電力会社が産油国と直接的な友好関係をもっておく必要があること。それに化石

燃料に頼るのではなく原子力燃料を選択肢とせねばならないことだった」

　平岩はそう考え、電気事業連合会会長として、また経団連会長として、産油国

との友好に力を入れ、中国原油の輸入にも動いた。核燃料サイクルの確立にとく

に力をいれ、再処理工場を完成させた。平成 19 年 5 月、92 歳で死去。

11　電源開発
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○総裁の給料は社員の最低額

　電源開発は松永の九電力体制に反対してできた国策会社である。が、しかし、

白洲や松永の手が秘かに、人事に伸びていた。

　電源開発初代総裁は高碕達之助。

　公益事業委員会委廃止で職を失い、伊豆・堂ヶ島の別荘に引っ込んでしまった

松永のところへ、9 月初め 1 人の男が訪ねてきた。「電源開発の総裁になれとい

われている高碕達之助ですが」「待っていましたよ」「法律ができても総裁になる

人がいないそうです。設立の経緯から政治的背景があまりにも強すぎます。政府

は総裁人選に難渋しているようです。何人もが断ったらしい。『吉田総理の意志だ。

引き受けてくれんか』と、訪ねてきた人がいたのです」訪ねてきたのは、白洲次

郎だった。白洲は、松永にも根回しをしていた。

「戦争中、満州重工業で活躍され、終戦後もちゃんと後始末されてこられた労苦

は聞いています。まず役人は使わぬという条件で引き受けたらどうですか。これ

からの電力建設にはアメリカの新しい技術が必要です。アメリカにも多数に友人

を持っておられるから、君ほどの適任者はいないと思います」「ほかに何かあり

ますか」「政府の直接投資や財政資金を使うとくだらぬ干渉が多い。君なら若い

役人をうまく処理できるでしょう」。77 歳の松永と 67 歳の高碕の初めての出会

いだった。「うっかりすると政党の食い物になりかねないと思います。大事業に

つきものの汚職も恐ろしい」と高碕は最後にいった。高碕は松永と会った後、「経

営と人事はいっさい私に任すという一札をくれ」と通産相に要求した。通産相に

断られると吉田総理にかけあった。「かまわんから書かせろ」と総理が通産相に

指示した。　この結果、

　①通産省は電発の人事と経営に干渉しない。

　②必要な資金は十分出す。

という条件を、高碕が高橋龍太郎通産相に書かせて就任を受けた。

「そのかわり、総裁の月給は一銭もいただかない。大事な税金で運営している会

社の金は、少しでも使いたくない」と高碕は話した。だが、通産省は「制度上困

る」と無給を認めず、一番低い女子社員と同額の給料をもらうことになった。
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○ 3年で佐久間ダム完成

　高碕は明治 18 年（1885）、大阪府高槻の淀川の右岸で生まれた。水産講習所を

卒業、缶詰事業を始めたが 2 度失敗、結核にも冒される。転地療法もかね 27 歳

でアメリカとメキシコに渡り缶詰事業を実地で 3 年間研修、帰国後、東洋製罐株

式会社を創立した。会社経営 24 年、戦時下の企業合同で東洋製罐を去り、満州

重工業開発副総裁に就任、満州で軍部と対立しながら製鉄や飛行機製造などの企

業を運営する。終戦後も満州に残り、日本人会会長として昭和 22 年まで抑留日

本人の引き揚げに力を入れた。帰還後、公職追放令にあい隠遁、追放令が解除さ

れた直後の電発総裁就任だった。

　就任後すぐに佐久間ダム建設に挑戦する。天竜川の水力開発は、大正時代から

電力業界の悲願だった。川舟しか接近できない切り立った断崖への建設で、渇水

期の短期間に仮排水路を造らねば、「暴れ天竜」にダムはできない。モッコとト

ロッコの作業では不可能だった。だが、高碕は、10 年かかるとも言われていた

佐久間ダムを 3 年間で完成させると宣言、自ら設計図を携えアメリカに飛んだ。

いくつかのダム工事現場を視察、3 年間で佐久間を建設できるアメリカの業者を

探した。見つけた業者と技術提携を結び、大型工事用機材も米国の現場から導入

する手はずを整えた。同時にバンク・オブ・アメリカから 700 万ドルの外資導入

をとりつけた。戦後の外資導入第一号となった。佐久間ダムは昭和 28 年 4 月 16

日に着工、31 年 4 月 22 日に運転開始した。当時の水力発電の 4% を佐久間が占め、

年間発電量日本一の記録がこれまで続いている。

　佐久間に続く御母衣ダム建設で、高碕はダム絶対反対期成同盟死守会のメン

バーと直接会って言い分を聞いた。高碕の誠実な態度に反対派は軟化、死守会を

解散する日、御母衣の現地に招待した。「私も住民だったら絶対反対だったろう」

と挨拶、反対派を泣かせた。そのとき、湖底に沈む樹齢 400 年以上の桜の大木を

見つけ、湖岸に移植することを約束する。桜の古木は一枝切っても枯れる、とい

う難事業。高碕は全国から桜の専門家を捜し出し、見事に移植に成功した。『荘

川桜』と呼ばれる 2 本の大木は、いまでも毎春に満開の花を広げる。

　高碕は佐久間ダム建設のメドをつけたあと電発総裁を辞任、後任は小坂順造に。

その後、高碕は鳩山内閣の経済企画庁長官に就任、政界に進出して岸内閣の通産
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相、科学技術庁長官、原子力委員会会長を歴任した。

　昭和 30 年、高碕はバンドンで開かれたアジアアフリカ会議に政府代表として

出席した。日本と中国の国交がない時代で、外務省の反対を押し切って周恩来首

相と会談した。このとき周恩来が、満州時代に高碕が経営していた工場のことを

話題にしたのが縁で、周総理の招待で何度も中国を訪問、昭和 37 年 11 月廖承志

と高碕との間で「日中総合貿易に関する覚書」（LT 貿易）に調印し、国交がなく

とも民間ベースで貿易できるシステムをつくった。

　家でワニなどを飼う無類の動物好きの高碕は、外国に行くと必ず動物園に行っ

た。33 年の日ソ漁業交渉でミコヤン副首相に言った。

「今日、動物園で楽しい光景を見た。ライオンの檻にスピッツが仲良く暮らして

いるのだ。ライオンは犬の食糧を全部取って食うこともできるし犬を食うことも

できる。だが、モスクワ動物園のライオンはイヌの生存権を認め、餌を分かち与

えている。世界情勢を見るとソ連はライオンだ。イヌの日本が少しばかりのサケ・

マスを取ったからといって、爪を立てるようでは檻の中の平和を保てない、と思

うがどうか」

　ミコヤンは笑い出した。以来毎回、高碕は日ソ漁業交渉政府代表を務めた。昭

和 38 年 6 月、高碕は、漁民がソ連にだ捕されないで漁ができる貝殻島昆布採取

協定を結び、8 ヶ月後に死去した。

　

○九頭竜疑惑で矢面に立つ

　昭和 25 年 12 月、通産省秘書課長だった大堀は、発足した公益事業委員会の総

務課長に出向させられた。委員長代理の松永安左ヱ門は大号令を発するが、実務

を進めるのは事務局。日本発送電が所有していた全国の発電所を具体的にどう割

りふるか、九社の組織をどうするか、九社の境界をどう決めるかなどは事務局の

仕事で、電力各社との調整が必要だった。委員会発足後、半年後に九電力会社を

スタートさせた。

　その後 1 年半の間に、2 度も電気料金を引上げさせた。この相次ぐ値上げは、

このとき大堀らが作りあげた。いわば今日まで続く電力料金体系によるもので、

政治的政策的要素をいっさい排除して需要ごとの原価主義を貫き、燃料費調整条
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項を盛り込んでいる。再編成は、松永が骨格を創ったが、その肉付けや細部の仕

上げは大堀らによるものだった。

「若いころから禿げており貫禄があった。温厚な性格だが芯が強く緻密。行き届

いた配慮と、手柄は上司や後輩に譲りながら、難局に立ち向かう大堀さんがいな

かったなら、再編成の事務は進まなかった」

と、大堀といっしょに公益委にいた通産 OB は語っている。

　大正 2 年（1913）和歌山市で生まれた大堀は、東京で育つ。父親が立憲国民党

の和歌山選出の衆議院議員で、東京に屋敷を持っていた。高輪小から武蔵高校

尋常科に進み武蔵高から東京帝国大学法学部を卒業、昭和 11 年商工省に入った。

戦争が始まると興亜院華北連絡部、内閣対満事務局経済課、大東亜省満州事務局

殖産課など満州関係の部署を担当、戦後、商工省に戻った。

　昭和 27 年、公益委は通産省に吸収され公益事業局となり、大堀は同局経理長

で戻った。その後大堀は通商局次長、重工業局次長、鉱山局長、公益事業局長を

経て、36 年に中小企業庁長官、37 年には経済企画庁事務次官となり、38 年に電

源開発株式会社副総裁に就任した。

　翌年、電発は九頭竜ダム工事の入札を行う。入札では最高価格を入れた鹿島建

設が落札した。この入札をめぐって、自民党総裁選との絡みもあり、疑惑がある

と国会で問題になった。大堀は何度も国会に呼び出され、

「技術的に難しいダムで、その重要性から見積もり制限価格を決めていた。それ

を上回った企業が一社だけだったので、その会社に落札した」と説明した。この

入札は小説や映画の題材となったが、大堀は、「疑惑になるようなものはいっさ

いなかった」と否定し続けた。

○海外炭専焼に先鞭

　副総裁の大堀が手がけたのは、割高でカロリーの低い国内炭の調達コストをい

かに引き下げるかであった。政府の石炭産業救済策に全面的に協力するため、磯

子、高砂、竹原に大型の国内炭専焼火力を建設、工期と工事費を削減させるとと

もに、公害対策には万全を期すことを徹底させた。

　昭和 45 年に電源開発第七代の総裁に昇格した大堀は、輸入炭専焼火力発電所
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の建設を考える。国内炭の処理が一段落したので、海外からカロリーが高くコス

トの安い石炭を輸入して発電することだった。

「石油がいつまでも安定的に輸入できるとは限らない。増大する電力需要を石油

火力でまかなえるとも限らない」

と考えた大堀だった。石油危機が起きる前の話で、九電力会社が石油火力の建設

に熱を上げていたときである。立地場所は戦前まで松島炭鉱があった長崎県の松

島。廃坑でさびれた松島の振興策に一役買おうとした。発電所は大堀が総裁を退

任したあと完成したが、二度にわたる石油危機で大堀の先見の明が証明された。

電発の海外炭専焼火力戦略は他の電力会社も追随するところとなり、ベストミッ

クス発電の先駆けとなった。

　電発総裁を昭和 50 年に退任したあと、エネルギー資源派財界人今里広記に請

われ石油業界に転じた。海外石油社長、ジャパン石油開発社長、日本ギニア石油

会長、サハリン石油開発取締役、共同石油社長、日本共同石油社長、メキシコ石

油取締役、北極石油取締役などを務め日本の資源確保に活躍する。 

　筆者は朝日新聞記者時代、第二次石油危機のときアラブ首長国連邦のオタイバ

石油大臣邸を訪問したことがある。砂漠の中に建つ豪華な邸宅の中庭は、日本庭

園だった。池や滝、石灯籠を緑が包み、三方を竹垣が囲む。庭には海水を蒸留し

た水が流れ、ストーン、ストーンと孟宗竹が石をたたく鹿おどしの音が、絶え間

なく聞こえていた。この庭はサウジアラビアのヤマニ石油相も好きで、訪れると

庭の見える部屋に泊まっていくという。この庭を 1 万キロも離れた日本から持っ

てきたのが、大堀弘海外石油開発社長だった。大堀は電源開発総裁から同社社長

になったあと、石油危機の体験からアブダビに赴き、オタイバ石油相に食い込ん

で行く。王族が鷹狩りを砂漠でよくやることを知ると、日本から鷹と鷹匠を連れ

て行き、アラブの鷹と狩りを競わせた。こうした交流が実を結び、昭和 55 年（1980）

には、サウジアラビア国営石油会社から長期間にわたって大量の原油を購入する

契約を結ぶ。『大堀原油』と呼ばれるもので、石油危機後日本が始めて成功した

産油国との直接取引だった。オタイバ石油相がヤマニ石油相を紹介し実現した。

　大堀は晩年に石油業界で活躍、昭和 60 年に 72 歳で死去した。
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