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木曽三川の電源開発と利水 CI)

太 田 更 ー

問題の提起

山村の過疎化と平地農村の都市化は，この地域で急速に進行し林業と農業の将来に

暗い影が広がっていく。その原因を最近の高度経済成長と急速な工業化の結果として

いるのは正しいであろうか。それは近視眼的なみかたにすぎず，こうした種ははるか

に遠くからまかれていた。

この論文の主題「木曽三川の電源開発と利水」 は40～60年以前に木曽三川の流水を

めぐる話題で，すでに記憶もうすれていることであるが，ここでは 1つの歴史的事実

としてではなく，現在に連がる問題として提起してみたのである。

それは山村の問題として，林地の利用と所有のことは徳川期から続いた林地の利用

と所有について優れた林地が，絶対権力のなかに思い込まれ，山村氏の手のとと．かな

い所で山村から奪い去られてしまっている。さらにまた，山地で開発された電力はま

ったく地域住民の生活と生産に関連なく，これも都市の繁栄にのみ貢献した。山村は

ただ奪い去られるだけであった。

平地水田農村についても，ここに示した事例は当時の権力と巨大資本と政治が農村

の切実な叫びをいかに無視し続けたかの例であった。

かつて明治の前期，文明開化の一方の柱は電灯で・あった。明治16年東京のー偶には

じめて点灯されてから全国の中小都市に普及するには20年とかからなかった。はじめ

は火力発電で，続いて小規模な水力発電で点々と街を明る くしていった。

しかし，明治末期以降わが国の工業化が徐々に進展するなかで電灯から電力へと利

用が拡大し，発電が大規模化すると資本の集中も進んで，ここでは利潤の追求のた

め，山地での木材流送がぎせいにされ，山村民はひどいし、たでを受けていった。さら
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に発電が大規模化し，大正末期にはダム式発電所が建設されるに及んで，平地水田農

村は木曽川下流では電力資本に長い間いため続けられた。

工業化の進展のために，山村も農村も軽視されていった政治の実態をみることがで

きる。このことは農業と林業を軽視し無視しようとした現在につながる問題であっ

た。

ここでは，木曽三川という一地域にありながら，立地条件が異なった3つの河川流

域の伝統的な水利に，水力発電力：撹乱していった過程の実態を明らかにしたものであ

る。これは過去の歴史の一こまであるが，ここでの事実は現在も別の視点から注目し

なければならない。

最近では過疎と過密のなかで川も海も汚染し，地域の生活環境を破壊していった。

弱者を押しつぶすだけでなく，地域の自然、破壊にもっと 目を向けたいものである。

1. 木曽三川の森林開発と木材の搬出

はじめに

木曽三川は木曽，長良， 揖斐の三川で，古い時代には下流低地では乱流しいくつも

の流れに分かれていた。この下流の乱流が整理されていくのは， 1つには低地の水田

開発が，輪中方式で行なわれてし、く過程でしだいに河道が整理されていったこと， 2

つには木曽の材木が，豊臣秀吉，徳川家康の時代を通じ，大阪，名古屋，江戸などの

城下町の建設のため大量に搬出された時代に，木材流送のため河道が整理された結果

であるといわれている。

それはともかく，木曽三川は森林の性格からみれば，また流域山地の歴史的・社会

経済的性格から木曽川を木曽と飛騨の 2河川に分けて考えられよう。

木曽川の全流域面積4,956 km2のうち木曽川53%, 飛騨Jll47%の流域を持つ。長良

川の流域面積はl,985km2, 揖斐川のそれは1,839km2で， 流域面域の大きい順序も東

から西へ木曽，飛騨，長良，揖斐の各河川である。

私は林地の地形，地質，標高，気候などの自然条件と纏生との関係についての知識

はないが，今まで木曽三川流域山地の森林では，その有用さは東から西へしだいに価

値がおちていくようにみえる。それは木曽の山林と揖斐の山林とを比較すれば明らか

である。いまその要因が何であったかは専門の林学者にまかせるとして，森林資源の

関発の古さも東から西へしだいに新しくなっており，一般的には長良川や揖斐川流域

の山林は今までそれほど重要視されずまた知られていなかった。

開発の古さは問わないにしても，その森林資源開発は最近まで，その河川の流送の

難易が開発の可能性をきめる大きい要素であった。需要地域までの輸送の経済性の問

題である。しかし他方でその経済性の要素にはそこで生産される材木の価値が大き

〈働く。木曽材はとくに価値の高いことで古くから知られていたのである。
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(1) 木曽谷

木曽谷はなぜ優れた森林地帯であったかは知らない。木曽という地域は長野県木曽

郡（従前西筑摩郡）で江戸時代は尾張藩領32ヵ村，さらに古くは美濃国恵那郡絵上郷

のうち吉蘇，小吉蘇の両村をいった。

良材を産する木曽山地を流下する木曽川の木材流送は，古い時代から関かれていた

が，盛大になったのは秀吉の時代からであった。

伊勢神宮（内宮）造営用材を美濃山にとるという記録が弘安8年（1285年）にみえ

ている。当時は木曽山は美濃に含まれていたが，この森林資源、は伊勢神宮の造営をは

じめ大寺院の造営に伐り出されていたことが多くの記録にみえ，木曽川の木材流送は

古い時代からあった。管流した木材は下流の錦織湊（岐阜県加茂郡八百津町）で筏に

組まれる網場があり，ここに川関が設けられ，網場に集まる木材に分一役を課したこ

とが応永元年（1422年）の記録（円覚寺文書）にある。

木曽義昌が天正18年（1590年）秀吉に追われるまで250年間，この地は木曽氏が支

配し，森林保護と木材管理を行ない，自由に地域外に搬出しないよう移出統制を行な

い，乱伐を防いで木材価格を維持したという。

その後秀吉から家康の支配に移るが，家康はこれを子の尾張藩主徳川義直に与えた

〈元和元年＝1615年〉。はじめその管理は木曽代官山村甚兵衛に任せられていた。しか

し，やがて尾張著書は木曽山の管理を直轄にしてしまう。このころ木曽山材50～60ヵ所

を「巣山」として伐採を禁止した。鷹狩用の鷹の保護のためであった。

寛文4年（1664年）尾張務では木曽山の苦L伐取締りに第 1回巡視， その結果，「留

山」の制度を敷き御用山とする。翌年，上松に上松木材役所を置き山奉行を任命，錦

織には錦織木材役所をおいて，伐採，年貢木，運材を直営にし，また平沢と落合に白

木改所を置き白木搬出を厳重に取り締まった。

貞享4年（1687年）第2回木曽山巡視し，巣山と留山の周囲3～5了の幅に新たに

禁伐林を設けこれを鞘山と称す。留山の拡大をはかったのである。

元禄2年（1689年）にはこうやまき，くり，まつ，けやきを制l止木として，務の認

可がなければ伐採ができなくなった。

宝永4年（1707年），ひのき，さわら，あすなろ，こうやまきを停止木とし，享保

13年（1724年），ねずこを加えて木曽五木とした。また蘭村の桧笠を年10万個に制限

した。

これよりさき享保6年（1721年）， 4回目の木曽巡視，山林荒廃が明らかだとし切畑

（焼畑〉禁止，年貢木も廃止した。元文3年（1738年）にかつらとかしを留木とす

る。

寛政3年（1791年）には施業案を改め毎年28万本を伐採， 50年 1周の伐採法をとっ

た。さらに文政7年（1824年）これを再検討し 1ヵ年25万尺〆ずつ伐採， 60年1周の



太田：木曽三川の電源開発と利水 CI) 103 

択伐方式とし，ひのき，あすなろ，こうやまき，ねずこは7寸～1.3尺のもの，さわら

は8寸以上とした。

木材の流送は木曽川流域がほぼ自領化した元和以降は無手形の舟筏の通行を禁止，

流木を厳重に取り締った。 1665年（寛文5年）！｜｜並奉行5人を新任し錦織以下の要所

に配置， 40ヵ所の川並番所をつくり，上下船荷改，木材役銀，舟役銀の徴収，流木取

締を行なう。木曽川の舟運は木曽Jill土黒瀬湊（八百津町〉， 飛騨川は下麻生湊まで上

るようになった。

上流では木材は管流して錦織の留網でまとめ，筏に組んで木曽川を犬山，円減寺で

中継し熱田白鳥の貯木場へ送った。元禄3～10年の木曽川の流送記録は次のようであ

っTこ。

元禄3年（1690年〉 舟 5, 733 筏下り 2万 793乗

元禄7年（1694年〉 舟 1万 304 筏下り 1万5,997乗

元禄10年（1697年〉 舟 1万2,367 筏下り 2万2,258乗

（注〉 筏一乗は20～30石（50～55本〉。

9月～4月は運材期で，これが優先するので舟航は杜絶する。ことに徳川初期の慶

長～寛永は木材需要多く乱伐し年間木材流送が行なわれており，中山道などの陸送が

発達するようになったという。

しかし，尾張務の木曽山支配が厳重になるに従って，民情を無視した苛酷な林政が

行なわれるようになって，山村民は山の利用にきびしい制限を受けた。

明治になりこれが解放を期待したが，明治4年大部分を官有林に編入， 7～9年官

民有区分， 14年に確定，明治22年御料林に編入， 23年世伝御料となる。この際，大量

の民有地の囲込みが行なわれた。その編入は買上げ名目とし，住民が買上げを願えば

許可するとし，この通達を説明に来た宮内省関係は「御買上げを願う場合には致し万

ないが，強制買上げを行なうものではないと」いい，五木の保護，培養に障害を与え

ぬ限り薪炭材の採取，放牧，落葉，下草の採取は自由で，薪材は無償下付，営業用材

は相当代価で払い下げること，などを約束している。

この説明に対し，地元西筑摩郡民惣代は明治21年5月11日より木曽福島に集合協議

したが，さきの官民有区分の経験からこの買上げ申出を拒絶している。

しかしその後，地元山村民の意志を無視し強圧的な態度で編入を強行していった。

しかもこの編入はお買上げではなく代価はついに支払われなかったという。その上，

地元民の元所有地への立入はしだいにきびしく禁ぜられ，事の重大さに狼狽した。絶

対権力の宮内省では行政訴訟の相手にもできず，宮内大臣に嘆願を続けるほかはなか

ったが，宮内省は木曽御料林は世伝御料であるという理由でこれに応じなかった。

このように無暴に土地を収奪された山村民は，耕地から林野を切離され農業に重大

な打撃を受け，立木の売払いも自家用材や公共用材を払下げるだけであった。その結
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果，山村民の不満不平は深刻であ り，長野県知事は宮内大臣に対し明治37年に実情と

対策を具申した。その結果，木曽谷16ヵ村に対し殖産事業に資するとともに御料林愛

護を誓約させるため，宮内省は24ヵ年間毎年1万円交付することになった。のち大正

9年に 4万円に増額，このよ うな涙金で地元民の不平不満は慰撫されたのである。

木曽谷ではこうしたことから山林面積 14万7,600haのうち御料林 10万5,500haを占

め，公有林2万2,300ha，私有林2万3,000haにすぎない。

明治になっても木材の伐採，輸送の方法にはかわりなく，いわゆる木曽式運材法が

行なわれている。その作業過程は，

伐木運材。

ii 山落し．材を運搬に便利な小谷筋までまとめる。

iii 小谷狩．サデ（桟手〉，シュラ（修羅）などの方法で木曽川本流へ搬出。

iv 大川狩：木曽川を錦織網場まで管流しする作業。

v いかだ流：錦織から白鳥貯木場（名古屋）まで。

この錦織の木曽川の対岸がこの川の最上流の黒瀬湊であった。この湊は徳川期には

繁栄した。 1700年代のなかごろにまとめた『波州御行記』の細目村（八百津町の市街

地）の項で 「ー…本郷より黒瀬までの聞にては姻草，炭，薪， 板類，糸，木紙，塩，

味噌，竹ノ皮，木材．白木など商へり，其外万商物多し・・・・・目」と述べているように奥

地へ送るもの，奥地から桑名などへ舟で運ぶもので川舟数十隻でにぎわった。明治に

なってまず明治20年ころになり，飛升！街道の改修が行なわれるとともに白川街道が関

かれた。その結果，この黒瀬湊に運ばれた加茂郡東北部と南飛！野地方の生産物は，こ

れらの街道を利用し，黒瀬湊は急速に衰える。

さらに中失西線が明治29年12月着工，明治35年に中津川まで開通， 44年には全線が

開通した。高山線はこれよりいちじるし くおくれ，大正11年にようやく下麻生まで開

通する。こ うして陸上交通への依存が大きくなり，この湊はまったく昔日の機能を失

なう。

中央線の全通により，木曽御料林の木材運搬は川の運送から陸連へかわりはじめ

る。大正2年に森林鉄道を上松一小川線を赤沢事業所まで敷設し，大正6年王滝線の

計画をはじめた。かつて御料林は地域住民の山林を無残にとり上げたが， この場合も

地域住民がこれによって生活や生産の便宜を得られるよ うにと，西筑摩郡長は帝室林

野管理局木曽支庁へ依頼している。これに対する回答は，沿線住民に直接必要な日用

品輸送に限り事業上支障ない限り，当局の適当と認むる範囲でー定の条件で便宜を与

えることだけを認められただけであった。このころすでに木曽川の水力発電がはじま

り，木材の流送はいちじる しく支障をきたしていたが，民有林の輸送は取り残されて

いった。このことは別に述べる。
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(2) 飛騨川流域山地

飛騨では太平洋斜面の流域である益田川と日本海へ流れる庄Jll，宮Jll，高原川の山

林とは立地条件がいちじるしく異なる。益田川は金山で馬瀬川と合流し飛騨川 とな

る。徳川期，そのはじめは金森が飛車事を支配した。当時領主直轄の「地頭山」と「百

姓稼山」とに分けられ領主はもっぱら地頭山から伐採し収入を得，農民は百姓稼山で

板や樽木を生産し収入を得ていた。元禄5年 （1692年）金森は出羽へ転封し飛騨は幕

府の直轄となる。幕府は金森の遺臣84人を地役人として登用し，その半数を山林支配

と木材管理に当たらせた。幕府は元禄15年（1702年）から山林調査に着手，全域に

204ヵ所の御林山が登録され，さらに295ヵ所の松山が加えられ合計 499ヵ所の登録が

なされた。さらに享保12年（1727年）には山林調査を行ない，御林山は4,625ヵ所と

lo倍近くに増加した．目ほ・しい山は有無をいわせず囲い込んでしまった。

金森時代から伐採搬出は商人請負があったが，幕府はこれを増加し，幕府直轄直後

は14ヵ所であった商人請負山は， 22年後の亭保9年（1722年）には104ヵ所に増加し

その半数の54ヵ所が益田郡すなわちち益田川の流域にあった。多数の労務者を外部か

ら入り込ませるので地元の農民はこれに反対したが，幕府は大規模な伐採で森林資源

を消耗させるとしてこれを中止した。

木材の運送は飛騨川を管流し下原中網場で木改め，ついで美濃下麻生網場で筏に組

んで木曽川を下った。木曽川の管理権は尾張藩にあったので，幕領である飛脚からの

運材も美濃太田，犬山，円城寺の中継点で河川使用料を支払った。しかもそれはかえ

って割高であった。飛騨川運材のうちの一部は，中原網場から金山村をへて桐洞，篠

j向，神淵， 上之保，中之保，下之保，上有知を経る陸送もあった。しかし運材量も長

尺ものも増加し飛騨川流下量が増加した。

飛廓の山村集落は伐木に必要な労働力を確保，維持を配慮、し農民を定住させたとも

いわれ，これらの山村民に必要な収入を得させるために元伐稼の制度があった。すな

わち， 山村氏の生活のために板樽の伐採を認め賃金を支払っていた。商人請負により

他国の山林労務者が多数入り込んで地元民の労働収入を奪い，食糧の米を買占め米価

を暴騰させた。

飛騨天領ではすべて「御林山」とされ，百姓持山は存在しない建前であった。 山林

調査はその後天保14年 （1843年） にも行なわれたが，従来の慣行に基づいて「御留

山」，「守り 山J，「植木場」，「入会山」，「園山J，「御運上木稼山」なと．に区分した。御

留山は古来からの官林で御用材伐出以外の柴刈などは禁止された山，守り山は御留山

の管理を村役人などに行なわせたものと数ヵ村入会山を山元の村に保護を依頼したも

のとがある。植木場は，強制的に民費で植林させ育成管理を監督した林地で，成木；土

許可を得て村方で伐採し多くは公用に供された。多くは百姓稼山に設定されていたが

御留山に植木場がある場合もあった。囲山は村方備林で一村持山のうち樹木がある場
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所を選んで保護育成したもの，成木は必要に応じて公用とした。御運上稼山は留山で，

村が木材伐出の許可を得たときは官の入用木材か小白木を現物で白木運上として上納

しなければならないので，その運上用木材の伐出にあてる山林。

このように飛関一円を御林山とし，無税であったが， 実態はこのよ うな内容の所有

形態があったのである。

明治になり明治7年から地租改正の事業がはじまり，まず飛騨全山林の官公，私有

の区別を切らかにすることから始まった。

筑摩県は飛車事の山林の官公私有区分は，享保，天保両度の調査台帳を対象として定

める方針で，各村に官公私有の所在，反別，箇所，立木の種類，数を提出させた。こ

の場合に留山と植木場を官有地，そのほか稼山を公有地とし，私有地はこれを証明で

きる売買証文などの文書を提出させ確認した。 さらにその年の終わりに山林検査が行

なわれたが，用材林に富む山林を宮林に組入れる方針で官林は増加した。

その結果は各地で村方が反発したが，結果的には入会地を中心に公有地4万5,136 

町を官林へ組入れ，逆に官林2,467町が公有地に組入れられた。益田郡誌によれば，

山林面積台帳面積で総計22万7,354町，御料14万51町，公有地4万4,313町，民有地4

万2,990町である。

官林は明治22年に御料地編入，名古屋支庁の管理に入る。

木材の伐出運搬の方法は木曽川の場合とほぼ同じである。明治中期道路が改修され

小白木，板子類を馬車で搬出する。飛騨川は明治以降も下麻生網場まで狩下げ筏に組

む。

木曽に比べれば交通条件は悪く，木曽川に沿って中央線が明治44年に全通したのに

対し，飛騨川沿いの高山線の岐阜からの開通は美濃太田まで大正10年，白Jll口まで大

正15年，金山まで昭和3年，下呂まで昭和5年，小坂まで昭和8年，全通が昭和9年

10月であった。

したがって，この川での電力開発と木材流送の問題はおそくまで存在した。

(3) 長良川流域山地

長良川流域の森林資源は木曽山ほどに重要性はなかったようである。長良川上流は

徳川期は郡上務で，ここは遠藤，井上，金森，青山務主の移動が多い。農民騒動と務

の内紛が多い小藩が存在した。したがって，林政も確立されていなかった。

長良川の舟運は相当上流まで行なわれ，奥地からの産物の輸送を可能にしていた。

すなわち，長良川では郡上郡白山村（現見並村）まで6石積の舟が上 り，支流板取川

では市場村（洞戸村）まで5石積の舟が上った。

木材の流送は，上流から管流したものを嵩田村高原（郡上郡見並村）で筏に組み，

川下げをしている。
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長良川は下流部で尾張藩が要所をおさえている。上有知村（美濃市の市街地）は元

和元年（1615年）尾州領になったが紙，生糸，林産物の集散地で，川湊として栄えた。

この上流の立花村（美濃市立花）に尾張藩では長良川上流の木材取締のため川並役所

を慶安3年（1650年）におき，立花村の又兵衛が取締を命せeられた。奥地から出る材

木，板子，樽木は検査し流下し，駄送の白木なども同様であった。またこのやや上流

の須原，保木脇に貞享4年（1687年）番所をおき船荷物に課税した。

立花には筏乗を業とするものが多く寛文4年（1664年）には54人であった。

さらに下流の岐阜には，尾張藩は長良川役所を置いて流下する竹木を改め，役銀を

課した。当時長良には83隻の舟があった。

長良川の木材流送と水力発電との抗争の記録は木曽三川でもっとも早く，ここから

問題の発たんが生まれたのである。

(4〕 揖斐川流域山地

掻斐川上流山地は支流根尾川上流を含めて交通にもっとも恵まれない山地である。

この山地をこえると福井県の山地に達するが，ここは最近まで車の通行できる道はな

く，人煙まれな地域であった。しかし徳川期は峠をこえてこの奥地との交通は多かっ

7ことし、う。

この山地は大部分大垣藩に属しているが，山村氏に山林保護の申渡しを行なってい

る。他国から柚を雇い販売用の段木の製造や人を雇って行なう炭焼の禁止を申渡し，

植樹の奨励を行なっている。明治以降になると，山林制度がゆるみ濫伐されるので濫

伐禁止令を明治8年に岐阜県で出している。

揖斐川山地には官林はない。大正12年の統計で揖斐郡の山林面積6万 1,209町のう

ち県有林926町，町村有林 1万7,245町，私有林3万9,716町，部落有林2,618町，その

ほかがわずかある。

また大正11年の林産物生産は，金額99万2,840円のうち木炭56万6,123円，薪26万

2, 109円に対し，用材12万9,435円（ 1万 1,906石）で，この地域の山林の実態を示し

ている。

揖斐川上流山地からの用材流送の記録はそれほど多くはない。薪（段木）と木炭が

山村の主な生産であった。

用材流送の記録は大垣城用材筏5乗（ 1乗は25～30石， 1 ffilは3.6石〉，揖斐川上流

から伐出（慶安4年＝1651年， 8月16日）が最初の記録，次に承応元年（1652年）正

月に尾州家御用材師横山より材木を伐り出す。この 1ヵ年に川下げした量は筏 104乗

半，角材5,450本，元文5年（1740年） 5月，大垣城用杉板700束， 7月杉皮39丸，杉

板167束を川下げ，安政元年（1854年） 12月に京都御所普請用材多数川下げなどであ

る。
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揖斐川の水源地帯は徳山村である。 この村へ最近まで揖斐川を上る道はなかった，

杉原（藤橋村）から奥の約12回は両岸にそそり立つ岩であった。徳山からは馬坂峠を

こえ根尾村の西谷を根尾川に浴って下り，岐阜，大垣へ出た。 滋斐川を下って杉原ま

で馬車道ができたのは明治40年 （1907年）で，栃板など揖斐の町へ運べるようになっ

7こ。

揖斐川山地は杉，桧は少なく大部分が雑木で，徳川期は雑木で薪をつくり （段木と

いった）年貢として収めさせている。長さ 2.2尺の薪を高さ 6尺，幅6尺tこ積んだも

のを 1単位と し 「一間Jと呼び， 1聞を銀12匁に換算した。段木は農民が農関期に伐

り出す百姓木と，伐採を専門にする柚が伐り出す柏木があり， 領主は毎年これらに支

度金を支給し，段木が流送され納められた時点で決算された。明治になり段木会社が

設立されたが地元山村民には同じ方法がとられている。山村民はこの支度金で生活必

需品を購入した。これは借入金であるので，百姓木の場合は利子を加算して決済さ

れた。柏木には利子が含まれなL、。

段木は揖斐川を秋の彼岸から冬にかけて流し，森前 （舵斐川町）に集積された。徳

川期には尾張，大垣，徳山の順に行なわれ，森前にそれぞれの藩の集積場があった。

まず山元で量を調べ， 出水を見計らって人夫たちで森前へ流送し再び集積し量を調べ

た。この 2回の測定の差は大きく，山元で流送した段木は森前で60%と見込んでい

た。大きい損夫でそれは主に沈木のためであったという。

段木は明治，大正を通じて揖斐川を流下した。大正9年横山に発電所が完成した

が，段木の流下について，この水路式発電所がどのように影響したかはまったく文献

が見当たらなし、。最下流の西平ダムは昭和14年に完成しているので，段木の流下がで

きなくなる。しかし根尾村史によると，根尾村での段木の資料は昭和5～7年で終わ

っている。段木の生産はこのころから行なわれていなし、。発電所には関係がみられな

い。木曽川や飛騨川を下る大口径の木材でないので，流量が減少しても影響が少なか

ったとも考えられる。明治40年ころ徳山村まで荷馬車が入るようになり，まゆや栃板

のような価格の高いものを陸送するようになり，損耗の多い段木の流送は減少してい

ったと考えられよう。段木から木炭にかわったわけで‘はなく，木炭の製造が始まった

のは昭和10年ころからであるという。

栃は奥地山村では重要な主主荒食料であったが，大正年代に入り栽培技術が向上して

農業生産が増すと栃の実の重要性がうすれ，板と して高価に売られるようになって，

薪の生産の労働力がなくなっていったと推定できょう。しかし段木生産がなせ．奥地で

なくなったかは記録になく，あくまでも推定である。
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2. 木曽三川の水力発電

(1) 小水力発電によ る小都市の点灯

わが国の電気利用のはじまりは電灯用で， しかも火力発電 で あ った。明治 16年

(1883年）に東京電燈にはじまり，明治20年前後に神戸，大阪，京都に次いで名古屋

電燈が明治22年12月に送電， 点灯がはじまった。資本金20万円， 2,000株， l株100円

のうち 736株を旧藩土族，卒族が引受ける士族授産を考えたもので，残りを実業家が

引受けるはずであった。ところが，他の会社 （尾長紡績）の建設資金の増加のため彼

らの資金が得られなくなって， 7万5,000円の資本金で創立することになった。

開業当時400灯，毎日 日没から 3時間だけ点灯，翌23年2月から 5時間， 4月から

は終夜も点灯できるようになった。堅実一方の経営であったがこれに不満の人たちも

あり，一部企業家は低廉な電灯を期待した需要者（旭遊廓の店主）とはかり愛知電燈

株式会社（資本金15万円）を設立（明治27年3月許可〉， 11月に点灯開始した。明治

27年8月，日清戦争で需要が伸びたが， 燃料の石炭が暴騰した。名古屋電燈は安い石

炭の貯蔵があり，競争のため値下げしたので需要は伸びて， 28年12月に設備を増設し

た。石炭は明治29年上半期で4.63円Itが下期で5.25円It,so年上半期 6.57円It, 
下期8.48円Itとなり，明治29年5月には愛知電燈を合併した。この時点で1,670灯と

なった。明治33年に市内水主町に交流の第3発電所を設立したが， 発電単価は交流の

ため従前（直流） lkWHにつき石炭6kgが2.4kgと60%を節約することができた。

岐阜市の電灯は明治27年7月に岐阜電燈株式会社が創業さ れた。 火力発電であっ

T、こ。

このころすでに水力発電も各地にはじまりつつあった。営業用はいずれも町の電灯

のためである。しかし自家用の動力源としては，明治23年（1890年）に下野麻紡績の

65馬力，足尾銅山の400馬力がある。営業用には明治25年京都市で琵琶湖疏水により

蹴上げで発電をしたのがはじまりである。

木曽三川では，明治32年郡上八幡町で‘長良川の支流吉田川に入る渓流で乙姫滝の落

差を利用して発電し，八幡の町に電灯をつけたのがはじまりで，八幡水力合資会社

〈資本金 1万円）は40馬力の直流発電機で300余戸に点灯した。 需要は急速にのびて，

明治39年には水源を吉田川にして発電所を新たに建設した。落差 5m,80馬力の三相

交流の発電機であった（『八幡町史』下巻〉。

水力発電は，当時は中小都市の電灯用が大部分で， 中小河川に小規模の発電を行な

ったものであった。たとえば明治30年には，矢作川の支流で岩津地点の郡界川で発電

する岡崎電燈株式会社が岡崎で点灯し，明治32年には矢作川支流田代川で 200kWを

発電する矢作川電力株式会社 （資本金5万円）が瀬戸に点灯をはじめている。

明治34年には土岐川で土岐津町によって 343kWを発電， 36年には小八賀川（宮川



.... 110 

支流）で飛騨電燈株式会社が発電所を設け高山町とその周辺に点灯， 39年には岩村電

気軌道が木曽川支流阿木川に 200kWの発電所を設立し，当時開通したばかりの中央

線大井駅と岩村の間に電車を通じさらに付近へ点灯している。

このような小規模の水力発電は当時各所に建設されたが，小河川を利用したこれら

もまったく問題がなかったわけではない。

たとえば，当時奈良市に本社のあった関西電力では，明治38年名張川に水力発電を

計画したが，舟筏交通に支障ありと して地元住民が反対したので中止している（『東

邦電力史』）。

しかし，一般的には小河川では舟運もなく，農業用水に支障もなかったので地域の

電燈用に小規模のものが続々普及していった。

(2) 水路式大規模水力発電

日露戦争の後，わが国の工業化は進展し， 都市が発達する。このころから電気事業

は電灯だけでなく電力需要がのびはじめる。

また電気に関する技術も発達して火力発電もタービン式になり，コストは低下す

る。直流から交流になり，水力発電も東京電燈が山梨県桂川で1万 5,000kWの駒橋

発電所を建設し， 5.5万ボルトの高圧で東京まで 83kmの送電に成功し，石炭価格の騰

貨による不利を，大視摸水力発電によりカパーすることができ，電力コストが低下し

7こ。

しかし，この水力発電の大規模化は大資本を必要とし，資本主義経済に先駆的役割

を果たしていったn 大資本に物をいわせ利潤の追求のためには政治と結び，弱者を無

残にふみにじって省みなかった。その第ーのあらわれが貧しい山村の唯一の大産業で

ある林業に対して，古くからの木材流送をはばみ，いっそう不利な条件に追い落して

いく。

一方， 電力会社の大資本化の過程で内部ではみにくい争いを行ない，弱小地方電気

資本を吸収合併していった。

古くからの地域の秩序を破って，平然としている冷酷な資本の行動がむき出しに行

なわれていくのである。

名古屋電燈株式会社のその後の経過をたどってみよう。すでに述ベたように明治29

年には競争相手の愛知電燈株式会社を合併し，事業を拡大した。明治 33年に交流300

kWの火力発電所を建設，石炭消費量が kWH当り 6kgから2.4kgと40%になる。こ

の当時の資本金は50万円。明治37年には資本金100万円とし500kWのスチームターピ

ンの発電機を増設。日露戦争がこの年の 2月にはじまり，電力需要増加し10月から昼

間も 200kWの動力用送電開始，明治39年にはさらに需要増加し新規受付を一時中止，

発電施設を500kW増設を行なう盛況であった。
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この時期に競争者として東海電気，名古屋電力，名古屋ガスがあらわれる。

名古屋電燈はこれまですべて火力発電だけであった。

東海電気株式会社は， その前身は矢作川支流で水力電気を建設した前記の矢作川電

力株式会社である。資本金5万円のこの会社は明治34年に社名を三河電力株式会社に

変更し，矢作川支流団代川に lOOkWの小原発電所を建設し， 瀬戸町から愛知郡千種

町（現在の名古屋市千種区）へ進出を計画し， 35年9月に瀬戸町， 36年12月に千種町

へ送電をはじめた。 さらに明治37年 1月には名古屋市内の名古屋電燈の点灯区域に電

灯の供給をは じめた。水力発電のため原価が安く名古屋電燈に比べて料金が安かっ

た。 同年10月には矢作川支流巴川に 750kWの巴川発電所の建設許可を得るとともに

社名を東海電気株式会社に変更した。明治39年3月以降は名古屋市内で名古屋電燈区

域外に進出した。名古屋電燈は電灯料金を値下げしたが，終夜灯10燭光85銭， 16燭光

1. 2円に対L，東海電気はそれぞれ 65銭と1.04円であった。東海電気は名古屋市内で

は電力供給で許可を得たので燭光単位でなくワット単位のため l戸ごとにメ ーター

(1個80銭〉を取り付けた。 39年12月末日で名古屋市内の点灯は465戸， 1,877灯であ

った。水力発電の低廉な料金で名古屋電燈の区域へくいこんでいた。過当競争で危険

でもあったので両社合併の機運が高まって，明治39年12月に東海電気は名古屋電燈に

合併した。ここで資本金125万円となった。矢作川支流巴川発電所（750kW）は41年

2月に完成している。こ こではじめて名古屋電燈は水力発電を得ることになった。こ

れよりさき明治39年2月名古屋電燈は長良川発電所の建設を許可された。

(3) 水路式大規模発電の進展

このころ名古屋電力株式会社の創立が行なわれた。出資者は名古屋実業界の有力者

たちで，資本金は 500万円であった。新設のこの会社は木曽川発電所（のちに八百津

発電所という）を設立するためにつくられ，明治41年に着工した。もっとも有力な対

立会社が出現したのである。

しかし名古屋電燈では，明治42年に福沢桃介が筆頭株主となり43年 1月に取締役に

なる。彼は名古屋電力主脳兼松照らと交渉し，愛知県知事深野一三，名古屋市長加藤

重三郎，三井銀行名古屋支店長矢田績，下出民雄などの斡旋で，明治43年10月名古屋

電力を合併することができた。合併の主な条件は，名古屋電燈 1株に対し名古屋電力

2株の割合で交付することであった。その結果，名古屋電燈の資本金は 775万円とな

っTこ。

この間， 長良川発電所は明治 43年 6月に完成 （4,200kW), さらに木曽川発電所

（八百津）は45年 1月完成（ 1万kW）した。

いずれも水路式の発電所で，とくに長良川発電所は後述のように上流林業地帯から

の材木流送との聞に対立を生じることになる。木曽川はわが国で有数な林業地帯でと
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第1表 明治末期から大正中期の名古屋電燈の事業の進展

i電灯数 ｜電力馬力｜利益金l配 当

円 % 

12.0 

12.0 

86,802 1,780 280,993 
明治44年 下期 100,514 2,951 246,884 

8.5 

8.5 

186,539 14,404 494,213 
大正4年 下期 192,867 14,543 497,067 

12.0 

18.0 
｛上期 307,974 29,828 948,105 

大正8年 下期 334,076 36,403 1,305,989 

（出所〉 『東邦電力史』より。

くに御料林が多かったので，これも後述のようにこれに対しては手厚い補償を行なう

反面，弱者である地元山村民の所有する山林地帯はまったく放任している。

八百津発電所は明治44年6月試運転の際水路の一部が崩壊80万円で修繕し，試運転

中ふたたび事故で死者2名を出しようやく 45年1月に運転を開始した。しかしこの発

電所は雨が降ると停電した。取入口の川l幅が狭いので，洪水により水位が増すと流材

やごみで取水口の塵芥除がふさがり，発電できなくなるためで，砂の流入も多く水車

の磨滅も早かった。この取入口の改良は大正4年に完成した。また発電所では洪水位

の上で放水するため平水で24尺の落差を生ずるので，さらにこの落差を利用し放水口

にl,200kWの発電が大正4年5月に完成した。

長良川発電所は3.3万ボルト，八百津発電所は6.6万ボルトの高圧でいずれも名古屋

へ送電している。そのため大量の電力の余剰が生じたので，瀬戸電気鉄道，名古屋電

気鉄道などの大口需要の開拓を積極的に行なった。これから第一次世界大戦前後の好

況を経てと くに電力ののびは大きく ，工業化が進展する。

事業ののびは第1表のようである。

明治44年，料金の値下げを行なっているが，資本金も 825万を増し明治44年には

1,600万円になり，大正2年には福沢桃介が社長になった。

大口電力の消化を検討し欧米の視察を行なった結果，大正4年末に製鋼部を設け工

場を名古屋市熱田東町に設け電気製鋼と合金鉄の試作に成功し，大正5年8月にこれ

を分離して株式会社電気製鋼所を設立，大正6年12月に木曽福島工場を設けている。

木曽川の電源開発のため，これよりさき明治末期には各社で競願が行なわれる。し

かしその建設は電力の過剰時代を迎えあとへ延びる。

まず明治39年に，名古屋電燈では読書村から田立村に至る電気用新水路の開設を長

野県知事に出願，ほかの競願と争って41年5月許可される。日本電力は駒ヶ根地点の

開発を出願，40年4月許可，これは翌年に名古屋電力に譲渡，この会社はのちに名古
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屋電燈に合併して最後にその水利権は名古屋電燈の手に入る。これらはのちに大電同

力とその前身の会社が建設するが，前者は読書と賎母発電所であり，後者は寝覚，桃

山および大桑発電所の地点である。

木曽川の水力電気の開発が早くから全域で計画されるのは，この川に沿ってすでに

明治44年に中央線が全通し交通輸送の条件が整っていたたである。

名古屋電燈では大正7年にふたたび電気製鉄の研究をはじめ，木曽電気製鉄株式会

社を創設し，これに木曽川の電力開発部門とともに独立する。資本金 l,700万円の大

会社であった。これは翌年木曽電気興業と改称，大正10年2月に日本水力とと もに大

阪送電に合併し大同電力と改称し， 製鉄部門は大同製鋼として独立する．

このころ，名古屋電燈では中小電気会社を合併していった。大正9～10年にかけて

一宮電気，岐阜電気，豊橋電気，板取電気，尾北電気，美濃電化肥料である。その結

果，資本金は4,848万7,250円の大会社になった。

このころ名古屋電燈社長であった福沢桃介は名古屋の政界も牛耳ろうと しこれに介

在し，金の力で政友会を応援したが敗れ， 反対党の憲政会と地元実業家も背を向け，

一方，経営も悪化，停電多く地元に不評となり，福沢は苦況の中で苦肉の策で大正io
年10月奈良市に本社のある関西水力に合併した。

関西電力は奈良市とその付近に電灯を供給するために，明治主7年に奈良電燈株式会

社（資本金5万円）の設立がはじまりであった。これを設立と同時に関西電力が譲受

ける火力発電で 40kWであった。 明治39～40年に水力発電をはじめ，明治44年には初

瀬水力などを合併，大正に入り 3年には橋本電気を，8年には大和電鍾を合併し10年

には資本金450万円，電灯9万4,008灯（10燭光換算），動力1,177馬力で水力発電所6

ヵ所， 4,483kW，火力 2ヵ所，1,800kWを所有していた。

大正10年10月に，奇妙なことに資本金450万円の関西電力は資本金5,000万円弱の名

古屋電燈を合併し，社名を関西電気と改称した。それと同時に本社を名古屋市に移し

ている。 実質は名古屋電燈が関西電力を合併したことであった。この合併条件は名古

屋電燈3株に関西電力4株であった。またこれと同時に天竜川水力，山城水力などが

合併し， 資本金6,914万9,550円となった。東海地域の電力会社はその地域を拡大し巨

大会社に成長したが，当時大正9年に経済恐慌で，銀行の取付け，会社の倒産が相次

いだ時代であったが，電気事業は大規模水力発電，高圧長距離送電の建設に伴なう供

給競争が激化し中小会社の合併が相ついでいる。

関西電力は大正11年には北勢電気，八幡水力電気などを合併，さらに九州l電燈鉄道

も合併した。 また名古屋カ’スも合併した。ガスとの競争はすでに明治末期からはじま

った。名古屋ガスは明治40年設立，ガス灯は当時電灯より明るく，ガスエンジンはモ

ーターより経済的で電気の分野をおかされるので，大正3年に名古屋電燈はこれと協

定し過当競争は止まった。
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大正11年6月に社名を東邦電力にかえ本社を東京へ移した。このころ全国は 5大電

力会社に統合主れていった。大同電力は，大正11年に資本金 1億円，木曽水系を開発

し関東，関西へ売り込む卸売会社として拡大，宇治川電気はこのころ資本金8,500万

円。日本電力は大正B年に宇治川電気に卸売する会社と して創立したが宇治川電気と

の聞に不和を生じ，名古屋，東京へ進出する。飛騨Jll，黒部川，神通川，庄川の水系

を開発している。大同電力と日本電力は卸売会社として過剰電力の処理をめぐり過当

競争し，小売会社も互いにほかの会社の供給区域に割り込んでいったが， この背後に

は政党や銀行が介在した。大資本によ る競争は，不経済な資本の二重三重の投資とも

なった。このころダム式発電がはじまった。

3. 電源開発と木材流送との対立

はじめに

山村でも木曽谷のように優れた用材を産出する産地は，古くから封建領主に囲い込

まれ，山村民はそこでの生産や生活に強い制限が加えられ，明治以降も御料林とし

て，それ以上の囲込みが行なわれ，絶対権力の下でこれに対抗する道すら断たれてい

た。 山村民は貧しい弱者で権力の圧迫の下に泣かされて来た。

飛騨川の山村でも徳川期には木曽谷ほどの制限はなかったが，優良山林はほとんど

かかえこまれ，明治以降もそれらは御料林になった。

しかし，明治の初めは山村民の山林に対する態度は所有権でなく利用権の主張であ

ったが，官林ははじめは従前のように利用をゆるすよ うな甘言を述べていたので，地

租の支払いを心配した山村民は入会地で‘あまり利用をしていなかった奥地の入会林を

官林に編入してしまった。

かくて貧しい山村民はその後，これら山林から締出されていった。利用の道を断た

れようとした時はすでに手おくれで，広大な山林が地元にありながら手のとどかない

ことになってしまったのである。

これに対して，長良川と揖斐川筋の山林では林相が劣り，と くに揖斐川筋では多く

は薪炭材と しての広葉樹林で， 木曽山とは対象的であった。そのため明治以降も国有

林はなく，大部分が私有林であった。

いずれにしてもこれら山地からの用材の搬出はすべて川の流れを利用した流送で，

加工された板などがわずかに馬の背や明治中期以降は馬車で運ばれるこ ともあった。

また山村民の生活物資の塩をはじめ日用品も，川舟で上れるところまで運ばれ， 川湊

から馬で山村の奥地へ運ばれていった。山村民の現金収入の最大のまゆや生系など軽

くて価値の高い産物は陸送され，川｜湊から都会へ運ばれていた。

水力発電は古くからのJllの機能を押 しつぶし， 弱く貧しい山村民の生活を破嬢し

Tこ。
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(1〕 長良川の電源開発と山村との抗争

長良川にはじめてつくられる出力 4,200kWの長良川発電所の建設に対して，長良

川上流の郡上郡17ヵ町村はこれに強く 反対した。

この発電所は長良川の嵩田村木尾地点で取水し，約8km下流の立花で発電する水路

式の発電所である。名古屋電燈はこの水力発電所が完成したのち，名古屋市水主町に

あった火力発電所を渇水時の予備発電所とし，大正6年にはこれを廃止している。

長良川上流の郡上郡は木曽や飛騨のような優れた林業地帯ではなかったが，当時，

郡上郡の林業は，すべて長良川による流送に依存していた。

上流から管流しをした立木は高原（見並村）で集められ，筏に組んで流下した。山

村民の生活を支えた大きい柱であった。発電所の建設は渇水時に長良川の流量を発電

のために奪って， 8kmの聞の流送ができなくなるだけでなく，舟運と鮎の産卵と鮎漁

が不可能となり，浴岸住民に脅威を与えるとした。郡民大会で郡民総代に平野増吉

（のちに選ばれた背景を述べる）と県会議員三島栄太郎を選んで県と政府に請願運動

をくり返した。

舟運は上有知から下流が中心で、あったが，上流との物資の往来が増加して明治26年

から郡上八幡と岐阜の聞に 1日2回荷舟が通うようになっていた。八幡→下回（見並

村） 1時間，下回→上有地（美濃市） 2時間，上有知→岐阜3時間，計6時間で，当

時荷車の半額の運賃であった。人が乗る舟運は白山（見並村）からであった。

当時道路もしだいに改良され大正3年には美濃町一八幡にパスが通うようになっ

た。それより前明治44年には下回の長良川｜に鉄橋ヵ：かかった。またこの年美濃町一岐

阜に電車が開通し交通条件は急速に改善されていった。

しかし木材は流送されており，水力発電による流送の障害は大きかった。発電所は

明治43年3月完成し，この間，長良川はひどい減水した。

上流山村民の強い反対を無視して，岐阜県は水利使用許可を名古屋電燈に与えた結

果である。冬期は渇水期であるが， 許可取水量800個（22.2fill/sec.）はほとんど渇水

量の全量で，取水地点の木尾から発電地点の立花の聞の 8kmの長良川は渇水時には流

水がなく，木材流送だけでなく舟運や魚群にも大きい影響を与えた。

その結果，岐阜県は流木期間中の取水量を 500偲（14.Ofill/sec.）に減ずる追加命令

を出さざるを得なかった。

この争いは，のちに福沢桃介が社長になり平野との聞に妥協が成立した。その条件

は，

① 名古屋電燈は郡上郡に対し郡有林泊養のため3万5,000円を寄付する。

② 名古屋電燈は平野の係争に要した実費 1万7,000円を弁償す。

③ 平野は以後会社に対する悪感情を解消し故意、に会社を攻撃しない。

長良川にはこれ以外に現在も発電所はない。
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(2) 木曽川における木材流送との紛争

木曽谷の総面積は約 l,900km2の95%が山林で， その72%が国有林で， 紛争の起こ

る明治末期は世伝御料林であった。

木曽谷の交通は明治44年には中央線が全線開通した。 大規模な水力発電は物資の輸

送条件のよい木曽川に集中して行なわれるようになった。

しかし，この電源開発は長良川のように弱者に対する態度はできなかった。木曽川

が絶対権力の御料林の木材流送の川であったからである。

木曽川の水力発電は，明治41年着工， 45年1月に完成した八百津発電所が最初であ

った。これについてはすでにその経過を述べたが，発電所の位置は木曽川の筏組の基

地錦織の直上流であった。この発電所のための木材流送の故患は多かったにちがいな

いが，発電所と御料林の間の問題はまったく表面にでていない。ただ， 大正2年から

上松から奥への森林鉄道が着工されているのであり， これ以後は，後述のように御料

林輸送は森林鉄道に置かえられていく。

このころから電気事業は電灯中心から工業などの電力需要が急速にのびていく。名

古屋電燈についてみれば，前掲第 1表のようにきわめて大きい。

すなわち，第一次世界大罪事前後を通じこの地域の工業化は急速にのびている。また

水力発電ののびが大き く， しだいに大規模に資本の集中と統合が行なわれていく 。木

曽川の電源開発はもっとも立地条件がよいので，急速に開発が進み水力発電の川にな

っていく が，その前にみにくい水利権の獲得競争が行なわれる。

このころの木曽川の状況は次のようである。

名古屋電燈は明治39年9月に長野県知事に筑摩郡読書村，回立村に電気用水路開設

願を出し書類不備で差戻されている聞に，明治40年1月， 日本電力株式会社（のちの

日本電力ではない）が，その上流，福島町，駒ヶ根村（のちの上松町〉，大桑村に同

様の願書を提出，4月に許可され，これを名古屋電力が41年3月に譲り受けている。

さらに名古屋電燈は申請書を再提出したが，41年5月に許可されている。 この間，名

古屋電燈は日本電力に対する許可に対し， 長野県知事を相手どり許可の取消し訴訟を

行政裁判所に提起し41年2月に勝訴している。

名古屋電燈から木曽電気興業が分かれこれが大同電力となるが，木曽川の電源開発

はこの時から急速に展開する。大正6年4月賎母発電所（西筑摩郡山口村）の着工に

ついで大桑， 須原，桃山， 読書と水路式発電所の建設が進展していく。

木曽川の流送木材に対しては，御料林に対しては福沢桃介は当局に働きかけて補償

工事を行なった。 すなわち，森林鉄道を中央線の駅主で敷設し陸送に切替えた。

しかし民有林に対してはほとんど補償せず，駒ヶ根を除く木曽15ヵ町村が町村会の

決議で島崎広助（島崎藤村の兄〕にその解決を委任した。島崎はさきの平野増吉の助

力を得て会社と交渉し，大正15年に至ってよ うやく 次のように妥結した。
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西筑摩郡民の福祉増進のため，大正11年以降36年まで26年間，年々 3万円計78

万円を寄付する。

ii さらに発電工事遂行に密接な関係のある町村に次のような特別寄付をなす。

読書村に教育衛生費そのほかと して7万 l,951円。大桑村に同じく 7万 3,455

円，上松村に10万1,062円，福島町に4万円， 山口村に架橋費として 1万円，計

29万6,468円。

出 また会社は県の水力許可書記載の木材流送義務をまぬがれる代償と して，西筑

摩郡内の木材業者の創立する木曽木材株式会社の株式8,000株を引受ける。

この結果は，従来，木曽川の川狩りに従事した多数の人の職業を奪うことになっ

た。すでにこの工事が着工されてから 9年の年月がたっており，この間多くの発電所

が完成している。これらの貧しい人たちが失業しどのようになっていったかは知らな

L、。

ここに示された解決の条項には，これらの人々の直接の補償は含まれていないので

ある。

御料林という，当時わが国の絶対の権力に対してはひたすら補償にいとめをつけな

かった大企業が一度弱者に立ち向かうと，言を左右にしてひたすら引き伸ばしを行な

った。貧しい人たちは 1年たりとも職を失って待てないことを知りつくし，時をかせ

いだのである。現在に通ずる大企業の横暴で、ある。

木曽川では，その後電力需要がのびるに従って，わが国で最初のダム式発電所が建

設される。大正11年に着工する大井ダムである。このダム式発電所は大正13年に完成

するが，その結果は下流浪尾平野の農業用水の取水を困難にしていった。そのことは

項を改めて述べることとし，ここでは上流山村とのかかわり合いについて述べる こと

とする（大正末期までの水力発電は第2表のようである〉。

大井発電所は岐阜県は水力発電の許可に際して，大同電力への付帯命令書に次のよ

うに述べている。

「第6条 許可を受けたる者は其費用を以て木曽川支流付知川通適当の場所に木材

陸揚の設備を施し且該陸揚場より中央線坂下駅又は中津川駅と連絡すべき軽便鉄

道を布設し付知川筋より伐出する木材を運材者の請求に基き 6ヶ月以内に安全に

中央線停車場まで運搬すベし，但し其運賃については帝室林野局の定むる価格に

依るベし

第7条水力工事中木曽川本流を遮断すべき堰堤工事及之に伴う仮締切工事は前条

の軽便鉄道及陸揚設備を完成したる後にあらざれば着手することを得ずJ。

とある。付知川の奥地は御料林であるがこのほかにダムに関連して木材が流送できな

くなるのは御料林だけではなかった。この軽便鉄道の建設には上流の森林地域と条件

が異なり，その河域には付知，苗木，福岡の村があり地元では木材運搬の森林鉄道で



第 2表 明治末期～大正末期までの水力発電

(1）木曽川

HH∞ 

水路式，
発開 電始

出力 取水量
落（有効差） 

貯 水 量
ダム式の 発電所名 取水河川

常 時 ｜最 大 常時｜最大

備 考
JJIJ 有 五主冨旦L 

nf /sec. nf/sec. m 

水路式 八百津第一 木曽川 M44 27.83 27. 83 46.23 

II II 第二 II T 6 1. 24.21 24. 21 6.67 

II 新 開 II T 8 l, 3.03 6.09 27.27 

II 賎 母 II T 8 14, 16, 43.97 49. 61 

II 妥 飽 ~j Jll T 9 1, 690 2, 1. 1. 97 182. 00 

II 大 桑 木曽 川 TIO 9, 410 12, 30. 38.40 39.09 

II 須 原 II Tll 8, 060 10, 29. 36.17 34.90 

II 桃 山 II T12 29.26 37.57 79.55 

II 読 書 II Tl2 33, 300 42, 36.50 45.91 l12. 12 

II 田 光 伊那 川 T13 1, 570 2, 1.92 2. 78 108.80 

II 川 上 中津川 T 15 0.557 1. 385 

ダ ム 式 大井 木曽川 T 13. 5 16, 8 48, 48.80 139. 13 42.42 9,250,000 29,400,000 有堆効砂貯で水減量少は

II 落 合 II T 15. ll 7, 7 14, 42.50 83.48 22.02 1,000,000 3,872,000 II 

(2）飛 車R川

水路式 竹 原 川 竹原川 T ll. l1 400 
l, 刻割 。帥

2.50 63.60 

II 瀬戸第一 益 田川 T13.2 12,550 27, 14, 748 32.0 102.27 

II JJI 坂 II s 5. ll 15,200 18, 14, ll4 16.70 130.00 

ダム式 七 司・さ~ m：関 川 Tl4. ll 3,600 6, 15. 27 50.00 15.57 201,989 529,900 

II 上麻布 II T15. ll 14, 6~~： 27, 000 28.00 62.56 51. 30 610, 770 

II 大船 戸 益田 川 s 4.10 2, 4 6, 400 22.60 64.00 12.30 337,50 688,800 
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なく一般貨客の輸送もできることを要求し，資本金20万円の私鉄を創設半額を大河電

力で，半額を地元が引受けることにし北恵那鉄道が発足し，大正13年8月に中津ー付

知間22kmが完成した。帝室林野局は付知から奥へ約12kmの森林鉄道を昭和12年につ

くっている。

この場合にはやや地元の要求をいれているが， 川狩に従事した人たち，民間の林業

や漁業が相かわらずぎせいになっている。

木曽谷ではとのころまでに上流のほとんどに発電所がつくられ，さらに大井の下流

に笠置，兼山と戦後に丸山ダムがつくられ，かつて栄えた八百津町の黒瀬湊も筏組の

基地錦織の湊も兼山ダムで水没してしまった。

しかし ダム式発電所はここでは新たな下流の農業水利との深刻な紛争に発展す

る。

またほかの地域では，庄川流域につくられる大牧ダムと祖山ダムに対して上流山村

民をまき込んだ木材流送に関する深刻な庄川事件がはじまる。

当時，すでに巨大資本に発展した電力会社が，政治と密着し弱い山村氏や農民にお

そいかかる姿をみることができるのである。

(3〕 飛騨川における木材流送との紛争

飛騨川山地も有数な林業地帯である。旧藩時代は天領で飛騨川流域山地は林業労働

に従事する山村民が大部分を占めていた。明治以来天領で幕府が管理した山林はすべ

て官有林となり，のちに御料林となったのは木曽と同様であった。

ただ，木曽川に沿った地区は昔の中山道ですでに明治末期には中央線が全通してい

たのに比ぺ，飛騨川に沿った山地は交通不便なへき地であった。高山線が全通したの

は昭和9年で，飛騨川に沿って鉄道ののびは大正9年に岐阜ー各務原が開通してから

15年もかかっている。

こうした状況の下で，飛騨川の水力発電は小規模のものを除けばいちじるしくおく

れて開発される（大正3年に小坂町に，大正4年には萩原町に小規模の水力発電では

じめて点灯している。大正4年4月で点灯数90戸，荻原187戸，街灯はそれぞれ20個

と52個であった。『岐阜県益田郡誌』〉。

まず，日本電力の傍糸の関西電力に対し，岐阜県が瀬戸発電所（下呂町焼石付近）

に大IE9年 3月水利許可をするに当たっての命令書には次の条件を付している。

i 使用水量はl,600立方尺（44.4ffil/sec.）以内とする。ただし，毎年11～2月の

4ヵ月は木材流送のため 1秒400立方尺（11.lffil/sec.）以上，毎年4～9月の 6

ヵ月は魚族の棲息，そ上のため， 1秒100立方尺以上（2.Sffil/sec.）の水量を本流

に残留すること。流木期間中， 1秒間40⑪立方尺（11.lffil/sec.）の水を放流できぬ

場合は水の使用を停止し全水量を本流に放流すること。使用水量830立方尺（23.0
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rre/sec.）に相当する火力予備 1万 6,500kWの設備をなすこと。

ii 水利使用許可を得た者は，その費用をもって次の設備をするこ と。

① 取入口から放水口にいたる河川内において運材上障害となる岩石の破砕移転

をなすこと。

② 同じく魚族の生棲，そ上に支障ある岩石の破砕，移転をなすこと。

iii 運材中の木材が，水利使用許可を受けた者の設備した工作物を破損しても， そ

の賠償を請求することはできない。

iv 河水引用の結果，取入口から放水口に至る川狩費が普通川狩費を超過したとき

は，水利使用許可を得た者はその超過額を賠償すベし。

御料林または御料地の立木もしくは木材払下をうけ本河流により運材する者に

対しては，帝室林野局が右差額を定め，同局に賠償するものとする。

右超過川狩費に関し，許可を受けた者と運材業者の間で協議が整わぬ場合は岐

阜県知事がこれを決定する。

この条件は，当時としてははなはだきびしく既得の権利と自然に対して保護を加え

ているようにみえる。

この地点の飛騨川の流量は平水でl,200個，低水で810～840個，渇水時で480～500

個程度であったので，この条件では渇水時の発電はできなく なる。飛騨川の木材流送

の最盛期は冬の渇水期であるから，渇水流量を確保することは木材流送に絶対必要な

ことであった。

飛車事川の木材流送は上流では管流しをして，加茂郡下麻生まで狩下げ，こ こで筏に

組んだものであった。したがって，発電によって木材の流送でがきなくなることは山

林地主や木材業者の死活問題だけでなく ，木材流送に従事する多数労働者の死活問題

であった。飛騨川は木曽川と異なって木材流送以外に運搬の方法がなかったので問題

はきわめて深刻であった。

この命令書を受けとった会社ではこれが実行困難であるとし木材流送のための放

流をさける方法として発電所上に水槽を設け，これに流木を導いて飛騨川本流との問 、

に落水路を設け，発電所取水口から流入した木材をここから本流へ落下させる計画を

たて，これで岐阜県の許可を得た。

これに対して飛車事川筋で木材の流送を行なっていた飛州木材が異議申立てを行なっ

たのである。 飛州木材は長良川，木曽川での発電所建設に反対した平野増吉が専務取

締役で社長は長谷川糾七であった。

ここで飛州木材の成立と性格について知っておく 必要がある。

飛車事の官民有区分の経過はすでに述べた。 山村氏の官民有区分の不満は大きく 明治

14年に再調願を岐阜県知事に提出した。従前は留山，植木場を官林と認め， それ以外

を民有と したが，ここでは植木場も本来民有地であることを主張して来た。 この願書
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は却下されたが，以後長い間続いた官有林下戻運動の論拠となっている。

この運動はのちに国有林野下戻し訴訟の提起に発展する。明治23年飛騨3郡の郡長

国井清廉は小崎県令に「官有地51万田了のうち約32万町は，古来各村で人民が自由に利

用した公有地を誤って官有にしたものだとし，これを民有地に復旧するか，とくに人

民生活に必要な 3万8,000町を民有に下渡すか，或は官林といえども山稼は従来の如

く免許するかいずれかの措置をとるべきであるJと述べている。また飛騨各村では官

林の民林へ組換下渡の請願運動を本格的に開始している。そして明治32年4月「固有

土地森林原野下戻法」の施行に伴なって明治37年に大野，古城両郡町村は国を相手と

する行政訴訟へと発展した。益田郡は対象地が御料林となったので町村で合意が得ら

れずこれに参加しなかった。この訴訟はその後20年も続いて町村は負債を累増させた。

この費用は勝訴により獲得されるべき立木の譲渡を約し資産家から借金しでまかなっ

たがその累積額は増加し，大きいぎせいを払うことになった。こうした窮状を打開す

るため大正8年に飛廓振興組合を設立， 一部国有林の特売をうけ，長年の行政訴訟を

取下げている。

この組合は，世界大戦による木材価格の好況に乗じ窮状を打開しようとして結成さ

れたもので，地元有志と平野増吉を含む木材業者によって構成され資本金20万円であ

った。

この組合は公民の聞に立って， iこれまでの行政訴訟を取下げ， ii政府からの国有

林の一部の払下け．をうける，組この立木を振興組合が一割の利益をつけて買取る， iv

訴訟費用の返済は振興組合が担当する。

その結果は町村が払下げを受けた立木処分を受け持ち，規約に従って大正9年資本

金65万円の株式会社に切替えた。これが飛州木材株式会社である。

そのため，ばく大な借金をかかえた町村とそれを貸した資産家たちはともだおれを

まぬがれた。しかし貧しい山村民は，広い国有林から完全に締め出されてしまったの

である。官民有区分が山村へもたらした結末であった。

飛州木材は大正10年には払下げ立木処分を目的に設立した庄川木材，加越木材，飛

越木材を合併しさらに名古屋木材も合併し 506.4万円の資本金となる。そして大野郡

を中心に 1.4万町の山林立木を所有するようになり，木材流送をめぐり各所で電源開

発と衝突するに至った。その最大の対立がのちに発生する庄川事件であった。

大正9年の飛車豊川における第1着の瀬戸発電所の建設で対立した飛州木材は，設立

聞もない時期で木材の好況のため盛に飛騨川を流送していた時期であった。

岐阜県はこの係争の仲裁に入り，大正13年に次の覚書を交換するに至っている。

i 取入口，放水路聞の運材作業は，発電水路，本流とも日本電力が必要な費用を

一切支弁し，実行の責に任ずる。

ii 日本電力は本流の川狩作業に従事する事務所員，人夫に， 事務所員 1日1人4
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～5凡人夫 1日1人2.5～3.5円の単価で賃金を支払う。

iii 右の支払にあてるため日本電力は11月11日までに 5,000円を内渡として上木甚

四郎（県会議員）に供託する。

iv 日本電力は運材作業に関し一切の権限を付与した責任者を定め現場に派遣す

る。

v 取入口に木材先着した翌日から起算し， 木尻を放水口に狩出した日を最終日と

し，その日数17日を以て日本電力の責任期間とする。この期間を超過した場合

は，日本電力は木材業者に左の割合で損害補償を行なう。

イ 超過日数4～5日のときは 1日につき1,500円

ロ 6～9日のときは 1日につき2,500円

ハ 10日以上のときは 1日につき3,000円

ところが，昭和2年に川狩超過補償費を事後協定に変更しよ うとし協定を実行しな

いので飛州木材は発電所取水口を止め本川へ放流した。その結果，岐阜県では仲裁に

入り再び新たな協定を結んだ。しかし損害の賠償金支払額が折合わず， 1ヵ年も紛争

が続いている。

しかしこの年，ほかの木材業者丸八組の木材流送でも紛争力：生じている。この丸八

組は御料林払下げの 1万7,000石を12月に流送したが，瀬戸発電所取水口から発電所

までの16kmの閥を普通7日かかるところ水量不足で25日かかり，さらに下流の東邦電

力の七宗と上麻生で流送が手間どりこの間出水に会い大半流出してしまった。この損

害を日本電力へ 1万4,798円，東邦電力へ4,157円請求したが両社は承諾せず，日本電

力では3年半の後にようやく 1,800円支払うことで妥結をみた。

このように電力会社は弱者の木材業者にばく大な損害を与えたにもかかわらず，言

を左右にして損害賠償を十分行なわず長い期間妥結しない。県も木材流送を保護する

立場にあるものの，対応は不十分であった。

工業化，都市の発展に欠くべからざる電力であるとい う大義（？）のかげに山村民

はばく大な被害を受け，とくに山村住民の職業を奪っていくのを傍観していたにすぎ

ない。

飛車事川では瀬戸発電所完成前後にi主その下流で金山（昭和4年完成〉， 七宗（大正

13年完成〉，上麻生（大正 15年完成）を東邦電力が建設している。またその後も名倉

（昭和11年〕，川辺（昭和12年〉，木原（昭和12年〕が続いて完成した。

これらの水利許可命令書も同様の内容の条件を付し木材流送を保護しているように

見せかけている。

しかし事実は木材流送に対する被害は大きいが，電力会社は支払をしぶったり解決

に長期を要しており，結局は河川の流送を消滅させる結果になっている。

たまたまこの時期に高山線がのびて昭和9年に全通している。東邦電力は木材が陸
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送にわたったのは鉄道や道路の発達の結果とし，流送は能率が悪いためだとし，責任

回否を行なっている。

しかし，瀬戸から下流の束手！I電力の発電所はダム式のものもあり，木材流送の能率

を低下したのは発電所のためで、あったことは否定できない。

(4) 鈍斐川について

揖斐川本流の発電所は大正4年に藤橋村西横U1に出力 3,000kWが揖斐川電力株式

会社によって完成（横山第 l〕， ついで、大正10年4月に東横山に横山第2発電所が出

力1万2,800kWで完成している。 この会社は大正7年に揖斐川電化工業を， 8年に

日本電気黒鉛を合併して揖斐川電気株式会社と改称した。

これらはいずれも水路式発電所で，この発電所により流送に影響するのはこれより

上流の徳山村，坂内村および藤橋村の林業である。

『徳山村史』（昭和48年 3月） には水力発電との関係を次のように述べている。「一

般には， 揖斐川電気株式会社が杉原に設けた堰堤，あるいは揖斐郡北方地内にある西

平発電所の完成により，段木流しが阻害され，終期を迎えたといわれている。しかし揖

斐川電気株式会社の横山発電所及び杉原取水工事は，大正7年に許可され，大正9年

に完成をみたものであり， 段木終期との直接的な関係は考えられない。…・・」といっ

ている。しかし段木の川下げは徳山村では11月に入ると指定の土場で段木会社と段木

の受渡しを行ない， 揖斐川の流送が行なわれる。いったん西谷と東谷の合流点、に集め

られ， 12～1月に川下げを行ない， お斐川町の森前まで送る。段木は長さ 2.2尺であ

るから，あるいは用材のように流量が減少するための問題は少ないかも知れないが，

この 2つの発電所の取水のため揖斐川本流の渇水時の流量は減少するので，村史のい

うように「直接的関係は考えられなし、」とは思えない。下流の西平発電所は昭和14年

に完成している。とれはダム式発電所であるが，『徳山村史』では徳山村の段木生産

の記録は昭和7年で終わっているとしづ。有利な産業ができて，段木生産が止ったと

もいっている。しかし資料としては段木の川下げと発電所の関係は明らかでない。

（元岐阜大学教授，農学博士〉
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