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揚子江の水力開発を見る

伊藤謙一

1. はじめに

私は今年の 2月に中国の水力開発に協力するため，電源開発欄の村上理事を団長と

する「日本水力開発技術合作訪中団」に参加して，訪中し，揚子江の 3水力地点を見

る機会を得た。

2月5日から 1週間，北京に滞在し，中国政府の電力担当部門である水利電力部か

ら，中国の電源開発の状況，今回の調査対象地点の計画概要，地点調査の状況等の説
沿っしゅう

明を受けた。その後，揚子江〈中国では長江と呼んでいる〉に行き，建設中の葛洲
ζ うかは

場，計画・調査中の三峡，向家場の 3地点を視察して 2月21日に帰国した（図参照〉。

17日間という短期間であり，瞥見したに過ぎないが，中国の水力開発の現況，揚子江

の水力地点の概要を旅行中の印象と併せて，紹介することとしたい。

2. 中国の水力開発

中国は今，国を挙げて，農業，工業，国防，科学技術という 4つの近代化に取り組

んでおり，電源開発もその一環として重要課題となっている。

中国の発電設備は’77年現在で4,300万kWであり，その内訳は水力36%.l, 550万

kW，石炭火力を主とする火力が 64%.2, 750万kWとなっている。’49年の中華人民

共和国が発足した頃の発電設備は約180万kWといわれており， 当時と較べると，格

段の発展をしたことになる。しかし，わが国の30倍近い広大な国土面積（985万回り

があり， 9億人の人口を抱えている中国で，わが国の約 1/3とし、う発電設備の保有状

況では，電力不足は否めず，経済発展の大きな随路となっている。工業生産に必要な

電力には厳しい使用制限が課されており，発電の状況に合わせて，工場を操業せざる
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を得ない状況のようである。

このため，水力開発についても，重点的な開発促進が計画されており， ’85年まで

の長期経済計画では，鉄鋼，電力，石油，石炭，交通関係等の大型プロジェクト 120

の中に， 20の水力開発プロジェクトが含まれている。

中国の包蔵水力は国土面積が広大なため，年平均降水量が630mmと少ないにもかか

わらず，約5.4億kWと膨大なものである（表参照〉。 水力の既開発量はその 3%に過

ぎず，豊富な未開発資源を保有している。

中国の河川は揚子江， 黄河，黒竜江，珠江等，大河川が多いため，大規模な水力地

点、の開発が可能であり，劉家峡（黄河， 122.5万 kW，既開発地点では中国最大〉，

丹江口（揚子江の支流，漢江， 90万 kW），新安江（銭塘江， 65万 kW）等， 30万 kW

以上の大水力発電所が9地点，すでに開発されている。また，これらの水力地点のほ



表中国の包蔵水力

水

揚子江水系（ a)

チベット水系（ a)

プラーマプトラ Cb〕

西南国際水系（ a〕

黄河水系

西江水系

東南沿海水系 cc〕

東北水系

西北水系（黄河を除く〉

海河水系

全国総計 cc)

系

（資料〕 A:nEconomic Profile of Mainland China. 
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包 蔵 水 力

(1, OOOkW) 1全国に対する比較的

217,150 40.5 

117, 270 21. 9 

(105,000) 

90,690 16.9 

32,740 6.1 

28,550 5.3 

11, 760 2.2 

18,900 3.5 

17,530 3.3 

1,220 0.2 

535,810 100.0 

（注〕 （心 中国本土の西南地区には揚子江の上流と中流およびチベット水系のほか，中国のいわゆる「西南水
系Jがある。したがって西南地区の全河川を合計すると全国包蔵水力の72%を占めることになる。

場子江の下流）揚子江米系のうち西南地l互の部分を除く〉は全国包蔵水力の約7%を占める。

(b) ブラ マプトラ川のチベット内にある区分，包蔵水力が大きいのは，主として，水源から国境まで

の落差が犬きいためである。

(c〕 中国の資料では，台湾の包蔵水力870万kWを「東南沿海水系」および「全国総計」に含めて，全

国包蔵水力を5億ι451方kWとしている。ととでは台湾の水カ資源を除いてある。

とんどが多目的ダム開発の一環として，建設されているのも，中国の水力開発の特徴

である。中国の水資源は南部に多く賦存し，北部では乏しいため，「南水北調」すな

わち，南部の水を北部に移すというスローガンの下に，揚子江等，中南部の水を華北

地域の農業に利用する水資源開発計画が進められている。水力開発はこのような水資

源開発，さらに治水事業と一体となって，河川総合開発事業の基幹事業のーっとし

て，進められており，単独開発は少ないようである。

このような大水力地点の開発と並行して，出力l,OOOkW未満で，平均出力が50kW

程度の小水力開発が人民公社により，推進されている。その総数は6万5,000にも達

し，農村電化に大きく貢献しているo 最近では，その開発技術も向上し，地点の開発

規模も増大化傾向にあると報道されている。

中国は今まで，自力更生をモットーとして，独力で水力開発を進めてきたが，今後

は，外国の技術も導入して，開発速度を高めようとしている。このため，中国は日本

だけでなく，アメリカ，カナダ，フランス，ノルウェー，スウェーデン等にも水力開

発への協力を要請している。
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3. 揚子江の水力地点

(1）葛洲場

北京での日程を終えたわれわれ訪中

団一行は，揚子江での調査対象地点で

ある三峡地点と向家場地点を訪れる前

に，中国で最大の水力発電所として建

設中の葛洲場地点（写真1参照〕を見

学した。

写真1 葛洲場地点の揚子江 北京から飛行機で武漢に行った。武

漢には揚子江全域の治水，利水の調査計画を担当する「長江流域規画弁公室」という

政府機関がある。ここで初めて揚子江を見た。河口の上海から約 1,200回上流である

この付近では， JI！幅約2,ooomであり，豊水期には1万 t級の船が上海から往来でき

るそうである。揚子江の南岸と北岸を結ぶ武漢長江大橋（長さ 1,670m，幅23m，上

段は道路，下段は鉄道）を渡りながら悠々とした揚子江の流れを眺めた。武漢から，

さらに空路， 宜昌に向かう。宜昌は揚子江の河口から，約1,800回の位置にある沿岸

都市である。ここに葛洲域地点がある。

当地点は三峡の一つで、ある西陵峡の出口，南津関を 3km下った所にある。揚子江は

南津関を過ぎると川幅が300mから一挙に2,200mに拡がる。この河中に葛洲塀と西域

という 2つの小島があり，ここに揚子江を横断するダムと発電所を建設している。当

計画の概要は次のとおりである。

ダム型式コンクリート重力式

高さ 47m

長さ 2,560m 

発電所最大使用水量 11,800ffil/ s 

有効落差 27m 

最大出力 2, 700MW 

水車発電機 1170MW×2台

'125MW×19台

この開発の主目的は発電であるが，上流に計画している三峡地点の開発に必要な技

術をあらかじめ訓練し，準備することも副次的目的とされている。また，当地点の技

術的特色は，閑門が設置されていることである。河口の上海から上流の重慶まで，

3, 000 t級の船が航行しているため， 3つの閑門が設置され，航路の確保が図られて

L、る。

’70年に建設が開始されたが，一時，工事が中断され，’74年に工事を再開し，現在



に至っている。工事は一期工事とし

て，半川締切りにより，左岸仮uに洪水

吐，発電所の一部と 2基の閑門を現

在，建設中であり， ’81年には完成する

予定とのことである。

工事現場は広大で，その中で大工事

が進められていた（写真2参照〉。イタ

リアから輸入された20～30tダンプト

ラック，日本からのブルドーザー（小
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松のD-80〕， ショベルロ ーダ一等の 写真2 葛洲堀地点の工事状況

大型機械が導入されており，日本製の評判は良かった。コンクリート・プラントも大

容量であり，月35万fillの容量があるが，実績としては24万dが最大で、あるとのことで

あった。日本の黒部川第4の工事を凌ぐコンクリートプラント設備である。また，洪

水吐水門はテインターで，幅12m，高さ24mの大構造物である。一方，この現場で，

工事に従事している労務者は約3万人とのことであり，大型機械を駆使すると同時に

労働力の有効活用も図られている。

われわれは建設事務所で所長の工事計画等の説明を聞き，開発事業の大型模型を見

た後，現場を案内して頂いた。コンクリー卜の打設が最盛期であり，タワークレー

ン，ジブクレーンが林立している。仮締切堤の上から，活況を呈している工事現場と

静かで雄大な揚子江が眺められた。われわれの宿は宜昌革命委員会，第一招待所であ

る。洋式の部屋を一人一室用意して，歓待して頂いた。夕食後，工事現場の幹部，中

堅職員の方々が集まり，われわれ訪中団11人が招かれ，開発工事についての意見，感

想が求められた。いわゆる，学習会である。岩盤処理，洪水吐の減勢設計の問題等，

熱心な質疑応答が2時間以上にわたった。中国の技術者の学習意欲と真剣な態度に頭

が下がる思いであった。

(2）三峡

揚子江の三峡というのは重慶の下流，四川省の奉節から宜昌までの崖塘峡（長さ約

8k皿〕，亙峡（約46回〕，西陵峡（約65km，写真3参照〉の三峡谷のととであり，その

風景の美しさと共に航行の難所として知られている。杜甫や李自の詩にでてくる白帝

城は窪塘峡の中にある。三峡地点は西陵峡の中にあり，宜昌の上流，約50回の所にあ

る。ここに，高さ約 200mのダムを建設し下流の洪水を防止し，農業用水等の水資

源を開発するとともに，世界ーの大水力発電所を造るという世紀の大事業である。ま

た，この人造湖の出現により，三峡の航行の難所も解消されるが，背水は遠く， 600

k皿上流の重慶に及ぶこととなる。当地点の概要は次のとおりである。
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写真3 西陵峡

水車発電機 l,OOOMW×25台

年開発電量 1,200億 kWh

ダム 型式 コンクリート重力式

高さ約200m

長さ 1, 500m（比較地点では

2, 500m) 

貯水池流域面積 100万k:m2

年間総流入量 4,522億fill

満水位標高 200m 

総貯水容量約700億fill

有効貯水容量約380億d

発電所最大出力 25,000MW

揚子江の洪水は10年に 1度の頻度で発生しているが，’31年には330万ha以上の耕地

が冠水し，被災人口 3,200万人，溺死者15万人に及んだといわれている。三峡ダムに

よる洪水調節により，洪水量の70%を削減し，洪水の被害を防止する計画である。ま

た， 当地点で開発した水資源は武漢地域の濯湖用水の補給に供されるほか， 「南水北

調」計画の一環として，漢水の丹江口ダムに引き入れ，江准分水嶺を経て，河南から

華北に送る計画が検討されている。

発電所の出力 2,500万kWは’77年の中国の全発電所出力の60%に相当する大出力

であり，現在，ブラジル，パラグアイの共同事業で建設中の世界最大の水力発電所

「イタイプ」（最大出力1,260万kW〕の 2倍の規模である。また，発電した電力は，

l, OOOkm留の北京，上海にまで送電される計画である。

当計画の工期は着工後， 10年以上を要するものである。われわれが訪中した時に

は，下流に建設中の葛洲稲ダムの湛水前にダムの仮締切工事に取り掛りたい意向を中

国側はもっていた。しかし，その後，検討の結果，着工時期はさらに繰り延べられる

ことになった模様で、ある。 4つの近代化の早期達成という，効率的観点から見れば，

より規模の小さい発電計画を優先させた方が良いのではなし、かとし、うわれわれの質問

に対して，中国側は「三峡開発は固としての至上命令であり，建国以来の宿願であ

る。昔，毛首席が揚子江を泳いで渡った時に作った『遊泳』とし、う詩があるが，その

中に謡われている大事業が二つある。その一つは武漢大橋であり，もう一つは三峡ダ

ムである」と答えた。その詩の一節を次に示す。

一橋飛架南北 天整変通途

更立西江石壁 裁断亙山雲雨

高峡出平湖

この西江の石墜とは三峡ダムのことであり，三峡ダム建設のスローガンが「高峡出



平湖」で，要処要処に掲示されていた。

当地点の調査は国民党政府の背から始められてい

る。太平洋戦争の直後，アメリカのコンサルタン

ト，サヴェイジ氏が招かれて，長期間，現地に滞在

し，ダムの地点調査を行ない，計画を策定してい

る。その後，中華人民共和国が引き続き調査を行な

い，現在はダム地点を 2つの候補地点にしぼって，

比較検討を行なっており，地点選定は最終段階に達

している。われわれ訪中団も地点選定について怠見

令求められた。

われわれは 2月13日の朝早く ，I昌の宿を出発

L，桟橋から調査船に乗り，三峡地点に［，＇， Jかった。

葛洲域地点を通り，西陵峡の入口である南津関に迫
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る。急に川幅が狭くなる。西岸は石炭岩の峡谷で， 写真4 三峡ダム地点（太平渓〕

石切場が多く，石材を運ぶジヤンクが往来している。上海，重慶聞を航行する客船も

大勢の客を載せて，快速で、われわれの調査船を追い越して行った。朝震がはれてくる

頃，いよいよ西陵峡の雄大な長色が両岸に展開し始めた。船の甲板に立っていると，

オーバーを着ていても，川面を吹く風で，たちまち身体が冷えきってしまう。それで

も，石牌とか天橋とかの名所に見とれて甲板に立っていた。出発してから 4時間，昼

少し前に，上流のダム候補地点である太平渓に着く（写真4参照〉。広大なダム地点

である。谷幅は約 1,50Qm，地質は堅硬な閃緑岩であり，立派なダム地点である。

右岸の調査横坑に入るため，谷沿いの小道を行く。 2月だが，この辺りでは菜の

花，空豆，碗豆の花盛りで，既に春で、ある。凍りついた北京とは全く違う。

太平渓のダム地点を見た後，ここから 7凶下流の三斗坪ダム地点を見る。谷幅は上

流地点より，さらに広く， 2,SOOmにもなる。河の中に島があり，中盤と呼んでいる。

ここに地質調査用の立坑があり，ここで‘地質の説明を受けた。ここの地質も堅硬な閃

緑岩である。上 ・下流2つのダム候補地点は掘削量，堤体積等で一長一短があり，工

事費としては大差がないとのことであった。

巨大なダム地点にいると次第にその巨大さが分らなくなる。地点のフィージビリテ

ィ調査は終わっており，今後は実施設計，若工の）｜頂序である。すぐにでも着手できる

ような錯覚に陥るが，実際にはさらに周到な計画調査が必要なのであろう。着工の日

の一日も早からんこと，また日本がそれに協力できることを念じながら，西陵峡を再

び宜昌に戻った。宜昌の桟橋には地元の人達が大勢，黒山のように，夕暮の中，われ

われを出迎えてくれた。
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(3) 向家犠

向家墳は揚子江の上流，金沙江の四川省と雲南省

の省界にある（写真5参照〕。揚子江は四川省の宜賓

から上流は金沙江と名称が変わるが，この宜賓の上

流，約301但の所に当地点がある。金沙江750kmの問

に計画中のダム地点は4地点あるが，その中の最下

流地点である。’57年より調査を開始し， 現在，地

質調査中である。計画の概要は次のとおりである。

ダム 型式 ロックフィルダムまたは重力式

コンクリートダム

高さ 170m（ロックフィルダムの場合

は150m〕

長さ 920m

写真5 向家樹ダム地点 貯水池流域面積 48.5万km•

満水位標高 380m 

総貯水容量約49億mi

有効貯水容量約9億mi

発電所最大出力 4,500MW

水車発電機 500MW×9台

年開発電量 250億kWh

当地点は発電が主目的であり，これに舟航，洪水調節，潅j飯が加わっている。上流

のダム群が建設されれば，さらに出力 100万kWの増設が可能であり，年開発電量も

50億kWh程度増加するとのことである。

ダムの基礎岩盤は堅硬な砂岩であるが，河床下には石炭岩が介在している。現在，

ダムの軸線として 4軸線について比較検討されており，ダム型式はロックフィルを中

心に検討されている。地質調査に当たっているのは解放軍の地質調査部隊である。

三峡地点の視察を終えたわれわれは宜昌から，武漢に戻り，さらに武漢から空路，

四川省の省都である成都へ行った。成都は三国志の昔からの古都であり，諸葛孔明を

把った武候洞等がある。成都では錦江賓館に一泊し， 2月16日の早朝，マイクロパス

で成都から 400kmの道程を向家犠に向け出発した。四川の一つである花江沿いに内江

市，宜賓を経て，宿泊所である雲南天然気化工廠の招待所に夕方6時に到着した。翌

日， 00300地質調査部隊の担当者の案内で調査船に乗り，ダム地点を視察する。両岸

には褐色の砂岩の露頭が界風のように~立している。河床のボーリングと両岸の横坑

調査が実施されている。ダムの満水面以上の標高には石炭層があり，付近には中小の

炭坑が多数あるとのことであった。これがダム高決定のー要因となっていた。
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ここは河口から約2,800k皿の上流になるが，ここまで，蝶鮫が湖上してきて産卵す

るため，キャピヤを産する。揚子江にダムが建設されると湖上が困難となるので，水

産資源の保護の立場から，これが問題となるとのことであった。中国に滞在中，環境

保全に関する問題として，提起されたのはこの蝶鮫問題が唯一のものであった。水産

生物， 水質等ダム建設に関する環境問題が厳しく，日頃，わが国の開発に際し，苦労

しているわれわれには中国が羨しく思われた。

4. むすび

揚子江の本流のダム建設，水力開発は葛洲i噺ダムの建設を手初めに今後，本格化

し，三峡の開発によりクライマックスを迎える。大水力地点のほとんどを開発したわ

が国にとって羨しい限りである。わが国の経験や技術を両国の協力関係の確立によ

り，揚子江の開発に是非，生かしたいものである。われわれの訪中に際して示された

中国の関係者のご好意，ご親切は忘れることはできない。今後ともダム建設，水力開

発の面における両国の協力関係が深まり，持続していくことを心から願うものであ

る。

（地域振興整備公団，工業再配置第一部長〉
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