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水と斗った人たち

一一福沢桃介と木曾水系の開発一一

栗原東洋

1 

わが国の水系のうち，農業・発電等の利水上から云って，その開発の最も進んでい

る河川の一つは木曽水系であろう。そのうち，農業は別にして，発電について云うと

もちろん，必らずしも古くはなL、。その先駆者と云うか功労者の一人が福沢桃介であ

るc

福沢桃介（ま，云うまでもなく，明治の最大の思組家，福沢諭吉の養子と云うか，そ

の二女，ふさ子をめとり，同時に入籍して分家した家柄である。うまれは埼玉の農家

岩崎氏を称した。慶応義熟に学び，その定例の運動会で，諭吉によって見込まれたと

云う話しである。明治19(1886）年12月のこと，まだ 19才であった。桃介は慶応を

卒業ののちアメリカに留学，帰朝後，北海道炭鉱鉄道lと入社，その後，幾変転して，

かれが，云わぱ，その真骨頂を示すに至った電力業l乙専念するようになったのは，ょ

うやく， 41才，明治41(1908）年の7月，豊橋電気の大株主となり，その取締役に選

任されてからである。その後，さらに， 42年8月，福博電気軌道会社を創立して，そ

の社長lこ納まり，専務には，松永安左衛門が任命された。と云うより，じつは，両者

の密接な提携で，でき上ったものである。爾来，この間人は， もちつもたれつ，わが

国電力界の大御所となるに至った。この聞の事情について，その伝記には，次ぎの通

l〕lこ書かれている。日く，

「かくのごとく，福博電軌と云い，広滝水電と云い，桃介は，初めに進まぬなが

らシブシブとび乙んで行ったもので，本人は， “牛〔松永〕に曳かれて善光寺詣り

をした形だ，，」（ 257頁）

と。尤も，この二人の結びつきは，はるかlこ，さかのぼる。松永が慶応に入り直した

のは明治21年乙ろ，このとき，桃介は，丁度，病気療養中であったが，義父，諭吉存

生中で，これを取りまいての交友であったらしい。その松永は塾を出ると，桃介の紹

介て：日銀に入ったが，居心地が悪いと見えて，桃介が，丸三商会を創立するや，そ

の神戸支店長に転じ，その部下に働らくようになった。明治32年のことである。爾来

その関係は挑介が死ぬまで続いたのである。

2 
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次れと桃介が，いよいよ事務的に，電力業t乙頭を突っこんだのは，明治42年の 3月

名古屋電燈の株を持ち，続いて株をふやし，43年の上半期には 1万株を越え，筆頭第

ーの大株主となって以来である。もちろん，その当時かれは，むしろ虚業家を任じ株

屋たることを誇り，名古屋電燈株でさえ，値上りの機会K始めは利ぐいさえしたこと

すらある。しかし，そのうち，かれは水力発電に魅せられたかどうか，漸次，深みに

はまりこんでいった。同じくその伝記によると，

「爾釆，おいおいと水力電気に関する興味が出来て，研究もすれば技行して実地に

水流の踏査もする。そ うして健闘に任せ，北アルプスの槍ケ獄を始め，好んで各地

の登はんを試みたのも，そのじっ萱山が目的でなく本能寺は水流の調査であった。

或るときには，四国の阿波で吉野川の水源をさぐり，山奥の木賃宿lζ泊ったことも

あるJ( 265頁）

と書かれている。桃介が名古屋電燈をものにしたのは，云わば偶然の関係であった3

当時，かれの慶応、の先輩だった矢田清が，三井銀行の名古屋支店長で，そのすすめに

より，この株を買い入れることになったのである。しかし，それが，その後の発展に

大きなさいわいをなした。この点についてもその伝記は，次ぎのように書いている。

「名古屋電燈を経営するようになって，切実に水力電気の必要を痛感し，さらに気

を附けてみると，手近の所に長良川があり，これに続いて大物の木曽川がある。け

だし，乙の木曽川こそは，水力電気lと関するすべての要素を具備する河川中の王座

を占む；るものである。彼が，名古屋から目躍の間に，木曽川を発見したことば，偶

然の天佑」（ 274頁）

であったと。そ して，さらに，水力発電に必要な条件として，

(1) 水量の豊富なこと

(2) 河川の急勾配による落差の多いζ と

(3）電力の消費地に近く，送電設備に多額の経費を要せず，送電途中の電力ロスの

軽微なること

(4) 発電所が遠隔の僻地にありでは，物資の運搬に多額の運賃を要する不利がある

（ので），〔交通の便に恵まれている乙と〕

(5）水源深くして，同時，水流の溜濁せざること

等の条件を挙げ，乙れを満足せしめる河川は，木曽川をのぞいてほかにはないと去わ

んばかりである。即ち，

「水力発信の雄として， 早く着手されたなかでも，鬼怒川は，落差は多いが水量が

多く ない。宇治川は琵琶湖を擁して水量は多いが，落差の少ない欠点があるつ然る

に木曽川lま，以上，全部の条件を，完全に具備しているJ( 275頁）

のであると。
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こうして，かれによる，木曽水系を一貫とした水力の開発が始められるようになった。

一河！｜｜一社主義と云うのも，そこから出ていると云ってもいい位である。即ち，上流

水源から下に至るまで，その落差と水量を，あまねく利用しようと云うわけである。

この点について，伝記が， 「木曽川流域を，上，西野川から，下，飛弾川との合流地

点に至るまで，五十里の問，既成と未成の発電所十有七，約50万キロの出力を，全部，

福沢系と云う，他人入らずの独占区域とし，一度，上流で発電lこ使用した河水を放流

すれば，叉再び取入れて第二の発電に供すると云う Cとく，使うては出し，その内少

しの無駄もなく，一水一滴も，残らず使用する有様は，あたかも天然の木曽川のほか

に，いまー木，第二の人工的木曽川を作りたると同様，規模の大と利用の妙を極めて，

檎縦白在に，極端まで利用しつくしたあげくのはてに，初めて伊勢湾IC:放流する仕組

；£， Tこだ驚撲に値する」（ 275頁）と云うのは， すこし大ゲサには失しているとして

も，ことの真実をうがっているだろう。では，この開発経過は，どうだろうか。

木曽川水系開発のため，その水利権の申請があったのは，日露戦後の産業ぽつ興の

時期，動力としての需要が高まっていたころである。先ず，名古屋電：燈が，明治39(1906)

年，木曽川の上流K水路式の発電計画をたて，田立水力（のちの読書，財団）の開発を

所轄の長野県知事へ出願し， 41年の5月に許可を得た。

また，その前後，日本電力（のちの日電とは無関係）の発起人総代の関清英が，同

じく上流に水路式の計画で，駒ケ根水力（駒ケ根と上松と改称，のちの寝覚，桃山，

須原，大桑の各発電所）開発を， 40年の 1月l乙出願し，これは，直ぐ4月には許可を

得ている。

この水利権は， I年後の41年の3月，名古屋電力へ譲渡された。

名古屋電力と云うのは，水電事業を専業とするもので，明治44(1911）年に竣工し

た木曽川水系，八百津の発電所は，出力 1万キロ，送電距離27哩を 6万6千ボルトの

高庄で送電することに成功している。 41年1月から送電を開始した東京電燈による，

佐川水系の駒橋発電の，当時としては劃期的だった 5万5千ボルトを，さらに 1万ボ

ルトをしのぐ最高のものだった。

これらの許可地点は，木曽川の上流，滝川の合流点より国立村に至る本流筋のみで

ある。しかし，名古屋電力のものも含めて，これらはたんに水利権の獲得程度で，事

業着手までには至らなかった。

その後，福沢が，名古屋電燈の実権をにぎるようになってから，かれはそのさい，早

速，並立している水利権が，将来の開発上に及ぼす不利益を思って，これを合併して

しまった。 43年の7月のことでゐる。そして，いよいよ，開発計画が進bことになったコ

ところで，その開発lこ，大きく立ちふさがったのは，木曽川を下る木材，とくに御料

材の輸送，流下問題であった。当初の水利権申請では，この流送を，そのまま認め，従
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って，これに支障を与えない程度の使用水量に止められていたのである。この問題を，

何らか解決しなければ，折角の木曽の量豊富な水量も，有効に利用できないと云うので，

福沢は，早速，乙の積極的な解決に乗りだしたのである。しかし，妙案があったとし

ても，先だつものは何とやらで，そう，かんたんには進みそうもなL、。それゃあれや

で，福沢は， 43年の 11月には， 5月以来僅か半年ほど勤めあげたt.：＇けで名古屋電燈の

常務を辞任し，叉もや，あち乙ちに流浪の肢を重ねた。尤も，こんどは，水電事業に興

味を覚えたと見え， 四国水力， 浜田電気， 野田電気， 矢作水力，佐世保電燈等の社

長。そして，その間，45年の5月には，千葉県より，政友会公認で代議士に当選，政治

活動lとも熱心だった。丁度，このとき，猪苗代発電の事業に専念していた白石直治も

また，政友会の代議士として，土佐は高知よりえらばれたことは，別lと見た通りであ

る。白石は福沢より 11才の年長だった。

その直後，明治天皇の崩御があり，年末には，西国寺内隠K代って，桂が，内大臣

より出でて，三たぴ組閣し，ここに，大正初年の護憲運動が起ったことも有名。福沢，

白石の2人は，ともに 1年生ながら大活躍。しかし，経のあとを受けた薩州の山本権

兵衛内閣を支持するかどうかで，政友会は分裂し，反対派の尾崎，岡崎等は脱党して

政友クラブを組織した。気かんきの福沢もその 1人。その福沢が，次ぎの議会は，大

正2年3月15日の本会議で，政友クラブを代表し，政府の予算笑を難詰し，修正案の

支持弁明に努めたのに対し，白石もまた， I年生ながら，その同じ日，政友会の代表

者として，山本内閣の予算承認の演説を行った。ともに処女演説だった。奇しき縁Tご

ったと云うべきかもしれない。

福沢の，こうした政治活動のさなか， 2年ぶりで，大正2年の 1月再び名古屋電燈

の常務に復帰し，9月には社長代理，そして 3年の12月には社長に就任，暮の議会解

散には政界を断念している。L、かにも引きぎわのうまい福沢らしいところがある。一

方の白石は，その後，続けて代議士に出，政治家としての疲れが出たのかどうか，大

正8年の2月，心臓病で亡くなった。その年の 1月，土木学会長に推されているが，

40年来の，かれの技術者としての生涯，とくにその晩年，一切をかけたとも恩われる

猪苗代発電ふ実際上，その半ばlとして離れているのである。これに対して，福沢の

場合には，まさに，その前半を，大正 3年で打ちきり， 47才にして，ょうやく，生涯

をかけるに足る事業を見いt：.＇し，水電一途lζ歩むことになった。この点について，桃

介の伝記は，次ぎのように記している。

「由来，変通性に富む桃介氏は，北海道炭鉱鉄道以来僅々10年ほどの聞に，ひとた

び王子製紙に指を染め，二たび丸三商会を試み，三たび人造肥料に手をつけ，さら

にビールに，紡績に，鉱山に農場K，望塁手tと余る事業巡礼をしたものであるが，人

生漸く不惑の齢を数へながら，未だこれと云う安定の事業に出逢はぬ」（ 241頁）

のであると。そして，さらに，桃介のその心境を，かれの述懐として伝えると乙ろに
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よれば，

「予は日露戦争前後までは，株式は取扱ったりなどして，専ら商売に従事し，事業

と云うものを営んで居らなかったのである。ところが，日清日露の両役を経て，幾

万の生霊が空に帰し，いかにも，現世における人間の生命の脆くして，はかないも

のであるのを，いまさらのごとく，まざまざとみせらるるにつけ……〔永久に滅び

ざるものを残しえなければ〕，人間の一生ほど無意味」（ 242頁）

なものはなL、。では， 「終世の仕事とし，身も魂も打ち込んで，自分の生命を無窮に

伝」えることのできる事業は何であろうか。しかし， 「慈悲側隠の情lともとり，人情

を傷つくるような業種」は避けたい。たとえば，紡績事業，これは有利にはちがいな

いが， 「事業を有利に導こうとすれば，住れ人情の堪へ難きを忍び，幸のない工女

の逆使」（244頁） を余儀なくされる場合，なしとしなL、？それで残ったのは，鉄道事

業と電気事業。しかし，鉄道の方は，国有以来，企業として，あまり， うまみも期待

できない。残るのは電気事業だと云うわけである。と，こう云う福沢の云い分を，そ

のまま，いたTごくことはできないが，それにしても，後半生を，電力の鬼となって生

き抜き，木曽水系を，わが国での，最もすぐれた電源、として，有効に開発した功績を，

かれに帰してもいいだろう。

もちろん，それには，かれが，最後の決意をしたその大正3年の7月には，第一次

世界大戦が起り，わが国も参加したとは云いながら，殊んど中立国にi5:い環境のなか

で軍需生産の泡大な利益を獲得し，動力としての水力の需要は，その単価とともに増

大する一方であった。木曽水系は，その点で，重要工業地帯たる名古屋を中心とする

中京地区，さらに阪神にも近く，最も恵まれでもいたのである。こうして，浅間が大

正 6年，大桑が7年，須馬，読書が 10年，桃山が 11任と云う具合に，各発電所の建

設に着手され，それぞれ， 8年から12年にかけて竣工した。さらにまた，大井ダムも

11年には着工， 13年末の竣工で， まことに息もつかせぬ速度で進んでいったのであ

る。この第一期計画は，一応，大正時代で終り，第二期計画は昭和9年の笠置発電か

ら始まって三浦ダム，丸山ダム等に至るのである。

乙の点について，すこし，資料としては古いが，ダイヤモンド社の「電力J （昭和

28年11月刊） が

「中央電源地帯で，最も開発の進んfご木曽水系は，本流筋だけで，総計42万KWの

出力，年開発電量24億KWHl乙達している。三浦貯水池より今渡まで総落差 1,244、

米，有効落差は 1,125米でり そのうち 1,029米まで開発され，河川延長 143キロの

闘に17発電所（支流を加えて23）のリレー的配置は，まさに壮観である。乙とに中

流地点の落合から今渡まで60キロにわたる六調整池の階段式ダム化は，丸山発電所

の完成とともに，一応，かたちは出来あがる。乙の木曽水系の階段式ダム化への再

編成にとって，丸山の88米高堰堤，貯水量5,935万トン， 12.5万KWの建設が決
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定的な意味をもっ。〔さらに〕これによって，全水系の給源になる三浦貯水池の渇水

補給と濯滋用水の抱強が増すとともに，下流の今渡ダムの逆調整池の，一層高度な

利用ができることになる」（70頁）

と。木曽水系におけるこの，一貫的発電を，ほかの地点，河川にしばしば見られるく

いちらし事業建設と比較すると，その成果がよく分るだろう。いまは，その比較の場

でないが，このいしずえをきずいた一人として，福沢桃介の，そのしつような事業慾

に！惑を久しうするのである。

その事業慾と云えば，かれのついに仕のこしたものに天竜川の佐久間ダムがある。

ー河川，一会社主義には，一寸はずれるわけfごが，木曽水系関係の目鼻がつきかけた

とろ，つまり，大正10(1921）年，福沢は天竜川にも，手をのばそうとした。天竜川で

は，明治33(1900）年以来，上流の支川筋に東俣川発電所，阿知川発電所が設けられ，

また，下流では例の金原明善が明治35年に，右岸，浜名用水の計画をたて，発電もそ

の計画のなかに入札本多貞次郎などが，これを引き うけようとしたが実現せず，爾

来，あまり顧みられることなく時を過ごした。その後，古河鉱業が，大正7(1918）年，

支流の大入川に手をつけ，天竜川水力電気会社を作って，自社供給のほか，浜松に供

給し，さらに9年には，本流筋の滝原発電所を建設し始めたが，第一次大戦後の不況

で，電力需要が減退するに及び建設を中止し，古河は福沢（名古屋電燈）に，その売

り込みをはかったのである。福沢はすく，乙れにとびっき，天竜川水力を買収し，同

時に，天竜川の，と くに下流部における水力調査と地点の選定を命じている。これを

担当したのが，石川栄次郎元電源開発理事，中部電力副社長である。

乙の結果，見いだされたのが，いまの佐久間地点で，この水利権の許可を，大正10

年の末には獲得し，それまで，工事を進めていた滝原を，中途lとして廃止した。この

聞の経費は89万円にも達していたのである。一方，佐久間の方は，現在のものと：立ち

がって水路式のもので，12万5千キロワッ トと云う，当時の計画としては最大のものだ

った。尤も，そのころ，さきにみたように，木曽水系の大井発電所がダム式の計画で

進めたため，佐久間についても，その立場からの再検討があり，ダム予定地点のボー

リンク。を行なったが，乙の大事業を，大井と並行して進めることは困難だと云うので

佐久間の方は打ち切りになった。大正11年7月のことである。

この事業は，その後，東邦電力によって引きつがれ，計画の再検討も行われたが結

局，戦後27年にいたり，ようやく，電源開発会社によって建設されたことは周知のと

ころである。

福沢によって，佐久間の建設を見なかったことが，天竜川のその後の開発にとって

よかったか，悪かったか，これは，なかなか，難しいところである。しかし，たんに，

佐久間Tごけの建設を問題にせずに，水系としての全体的な開発，一貫的な水利用の体

系と云うものを考えたとき，天竜川には，福沢のような電力の鬼が必要だったような
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気がするc 木曽川下流における， 今渡の逆調整池と， 下流農業用水との聞の利水調

楚． ぞれが佐久間の場合には， 秋葉がL、まなお難行し， さらに下流，浜名と磐田の

両用水との関係K円滑を欠くものの多いことを知るにつけ，天竜川lとは，やはり，水

系を一貫した開発と管理が，のぞましいような気がする。

いずれにせよ，福沢は，これらを果さず，昭和3 (1928）年には，病気と云ろこと

もあったが，還歴を期して，実業界から引退し，後進（増田次郎や松永安左エ門）に

道をゆずり，自適するほか，河川には，なお望みを絶つてはいなかった。この点につ

いて，「水利と土木」（昭和 13年3月号）は，かれの死（13年Z月15日）を追悼した

記事のなかで翁は，

「河川の総合的調査の必要を強調し，百万円位出してもよいと言ったりしたことも

ある。不幸にして実現しなかったけれども，翁の着想にかかる〔乙の〕事項は，河

水統制計画として，着々実行せられている」

と云っている。かれの死を悼むことばとしては，まことにふさわしいものがあるだろ

う。 （国民経済研究協会〕
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