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座談会

電気事業における将来の水力開発（下）

司会山崎久一 （電気事業連合会理事）

西本 憲＝ （東京電力株式会社技術部長代理）

＝木昭二（四国電力株式会社企画課）

高畑政信（電源開発株式会社企画課）

鈴木 霊（通産省公益事業 局 水力課）

吉 本 秀 幸 （ // 需給課）

相沢 晃（ // 公益事業調査課）

水力発電コストと公共補償

山崎 そのへんのところで金利関係は一応はしよって，公共補償の問題がまだすこ

し残っている点があるんじゃなしの、と思いますので，そのへんのところをもうすこし

進めてみていただきたし、と思います。

吉本 公共補償でわれわれ一番感じますのは，ある地点を開発するために，地点の

買い上げということが決まると，補償の問題がすぐでてきますね。でてきますと地元

としては，できるだけ多くの補償をもらおうとして頑張りますよ。 一方，会社側は飯

場ぐらい作るでしょう。飯場を作ったら一層頑強に頑張る態勢を整えますよ。ところ

がその場合に，ほかに補助地点を 2.3ヵ所考えておいて，そこにポンと移っちゃう。

飯場をこわしてしばらく工事をほっぽらかしちゃうんですね。そうしますと補償の問

題をそれほどやきもきしなくても，解決してくるんじゃないか。それを国家的な機関

というか，電発のような会社が大L、に推進すると，非常に面白い問題になっていくと

思うんですね。要するに補助地点を設けておくわけですよ。そして何年間かほってお

くオっけですな。

ともかくいっぺん開発が終ったら，その田舎には必要のないような，立派な 1級国

道みたいなものがピシャツとできてしまって，途中はガタガタ道で 。（笑〕

高畑 それはどこもみなそうですね。普通の電気会社でおやりになるーーたとえば，

黒部第 4にしても，相当L北、道路ができておりますので，どうしても電源開発に道路

というものはっきまとうんですが，その場合にあとから有効に国として使える道路で

あれば，単なる工事だけの道路はやむをえないと思し、ますけれど，役立つものであれ
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ば，何かの形で国の方に引き取ってもらえないか。あとから年賦償却のようなもので

もよろしいんだから 。そうすると電気事業全体とじC，非常に助かるだろう，と

いう考え方をもたせないとねc

西本 これはぜひ考えてもらわなければならない問題だと思うのです。普通の会社

だったら，工場をつくっても，まわりにあまり得になるようなものはないんだね。発

電所だけなんですよc 電車なんかっくりましでも，まわりが開発されて地価が上がる。

結局，税金が上がり，その土地の財産になる。電鉄会社はそれを利用しているところ

があるんですね。途中の土地をさきに買いしめて，電車の路線をつける。それで公共

事業だというので，さかんにこういうことができるわけです。それから土地を安いと

きに買いしめて駅をさっとつくるc そう L、うことでかなり回収はしているわけです。

電力会社はそうしづ回収の途がないんですね。そうい う点をよく考えていただくべき

ではないかと

吉本何か政策的；こ欠けてL、ますねC

西本 その点，電気事業者の方l土PRが足らないというか，努力が足りなかったわけ

ですね。

鈴木 たとえば，新聞で読んだんだが，熊野川の電源開発ですね。 これは道路工事

が約45億かかった。すったもんだしまして，そのうち約 5億ぐらいは国から出たらし

いのですが， 40億は電気の方で単独にだ しているんですね。その道路は地元の人たち

が，明治以来，内務省や建設省にお願いして，敷いてくれ敷いてくれといってたとこ

ろが，やっと50年たって一挙に2, 3年のうちにできちゃったわけですね。それで地域

開発のために，こんなありがたいことはない，といってるわけですが，そういうこと

からL北、ますと，道路5ヵ年計画とか一一所得倍増計画で，全部5ヵ年計画， 10ヵ年計

画がでてますから，建設省だって恐らく道路計画に入れていると思うんですね。熊野

川のあの付近に道路をつくることだって，はいっていると思うんですよ。だから電力

会社が立て替えると Lづ形にしておいて，国が本当に予算の関係で支出するときにも

らうとか，あとからでも結構だから .. c そういうことはいままで頭のなかで考えて

いるだけで，まだ動きだしていないんですねc

高畑 熊野川のときに，はじめに建設省の道路局に渡りをつけまして，なんとか公

共事業をつけて，抱き合せでいこうじゃt;n、か，と申し入れをしたんですが，むこう

としては道路の計画なんかというのは， 5年もさきのやつを組んで，それに基づいて

こんどどうするかということで，資金をつけている。したがって，君の方でいま着工

するから，すぐ道路をみてくれといったって，そのようなことはできなL、。ずっと さ

きの方をみて， うちの方でも予定線があるなら，相談に乗れる場合もある，という言

L、方をする。したがって，いま鈴木さんがおっしゃ ったように，それじゃ道路工事の

計画にのってる年度から，逆：こその金をl＇ただきます ，とやられれば，それは非常に

よろしいと思うんですがねっ
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山崎 それは電力料金が安くなってし、いですねコ

高畑 たしかに非常に大きいと思うんです。

鈴木 電発が 2. 3年前に調べたものがあるんですよ。工事用としてほかに利用さ

れない道路はやむをえないとして，将来，国あるし、（土県，地元が使えるであろう道路

には，し、くらぐらい投資 したらし、L、か調べたところ，たしか 2• 3百億だったですねC

高畑 これを戻してもらえれば，発電所は相当し、L、のができますね。

鈴木 そういうことを各電力会社あたりで調べてもらえればL火、んですがね。

高畑 これはよほどL、L、チャンスにだしていただかないと，電気会社が叱られるだ

けで終っちゃうからね。

鈴木 その三とはあとで議事録を抹殺しないと 。（笑）

相沢 ただ道路などが開発されても，それが奥地であるからどのくらし、利用される

かと L、う〈ことですね。

鈴木 公共的投資の性絡に相当強いんだから，その点だけは政府でみてもらうとい

うことになってきても，L火、んじゃないかと思いますがねよ

相沢 金利面でみるというニとなんですね，政策としてねc

鈴木 だから世の中が変わったというのは，そういうことですね。

山崎 先程来の水力はもうかるものである，と L、う観念が官民ともに渉透してし、る

とし、うらことですね。

高畑 道路が奥地で利用価値が少ないとしう場合もありますが，結局道路ができた

ことによ って，国全体の財産になると申しますか，たとえば森休なら森林の価値が上

がるとか，地価がとがるとか，そうしう間接的なものが相当あるわけですね。ですか

らそうし、うものはまわりまわって，税金ゃなんかの形で結局国に入るんだろうと思う

のです。そういう点からみても，何か考えてもらえるんじゃなL、かと思うのですがねい

山崎 まあ理屈はたくさんあるわけですよ。

鈴木 経済企画庁で電源開発審議会をやってるでしょうてあれなんかもそういうこ

とを審議してくれないかなっ

西本 規模とか，ああいうニとはやめて 。 （笑）

相沢 松永委員会で東海道幹線をつくるのに，これだけの道路をつくったら， Fイ

ヤがこれだけ摩滅しないとか相当苦労して詳細に調べたという話を耳にしたことがあ

るんですが，それくらL、調べてみる必嬰があるんじゃなし、か。

西本 そうですね，そういう点を考慮すれば，この水力開発の価値というのは大き

いですね。

高畑 それを価値と考えてL、ただければね。観光地（こたるとか，何かの価値を評価

に入れておかないとね。

三木 現実には火力発電所は非常に誘致がさかんなんですよ。ところが水力発電所

をつくるというと，だいたい反対なんですねる逆にメリヅトというものを，社会資本
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的な投資とレうものをみると，水力の方に非常に多くて，火力なんかつくったって，

別にどうってことはなL、んですね。税金もたいしたことはないし e 。そのへんがや

はり水力に対しての認識と L六、ますか，ただもうかつてるという考えだけで， L、ろん

な点で間違ってるんじゃないですか。むしろ水力開発を誘致する方に力を入れるべき

なのに，現実はそれと逆なんですねc 火力発電所をつくるというと「どうぞきて下さ

し、」としづけれども，水力発電所をつくるというと，ムシロ旗で反対される。

相沢 そういう点で，多目的ダムの開発乙 L、う形をとらなければL、けないでしょう 。

発電オンリーだけで，水力開発を誘致するということは非常にたいへんでしょうから

ね。

三木 社会資本の投資は，ダムをつくった場合に非常に負担してし、るわけですね。

梅沢 それは社会資本の充実という観点からいけば，たしかに有効でしょう。だけ

ど国内資金は，やはり有効に使わなければならないしそう Lヴ意味からいったら，

たとえば10年先に投資をしていいのを， 10年前に投資するとすれば，資金効率は悪い

わけですね。しかしいずれにせよ，将来の発電事業としての水力開発については，い

ろいろな点で非情に悲観的な面が多いんですね。

三木 僕は電気自身としては，水力はもう期待するところはないと思っているねっ

極端にL、うとっ

相沢 しかし水としては多目的ダム開発とか，非常に多角的な利用の仕方というの

を考えてL、く必要がある。

西本 多目的ダムというのも々んですけど，滋獄というのは案外アロケーションが

少ないんじ平なレですか。 水道とかそ うし寸方面に負担というか

高畑 j在j使用水の方（！ぷかなかむずかしいんですね。 l凶つくってあとのやつはた

だ取られるc たとえば，ダムができた以後には潤沢な水が流れる。 したがって，水利

権は本当はそのダムをつく った会1'J~に持たしておくべきものだと思うのですが， 実際

にはできたことが現状勺あって，水が取れれば，勝予に許可されるという形にあるも

のだから，すこしもメリ y トは還JCされないというのが現実たんですね。

鈴木 具体的にいレますと，ずレぶんあるでしょう。たとえば，大井川の井川です

ね。下流で渇水増加しましてね。下流の溶液用水を引くのに，渇水増加分を含めて濯

i銃用に水利権を設定しましたしね。

高畑制限までつけられてL、るわけですね。

鈴木 御母衣の下流でも用水計画を考えてL、るわけですよ。そういうのは当然

高畑 実際おかしいところがあるね。

三木 まあ農民白身の負担能力という のは，非常にないようですね。

高畑 負担能力は少なし、かもしれないね。

三木 農林省が国家を通じて肩がわりかなんかしないと， 1町当りなんI宮につく，

ー反当りなんlまにつくと L、う考えで，取ろうとしても，そんな水はいらんと，という
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んですね。逆に10年に 1ぺんの渇水のときを基準にして，農林省が反当りなんぼくら

いの収穫があるはずだから，お前のところは反当り 3,000円だせ，というと，それじ

ゃ我慢しますと，そういうことですね3

高畑 農林省からいただくとすれば，当然農林省が毎年国庫補助をして，増産なん

かしているところがあると思いますが，それのなかから， 直接もらわないとだめです

ね。農民にいったんでは，まずもらえないと考えられますから。

鈴木 要するに公共的な補償ということについて，いまのようなものを含めて，勉

強も足りないし， PRも不足だということに尽きますね。

ダムの工費はやすくならないか

山崎 だいぶ公共補償の問題がでたんですが，もう 一つ水力の原価の高くなるにつ

いては，地点自体がだんだん貧しい地点、になっていくことが，原価の上がる原因だと

L、うんですね。これは土木工事というものが進歩しておるにもかかわらず，土木工事

による原価逓減ということは，あまり効果を発揮しないということらしいんですが，

どうも僕らは専門家でないので，土木工事lこ関してはわからなL、けれども，これだけ

土木工事というものは神代の時代から常に行なわれておったと思うのですが，最近あ

れほどいろんな優秀な機械がつくられて，その他いろんな工事方法というものが研究

されていますから，地点自体がだんだん不臼由な地点になってし、っても，土木工事の

技術の進歩というものによ って，ある程度カバーする函が相当でて くることを，われ

われは期待するのですが，その点はどうですか。

高畑 これは先程来，話がでているんでございますが，たとえば，アーチ・ダムと

いうものを考えまして，現在アーチが一番薄いのは，中国電力がつくった佐々波川の

ダムだと患いますが， あれの半分ぐらいのアーチが仮にできるということになります

と，これは安くなると思います。 Lかしそれはーにかかって材料，セメント i'；；.り ，そ

ういうものにこんどはし、くわけです。材料次第ということになりまして，現在のセメ

ントを使い，現在ある普通の砂利，砂を使うとしづ範囲内では，あのへんが限界ですc

したがし、まして，アーチ ・ダムをつくることによりまして，それほど安くはならない。

それからポローグラヴィティを中部電力さんがはじめておっくりになったが，あれば

安くついたかとし、うと，結局，~あいう新 しい技術が入って，従来できなかったかも

しれないダム ・サイト にダムができるということはありますが，それほど目立って安

くはならなし、。たとえば，私どもの会社なんか IBMの機械を買って，計算がどんどん

できるんだから，人件費の節減ができるかというと，従来やりたくてもできなかった

計算を大いにやってもらうという ことで， かえって機械に追われて忙しくなるという

のと，ちょっと似たことになりまして，機械化して技術が進歩したからといって，安

くできるという方は，あまり期待できないように思われる。ただ期間は早くできます

ね。従来， 5年かかった佐久間級なら，それが 3年以内にでさる。大きなプノレトーザ
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ーでサッとやって，工事が早くなったとか，あるいは連絡が早くできると L、うことは，

たしかにいえます。それも一つの計算に乗るメリットだとは思いますが， トータノレの

工事費でレうと，そうしヴ金利が多少縮んでる面を除いたら，かえって高くついてい

るんじゃないかと思う 。

山崎 ただこういうことがL、えるんじゃないですか。背の土木工事というものは，

機械を使わずに人聞の力を相当使って，人海戦術でやったのが多いわけですね。最近

そういうことでやればー－－＼，、まの工期の問題はもちろんあるでしょうが，一一労働賃

金というものは相当値上がりしているでしょうから，その点を比較したら，その分だ

けは安くなってるということがし、えますかコ

高畑 それはいえますね。たしかtこいま個人の労働力は低下していますし賃金も

上がってし、ますから，これは比較にならなL、。そうしづ面まで反映して比較すれぽ，

現在安く（まなってると思います。 しかし表面上は一地何立方メートノレのダムをつくっ

たからいくらだ，と L、う評価をするものだから，そうしづ面ではあまり下がってない

と思いますね。

鈴木 要するにいままでの技術でできなかったことが，非常に早くできるよう にな

ったということですね。

高畑 結局，それがメリコトなんですね。

相沢 だからそれだけの包蔵水力がふえたとし、うわけですね。そこを金に換算しな

ければいけないわけで、すね。

高畑 先程，鈴木さんから理論包蔵水力の話がゼたんですが，仮に白木中lこ100メ

ートノレダムを築けば， 日本のエネノレギーは 100メートノレ分だけふえたということにな

るんです。そうし、う点でのエネノレギーの増加は多少期待できるんですね。

山崎 いまのダムの築造技術の水準と いうものは， 白木の技術は欧米諸国の実際：二

対してどうなんですか。

高畑 現在ではもう負けるようなこと はなし、。むしろ進んでいるん じゃなL、かと思

います。 ロック ヒノレ ・ダムもっくりましたし，アーチ ・ダムもできたしポローグラ

ヴィティもできたしもう経験ずみですから，どこにいってもひけはとらないと思い

ますね。

山崎 そうしますと ，技術の箇で何ら遜色がないというと，先程来の金利とか補償

とかの問題が，ある程度発電原価の増加傾向を左右してし、る主要なる原因になってる

ということですね。

高畑 私はそ う思いますけどね。ですから責めを他人に帰するような ことで，非常

にぐゐいが悪いんですけれども ・0 ・・0 （笑）

水力開発の波及効果

山崎 一応そういうことにしておきましょう.....。 （笑）あとでいろレろお伺いす
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るとしまして， ーつ話を進めまして，先程から話がでていましたが，これからの水力

発電というものは，水力発電だけのダムとしては，恐らくなり立つまい，どうしても総

合多目的ダムという形になるんじゃなL、かということなんですが，そこらについて三

木さんからでも一つ 。あなたはだいたい多目的ダムのオーソリティと L、うふうに

伺っているんですが 。

三木 そこは議事録で取り除いてL、ただかなし、と 。 （笑）僕は全体的に見まし

て，結局先程から何回も申し上げているように，電気オンリーを目的とした水力開発

は，非常に悲観的である。その最大の原因（之， L、わゆる地点、が悪くなってL、るととも

に，建設費が上がってし、るわけですが，その建設費のなかには，電気オンリーという

よりも，社会資本；の投資というものを，相当電力でかぶってし、るわけですc それらを

肩代りする方法というのを，現実に考えてし、かなければならなL、c その t二：ヵ、で電力が

一つのパックボーンとして，いわゆる水の開発という面から考えてし、かなければ， ！~、

らく将来の水jj開発というのは悲観的で，もう 20年もすればやることがないんじゃな

いか，とし、うことを考えているわけです。水の開発の場合，農業，工業用水，上水道

として，エネノレギーとしてはあるわけなんですけれども，特iこ私たちが興味をもって

いるのは，水力開発によって，その地方にどういうようなもろもろの波及効果として

の意義があるかということが，今後大いに勉強すべき課題じゃなし、かと考えておりま

す。私ども調べてみたんですが，最近発電水力協会でも，日比谷の公図のところ－c,

今後の水力開発の問題点につL、てデイスカッションがあったんですねc そのなかにも

水力開発の波及効果ということがあったんですが，まったくそ0とおりとその一つ

の子段としては，非常に細かし、ことになるわけですが， L、jつゆるインフじツト・アウト

プ y ト的な考え方を現在の経済に導入して，地域開発とか地域全体として考えた場合，

どうなるであろうかという考え方を，電力会社としてももっと勉強してやるぺきでは

なかろうか。たとえば，北海道とか東北，近畿，四国でもやってるわけですが，その

地域の産業連関表というのをつくってし、るわけです。国全体としCみた場合に，たと

えば，所得倍増計画をやるためには，公共投資をいくら入れなければならないかとい

．う答えがでてL、るわけですが，その公共投資のところを見ると，住宅投資に続いて電

源開発投資というのがあって，経済成長を増すのに釘力な効果をもっているわけなん

です。道路や災害復旧とか，河川砂防とかし、う問題よりも，住宅投資と電源開発

電源開発のなかには，おそらく水力だけでなしに火力も入ってし、ると思うのですが，

水力だけであれば住宅投資に匹敵するぐらいに，その地方の産業を開発する力がある

んじゃなレかと思うわけですね。そう L寸大きい［［ーから見て，それじゃ電気事業にど

の程度はねかえってくるか。それは電気事業の需要の伸びであり，あるいは電燈需要，

その他需要の伸びとして入ってくるわけですが，そう L、うようなまわりまわった考え

方で，水力開発というものを今後考えてみなければいけないんじゃないか，というこ

とを考えてL、るわけです。たとえば，具体的な数字を巾し上げますと，昨年の経済白
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書で発表されてL、るデーターによりますと， 26年度， 30年度の全国の産業連関表から

見ると，電源開発（主1,ODDI芭投資すると， 2,526億。全産業をかきたてるとし、うか，そ

うL、うふうに感じとL、るわけですご住宅はl,ODO億投資すると2,613億，道路はちょっ

と下がって， 1,ODO（：昔、投資すると2,348(;在所得がふえるであろヲ 。こういうふうに電源

開発の投資が，その地方あるL、は日本全体としても，非常に国民所得をふやす大きい

役割りをしてL、るわけですc そう L、う而から電源開発，特に水力開発というのを眺め

ていこうじゃ ないかということです。

相沢 鉄剣はどのくらいですか。

三木 これは公共投資だけですから，鉄鋼はでてないですねc 公共投資は住宅，道

路，電源開発，災害復旧，河川砂防と， それだけあるんですc ニれは通産省作成の産

業連！刻表だから計算の結果に間違いはないでしょう 心 （笑）まあ，しかしこうい

う考え方をL、ますぐ取り入れることはできなくても，将来地道に研究して取り入れて

L、くべきじゃなL、かと思いますねc 産業連関表をつくってやればー 特；こ地域別の産

業連｜刻表をつくれば 電力会社とより後療に結びつきますねニ

相沢 しかしあればぶ当；ニ地域lこ帰属するのかしら。

三木 輸出分と輸入分がまたーつあるわけむすねっ

相沢 それを入れてですね。

三木 ええ。いまやっ’Cますよ。北海道はもうすんでいますが，東北，四国はやっ

てますね。それから九州，中国，北陸，近畿なんかはね。あれば地域の総合開発法か

なんかで，各地にできるというので，それじゃまともにやろうと，各地でみたつくっ

てし、ますね。

相沢 いまの話から考えると，投資；＇｛｝）＇存としても高いし， また電源開発自体の投資

絶対額というのも，非常に大きL、から，その地域にプラスする面は住宅なんかよりも

ずいぶん大きいことになりますね。

三木 だからこれでL、くと，電源開発ζいうのは，電気自だけでなくて，国家全体

の産業の伸び，所得を伸ばすという観点から，もう一度考え直す必要があるんじゃ之

L、かとし、うことですc

相；尺 国家的見地ということばは自由経済の世の中では，きらいなんだけれども，

水問題に関する限りは，どう して も国家的見地が必要だろう と思うのですがねったと

えば公共補償’の解決とか，あるいは農林とかiflL[J治水とか，そういったこととー訂し

た問題ですからね。発電というものだけ寸なく水自体の問題Eすからねっ

編集部 いま産業連関表でー番取り入れているのは，港湾の事業と干柿ですねc も

っともその費用は，病院が建って映画館ができて，国民所得点：ふえてと，そこまで追

求してし、くんですね。たいへんな計算を電子計算機によってやってるC vごすから発電

事業もそういうことからいうと 大きな効果がでてくると思いますね。それとさっき

り公益効果ですね。それも治山治水になるんですから 。そう L、う計算ですねc そ
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れから従来治山の方でもできないといってるんですが，そういった効果を当然考えて

いくべきだと思いますね。

三木 そういった計算方法や考え方の裏付けを計数的（こうんとやりまして，電力と

してはこうし、う考えをもって，あとはそれだけの効果があるんだから，政府なり何な

りが肩代りするとかし、うような問題にもってし、くと L六、と思いますね。

山崎面白いアイディアですね。そういうものも当然力を入れてやる値うちがある

んじゃないですか。

高畑金でもらえなくても，メリットと して，効果のウェイト！こ考えてもらうとね。

三木 また，電力会社にその程度はね返ってくるからねコそこでたとえ高い水力を

開発したとしても，全体にずっとはね返ってL、って，やはりゃった方がよかったかど

うか，それもある断面じゃないこ，将来の工場誘致とか，住宅の増加とか，そうし、う

ものまで考えて，どうなるかとしづ問題になると思いますね。

吉本 そうし、う面ではむしろ公益性ということをもっと強調しておかないと， L、ま

の九’屯）Jみたレな形態では，営利的な線が相当入るでしょう。だから変に忠われるん

ですね。それも PRの問題として相当強化しなければならないが， あまり電力会社が

いうと「なんだ」と思われるんですね。その点慎重にかからないと・ 。

三木 その営利的な而もし、L、んですけど，いままでの水力開発の限度というのは，

その面だけみて開発していたわけですね。それが実際水力の方は，おそらく火力を開

発するよりも，その地域におよぼす影響ははるかに大きいわけですよ。それがめぐり

めぐって，私企業としても電力会社にどういうように影響があるかということをつか

めば，こんどは逆にそれに投資できるかとしづ問題もでてくるんですね。それがこう

L、うふうになって，電気事業としてはちょっと困るということになるかもわかりませ

んし 。
相沢 僕は水力開発については三木さんがし、われるように，経済ベースというもの

を， うんと追求してみるというのが一点と，もう一つは非常にイデオロギー的なし、L、

方ですけれど，輸出入のできないようなもの，たとえば水とか土地とか，そういった

ものは非常にだいじにすべきだと思ってし、る。鉄鋼産業なんか国民経済において，非

常に重要であるが，需給がひっぱくすれば輸入することができる。水などはそれがで

きなし、。

三木 この座談会が始まる前に，ちょ っと相沢さんがし、われましたけれども，今後

の水の需給バランスというものを，どこかでまとめてつくっていく必要があるんじゃ

ないごしょうか。電力需給パランスというのは， しょっちゅうやってるけど ー。

西本 工業用水については，また足りなくなるということで，電力事業と一緒にな

って，多目的ダムと L、うのをつくらしているC 工業用水をよけL、利用できるようにタ．

ムをつくつて

うすニし連携してやると L、L、と思L、ますね。ガスでもいま外に大きな高圧のパイプを
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つくってL、る。水道についてはぜんぜんそれがなし、。工業用水とかそういうものにつ

いては 。ですから上の方にダムをつくってやれば，豊水期の水をかなり大きく利

用できるんじゃないか。そうすると工業用水の解決にも非常に役に立つ。結局ダムを

つくって，ある河川の渇水期には，ほかの水を利用するとか，ほかの方にまわすとか，

そういうことをやればL、L、。超高圧の大きなのをつくって，水路をつくっておいて融

通する。そうすれば水資源の活用ということができる。そうなったら，工業用ぷの方

でダムの費用の分担をもってもらえるのではないかと思う。

相沢 安芸さんの書かれた論説を前に読んだことがありますが，水の需給バランス

を考える必要性にふれてありました。水が輸入できればし六、んですが，輸入できない

んですね。 しかし；水を輸入できないとすると，海水を浄化するとか，いろいろ方法が

あるんでしょうが，それはいまのところ非常に高いし，やはり水は非常にだいじにし

ないと，人口はどんどんふえていくしまた火力発電所は年間 200万キロとか 400万

キロとか，開発してし、かなければならない。そこに使われる冷却水の最というのは，

相当大ぎな量になるんじゃなL、かと心配されております。

西本 電気の方ははじめは渇水量をとっていたんですね。，，；！＇.：水道とかああいうも

のは渇水量をとってるんですねc 貯水量をもっと大きくするために，ダムをつくって

連携をする。電気のように火力と Lうわけにはし、きませんけれども，水力だけで大き

な連携をするということが必要ですね。

相沢 やはり加工 しなければいけませんね。河なんか流域をつないだりしてねc

西本 そういうことで連携すれば，工業用水の方でタ．ム費用の分担をしてもらうこ

とができるわけですね。

吉本工業用水は 応 3千何百トンとかL、ってますがねのあまり工業用水はわれわ

れのダムにそれほど期待してないですよc というのは彼らは近代産業だから，将来大

量の用水が必要ならば海水よりとるようになるでしょう。すぐベイするようにします

よ。日本の大工場は水の立地条件ももちろんさしあたりはありますよ。しかし，なが

い目でみたならば，経済ベースにすぐ乗せますよ。ですからあまり工業用水，工業用

水とやたらにいわずに，もうすこしほかの意味で協調すべきだと思いますね3

山崎早くきますかな，開発されるときは。

吉本 アラビアなんかすでにやってますよ。

山崎 しかしそうしてつくった水は油より高いんだね。（笑）あそこらはほこりが

立っと，水をまくかわりに油をまいてね。（笑）

吉本 だけど分担費用を大きくもたせるということになってきたら，そういうこと

になってきますよ。

三木 具体的にいって， トン当り 4円50銭だったら，いまだって引き合うというこ

とをいってる。それを極端にL、うと， 50円に買ってくれ，と L、L、ますと，工業自身と

して自己防衛をやって， L、わゆる回収率を大幅に上げるなり，あるいは海水でとると
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いうことになる－cしょう ；／d_。し刀ミし 4円と点、 5ilJぐらいて、もってもらっても， －rい＿；：

ん助かるわけですねc

吉本 それにはやはり河川の連携ということをやらないとだめですよc 工業用水ば

かりじゃなく，水道用水も含めましてねc

相沢 よほど海岸に近いなら海水浄水もベイするかもしれないけれども，相当水路

なんか掘ったりして工場まで輸送してこねばならないとなると，案外高くつくかもし

れませんね二地下水をあまり汲み上げられると，非常に悶まりますからねC

高畑地卜水も，もうそろそろやめてもらわないと 。 （笑）

吉本 いまいろし、ろ話がCましたように，電気事業を中心とじ亡し、ろんな慌の連携

から日本というものが発達してし、く関連作業を，もうすこし調べるには，やは ；） 大き

な機関でやらせる必要がありますねc 設初基＊的なものは，すなわむ可能性があるん

だということを，いまの若い人たちで固めていって，これでやりましょう，という形

態でもっ CL、かないと， これもすすみませんよ 3 いままでのように 。 （笑）やは

り可能性があるということを，つよく立証しておかないと，いまの年寄り連中l土動か

ないんだ。よほど腰をすえてやらないと

山崎 だからいまのタム効果というものを，いかに電力の面に還元しCくるか，た

とえば，工業用水としての効果，あるいは下のj産税用水ですねっそれなんかもただも

っていかれてしまうというのもあるわけで，そういうものの効果というものを，どう

L、う方法で還元してくるかーをすね。それから治水の影響によるプラスというものを，

どう L 、うふうに還元してくるか。還元する方法~）丸、ままで欠如しておるために，全部

かぶってしまって，逆に現在のタムーでは効果でなくて，それの若干のデメリ y トの点

を強調されただけである 0 [iij白いことには，洪水がでると，タムがあったから洪水，；＇；；

よけいでたとかし、われるし，ダムの下流だと，ダムがつくられたので，土砂が流れて

こなし、から飲料水のとり入れぷ下がって， 1kがとれないとか，そういう苫情ばかりが

現在もち込まれておっと，そのプラスの［討につL、てはみな目をおおわれている J そう

Lづ点をもうすこし多目的戸ムそのものの幼果を， しかるべきところに反映してくる

とLづ形をとらないと発展しないでしょうねc

高畑 どうしても功罪を明らかにしておく必要がありま Fね。

開発方式 水力と火力の組み合せ

山崎 多目的ダムの話は一応この程度：こしまして，そのつぎにはーっこういうよう

ないろいろの難関があって，今後の水力開発というものは，必ずしも 1ド坦な道ではな

いζ考えるわけですが，ただこれを一つの方法として，開発方式というものについて

いろいろ研究してし 、った場合，克服すべき方法があるかどうか，そうし、う問題を一つ

論じてもらいたいと思うのですが，ここ 2, 3年来開発方式というものについて，だ

L、ぶ勉強され口、る相沢さんあたりから一つ
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相沢 これについCi！山崎さんが専門家Cすからー コ（笑）

山崎 僕ら（主L、ろいろ皆さんから話を明くだけで，あまりくわしい ことはわからな

いのですが，もとをただせば水火力の併用方式というのは，L、まから30年ぐらい前に

なると思いますが，私どもが大学をでたころにそう Lヴ方式がとられて，水力の開発

についてはなるべく水量を大き くとって，渇水のときには火力で補給をしてL、けば，総

合的には原価が安くなるとし、う方式で， それがさかんに論ぜられたわけむすねc いま

京都大学：こおられる大久保達郎博上あたりが，その当時実際に研究しておられたので

すが，当時の電力会社の大物，日本電力ヅコ福巾さんとか大［ci］電力の福沢さんとか，宇

治川電気の林さんとかL、うような方々が，水ブJを主体にするとか火力を主体：ニすると

か，水火力併用でL、くとかL、うようた問還を論じCおったのCすc こうしてこれらの

議論：土実際の事業：二生かされてきておるわけですが，歳近は開発方式につL、て；土，そ

の当時にくらべると，かミ：りし、ろんえ点（＇突っ込んだ研究をされておるようでありま

すコやはり時代が移って，われわれの古い頭ではなかなか理解』できないほど突っ込ん

でおるよ うですから，水力の開発：こっL、てこう L、う 方面ーから一つ解きほぐす方法力；j;, 

るかどうかですねc

相沢 開発方式研究会というのが遅産省の公益事業局に設けられてL、ましたが，最

近その研究報告を出しましたむこの研究会ではL、ろいろな観点、からどういうふうに水

力と火力を組み作わせたら， 一苦手絡済的どろうかということで，いろんな研究をやり

ました。わが国の開発方式は従来の水 t）く従の考え方から最近いよいよ本俗的な火主

水従の方式；こなってきたわけです。火：t1J（従というのは，水力をヒークにしてベース

を火力でやってL、くこつまりエネノレギー供給の主体を火力に求めるわけですc 水主火

従方式でとられていたように水力をベース供給力として，エネノレギー供給の主体とし

て使い，火力を渇水期あるいはピーク時；こ補っていくというやり方が変わった。今後

火力と組み合わ止られるピーク水）J：入 ご く 大ざっはに毎年どのくらい開発されるか

という 4とを調べCみたんですが，だL、たい全国で昭和55年までlこ新設分だけで1,350 

万キロワットで，包蔵水力の未開発分とし、うのは今後20年でほとんど開発されてしま

う。東地j或，西地域とわけますと，京地域（！非常に水力が少ないものですから47～8

年ごろから，同地域も50年こγ〉から水力（まぜんぜんなくなる。したがってあと水力が

ないとすれば，揚水発電力：考えられるが，私どもの計算では，昭和55年ぐらい までに

純揚水式でも全国合計さ（立 500万キロワ y トぐらい系統に投入しなければL、かんのじ

ゃないかと与えています。さらに併用陽水なんか考えると， 7～8百万キロワット程

度が揚水式発電として今後20年間を考えると必要だろうと思います。つぎに考えなく

ちゃ t.r.らぬのは，L、まの12万5,000クラメ以上の新鋭ベース火力の運転状況が将来どう

なるかを調べてみたのですが，水力をぜんぜんやらな くて，火力だけで今後やってい

くとしたら， 10年先にはこれら新鋭火力の年間の利用率は40%程度まで下がって，ピ

ーク運転しなければならなくなる。しかし水力をピーク供給力として開発 して水火併
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用でいくことによって，だL、たL、これらの新鋭火力の年間の利用率も60%程度までぐ

らいしか下がらない。年間60%の設備利用率と L火、ますと，だL、たL、L、まの新鋭火力

でもとれるんじゃなL、か。そ ういった点でもど－!1水力を開発する必要性があります。

そこのへんから考えてL、くと，日本の今後の発電方式として，ピーク水力を開発する

とともに揚水とかピーク火力とか，そういったものでピ－!1を供給 し，ベース負荷を

高能率火力でとらせてし、 く，発電方式というのが，一番有利な供給形式ではなし、かと

し、う考え方をじているわけです。

吉本 しかしその場合lこ料金制度というか，ピークをうんと必要とするものは料金

的には高くつくんだという考え方があるのか，それとも現在の料会制度のもとにおい

てと L、う考え方なのか。

相沢 それは料金そのものではなく，発電原価という

吉本 原価次第だね。

相沢 負荷曲線自体が変わるとすれば，発電原価も当然変わってくるだろうし，開

発のやり方も変わってくるわけですね。

三木 付加の形が変わると，水火力の組み合せも比較的大き く変わるんですね。

ピーク発電と電力料金

吉 本私lまそういうことが，どういう ふう に想定されるかとし寸問題が相当残ると

思うし逆に水力を開発せんがために，火力をベースに焚いて水力を，できるだけ価値

の高いと一般にいわれているピ－!1というところに追い込んで，価値というものを判

断されてL、るその気持はわかるんだけれど，何か割り切れないものがあるんだけども

ね。ものの見方の問題でね。原価というものよりも，そう L、う形で開発されるのも一

応の方法だろうが，それよりも外的な要素の方が，非常に大きく加わってきているん

じゃなL、かと思いますね。

相沢 日本の包蔵水力は 3,000万キロワットといわれているのが，包蔵水力ではピ

-!1のエナージーとしてだいたいピーク継続時間として 6～7時間ア ワーがついてい

るわけですからね。ピーク・エナージーが割合多L、から高くなる。

山崎吉本さんの外的要素というのは何ですか。

吉本外的要素というのはね，さっきL、L、ましたように，なにもピ－!1は水力だけ

でやらなければならない原則はないだろ う。 重油発電所だってどんどん発達すると思

うし，ガス・タービンもあります し．そう なるとさしあたり現段階においてはそうい

う考え方で進むことも結構だけれども，将来ともそうしづ考え方で進むんだというふ

うに考えられると，非常に問題があるんじゃなL、かという気もします。

三木 技術の進歩が現在予測されておらない分については，一応考えがつかない点

もあるわけですけれども一一一相沢さんが計算をやられた分では予測されなくても一一

現在としては，外国あたりでも，新鋭火力というものを設計したら，もっと安くでき
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るんじゃ必いか，と L、う意見がぽっぽ、つでてし、ますからね。そう Lづ要因が入ると，

水力のピークを もっ部分がずっと多いんじ平なL、かと思う 。

吉本 そうし、う函からいうと，ピークのロードは高い料金にしても L、し、と患います

が，そういうピークの料金をも っと高くする政策をしていきますと，それに見合うよ

うなピークロードとなり，それは減少する方向に進むむ しょ う。逆に料金をやすくす

れば，それにマッチするようにピークロードが増加していくだろう 。おそらくそうい

う政策が将来必要なんで，そのへんと のかね合せが大きな問題になると思うんですが

ね。

西本 そう なってくると，水力の開発という のはできなくなりますね。 （笑）

山崎 ピークは動力で落ちるかもしれないけれども，実際家庭用のご飯を炊くのに

この時間は高し、から，すこし待ってくれ，ということはできないでしょうね。

吉本 それはそ うで しょ う。要するにピークと L、う意味は， 8時間と L、う意味だか

らね。おそらく私は否定しなL、 肯定しているわけですがね。ただ本当にあなたのい

う短時間ピ－flということになると，それは料金的に問題が起こるよ。

高畑 それはそ うで しょ うね。30分でも 1時間でもということになれば 。

吉本 夕方 1時間ぐらいピュッとでてくるということになると，それは料金的に考

えなければならない。

三木 フランスでは現在時間単位の料金を需要家に実施してし、るんですが，そうす

ると従来のようなトレンドの伸びはぐっと落ちるわけですね。

相沢 たしか40万キロぐらいおさえることができたのじゃないですか。私はそれは

少なすぎるんじゃないかと思いすね。

三木 しかしあれば高圧需要家だけですからね。一般需要家，全系統じゃないわけ

ですね。それともう一つは，ピークが l時間ピークでピュッと上がるのを，いつまで

も放っておくと，電力会社でもかなわんと思いますね。

高畑 手段としての料金問題もありますしね.... 。 （笑）

三木需要家の方は効用とした場合に，たとえば，夕方の 7時から 8時までが，そ

んなにピュッとでるのが，それほど値うちがあるかどうかということですよ。

安ければ深夜lこ使った方が，具合がし、L、んですよ。湯沸し式にね。そう いうふうな

料金政策をする方が，国全体から考えればし、L、んじゃなL、かということですねc

高畑 どんどん料金を織り込んだメーカ がー 。

三木 フランスではそうやってるようですね。夜になると湯沸し器なんかを使って

やってる。

高畑 マホウびんやなんかと組み合わ してねじただし安いときの電気で沸しておく

ということはできると思いますね。

相沢供給者側からみても，揚水発電の問題というのは，深夜の電気をピーク：こも

っていくことにより，価値の転換をはかるということですが，料金面と同時に揚水関
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発とか， そういった面から負荷曲線の形を変えてL、くということもこれからの問題 じ

ゃないでしょうかね。

函本 いま時間的に，長いということが前提になるわけですねコいわゆる 1時間と

か半時間とか短かし、ものだったらそういうことはなし、。いままでわれわれは電源開発

については，いろいろ研究はされているんですが，ロード・カーブが将米どう なるか

とL、うことについての研究は，非常に足りないんじゃないか3 これをやらなければ電

源開発の研究をしても，片手落ちじゃなL、かと L、う感じがするんですねっ

三木 その場合具体的にどうなるかと L、うことなんですが，たとえば，フランスで

もメートノレ供給をやって，40万キ ロ減ったそうですが，それはおそらく予怨したとき

にはわからなかったと思う のぐすね。それがどの程度ま でいくか しか し減ることは

間違いないだろうと思いますねc

西本 それをはっきりつかめないとし－cも，何力キロになるという ことを，たとえ

予惣レ亡も，そのとおりになかなかならなトのですから，だL、fニL、こういうことだと

いうこと を，予想、できるよ うに一応研究すべきじゃないかと忠いますねη

山崎 そのとおりですね。電力調査委員会では，負荷主容を年負荷率だけとり上げて，

将来の怨定についての意見を各社；こ聞いてみたら，よくなると L、う会社もあれば，悪

くなると L、う会社もあって，どこに根拠を求めてL、L、かわからないんですね。だから

そう いうものについては研究しないとね。

西本 アワーについては研究してし、るが ほかの ところはどうも だから僕は地

点選定の専門委員会に， そう L、う進言をしようと L、う話をこの間だしたんですがc

山崎 ］見イ五の料金制度のま主いった場合；こどうなるか， とし、う ことが J っと，将来

の料金制度を考えたときにどう なるか，ということをそのつぎに考えてね《

西本 将来の工業の発展という ことを考えて，どうい う形でj還元するのが一番L叫、

か，ということを研究すゐ必要があると思う z

吉本 その哀を返せば，どう L、う ロード・ カーブ、にするかというと こんに，一番む

ずかしL、問題があるわけですね。

相沢 だけど，そうし、う問題が今後の電力供給のありえjと｜見l述して必ずでてきます

ね。

吉本 将来水力発電というものを，電気［均二オー トメ ーシ ョン化するにしー亡も，す

ぐ水を電気に変えてし、って，乏（J去なロ一ドr!）」'Lち上がり；ニつい

機械的；ニもだ LfニL、ものですねc

高畑 それは必要だと！よLいますね。

山崎 開発方式というものを，そういうニとでL、ろいろ考えれほ，将来の水力開発

とい うものに対する つの指針もでてく るだろう と思い ますが，吉本さんが平生考会え

ておられる自然改造論と いうのは，だL、たL、どの程度のことを主怨して 空怨とい

っちゃ悪し、かもしれませんが （笑）考えておられるのですかし
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吉本 空想とし、L、ましても，人工衡をr刀：飛び，金星にロケットを打ち上げるという

科学の進歩した現在において，水エネノレギーとかし、う問題で，自然：二降っとる雨を，

どう L、うふうに有効に使うかというニとばかりを考えてL、るんですが，それはもう限

界にきてL、るんですね。たとえば， 7,000万キロとか，それくらいが限度なんですよ c,

それをなんぼ使っても， 3,500万キロぐらいでしょうねニそういうものを，気象庁な

り電力会社がながし、聞なんだかんだ一生懸命やってるのは，だいたい限度なんです

よごそうでなくて，もうすこし10年， 20年先の研究体制を，電気事業として（主とって

L六、んじゃないか，という ことですよ乙というのは飛行機から山を見られると，よく

わかりますが，山というのは日本アノレフスでも，ぎざぎざり／コギリみたL、ですよコ

こんなところに雨がサーッと降っときたところで，どこにどれだけ降るかということ

について（土，なかなかわからんですねこむしろ天然の太平洋または日本海から吹きょ

せる雪なり雨なりを，最も有効；二キャ yチできる何らかの態勢を整えなければならな

いこ自然：こ対する態勢をね。それには従来から研究されてL、る人工降雨と L、ぅ方法が

あるにしても，人工降雨以上の 何かアノレプスをもっと高くするとか，思いきって

（笑）白本にある自然のエネノレギーというものを， もっと大々的；ことらえる研

究というもうを，もうすでに着手してL、いんじゃないかこそう L、う意味ですよ，私の

L、う n：主っ

高畑 そればL、L、でしょうねc （＇えノ）

相沢 ソ速なんか現実にやってるんだからね乙だけど僕（土臼然（土改造しなくてもい

いと忌うんで，自然のエネルギーを使え；；＇.＇：，、 L、んで，そう L、う意味からいうと，宇宙

ロアノトなどで使っている太陽電池，そう L、ぅ形態で，電力供給ができるかもしれな

L、 だから発電所で燃料を焚いて，電気をとろうというのとは，別の発電万式という

じりが将来有望になるかもしれないと忠う

吉本 エネルギーとしてはそういうニとが考えられる。 しかし私のL、うのは日本内

水を有切に使うという意味で，そりうちの A 部としての電気というニとをいっ－cるわ

けさ，日本η水臼14'を有効：ニキヤグチするとたると

高畑 たとえば，台風i土L、ままご恐れられておったので「けれども，誘導して適当

なとニλlニ降らせるということを考えればね3

吉本 太平洋側をすっとかすめれば雨が多く降り風の被害は少ないんですからねご

高畑不連続線なんかゆもってL、さ場所を，適当に定められるようになれはねコ

西本 台風をどこにもっとL、くかと L、うことになったら，なかなか決めにくいでし

ょうね》電力会社だけで（工とても

なし、問題になってくる。

「笑）ニれは凶会ででも’苦手議しなければなら

三木 国会で’S議が延びているうちに，台風がやんでしまったり c f笑J

相沢 ソ速がベーリング海峡に夕、ムをつくるとしづ話がありましたが，目的という

のは，シベリアのツンドラ地滑を開発しようというのでしょう c 水とか発電とか，そ
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ういったことだけでもない大きな自然改造とし、うような気がするんですね。

鈴木 一国の文明の尺度というのは何であるかというと，その国に与えられた資源

を，どれだけ有効に利用しているかということにあるんですね 。 （笑）放ってお

ばけそれまでだが，有効に使うと L、うのが叡知ですね。

山崎 いまの吉本さんのお話は20年先とし、うお話ですけど，僕はもっと先の話のよ

うに思いますね。目先のもうちょっとだいじなことは，水力の利用についてぬけてい

るんじゃなし、かと思うのです。たとえば，あれだけ金をかけてつくった有峯の貯水池

についても，年間；こ水面から蒸発してしまう水の量はたいへんなものですね。それに

対する対策は何一つ打つてない。有峯のみならず，黒部の水もそうでしょう。猪苗代

湖なんか苦から何十年もそのままになってL、るむそういう目先にある問題だけでも，

何一つ何卜年来やってないんですよ。

高畑 ビ、ニーノレの薄い膜を浮かしてやったとか。

山崎 現にこの問題については，吉本さんの親しい友人であり，またわれわれの友

人でもある気象研究所の荒川博士が，オーストラリアの方ですでにそう Lヴ特殊な泊

を使って，有効にやってし、るという情報をったえていますね。水道の水を使う池にそ

れをやってL、るんですからね。何ら人畜に被害がないわけだ。日本では漁業に被害が

あるとか，下流の田畑lこ影響があるとかし、うことで，ちょっとやったら，すぐに故障
茸参

がおこってくる。ところがもっと危険な農薬みたし、なものがあるんですからね。（笑）

高士1田 そ札はたしかだの

山崎 農薬みたし、なものを使っているくせに，われわれがやろうとすると，とたん

にたいへんな障害になるんですね。

西本 あれば農業試験場でやってるんすね。蒸発しなL、から水温が上がるというわ

けで，それでやってるわけです。それは意外だということが一般にわかって， うちの

会社でも鹿沢池で試験をやろうと，いま考えてL、るんですが，風の強い日はだめなん

ですね。

高畑値段との問題ですが，どういうものですか。

西本 ビニーノレで押えられると思うんですが 。

吉本 しかし，たまには関かないといけないそうですね。魚が窒息するそうです

よf

山崎 その対策はわけないんですよ。空気中から酸素をとらなくても，補給してや

ればL、L、んだから。

吉本 それはわかってるんだけれども，たまには開く方がし、L、そうですね。

山崎 いまのその問題もあるし，それから人工降雨の問題でも，最近科学技術庁が

こんどだいぶ子算を要求して，相当大きいものがつくような話で，どういうふうに今
re 
後それを使って研究していくかということになってL、ますが，どうかしてすこしでも

陸上；こ雨を降らすとし、う研究は，吉本さんの話よりもっと，目先にあると思うんです
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が，結局これは水力の価値を上げ亡し、く手段ですね。

高畑 蒸発の問題というのはたしか二ありますから，これはわれわれも大いに注視

しなければいけない。

吉本 蒸発の問題があるといっても，人工降雨をやっても，実験には姑息な手段な

んですね・・・ 。 （笑）

山崎 ~なたのいうように，気象を変えるとか，アルプスを高くするとかし、う話に

くらべたら，たしかに姑息な手段だけれども，その姑息な手段さえ案外とられてし、な

いんだ。

吉本 それば今後大いに進めなければならないんだが，これは電気事業だけじゃ無

理なんですよ。どこかほかのところと共同しながら進まなければL、かんという ことで

すよ。たとえば農林省の試験場とか建設省の何かとか，そういうものと連携をとりな

がら進まないと，必ずうまくいかないんですよc そこが盲点なんですよね。

山崎 さきほどちょっと話がでましたけど，濯滋用の水を少なくして収穫を上げる

とL寸話ですね。これは一挙両得なんですねc いままで農民の間にも普及しなかった

し，電力会社などもあまり大きな注意を払ってなかったのですが，ああいうことがす

こしずつ積み重なって，非常に大きな利益があがってくるわけです。そういう点が固

としての資源を有効に使うゆえんですねc 水をたれ流しにして無駄にして，そしてわ

ざわざ収穫を落としていた時代があったんですね。

西本 いまはだいぶわかってきているんじゃないですかc 僕らの田舎は百姓ですけ

れども，それは阜魁のときに解決しましたよ。僕らが中学校，高等学校のころ，大正

13年に早魁で，その点は解消しました。水があると，いつも田の面に水が流れてくる

んですが，ただ湿ってる程度に井戸からパイプでやるんですから，すぐ暖かくなっち

ゃうんですね。

高畑 いまは間断濯液と称してし、るが，田の面にひびがちょっと入るぐらいまで放

っておくんですね。そして水を入れる。陸から次第に渉透していく水が多いものです

から，最近ビ‘ニーノレを特殊加工して膜をつくりまして，畦をつくる前に縦に入れてお

く。そうしますと渉透する水がほとんどなくなるO なぜそんなに水をとるかというと

ーーヘッドがあまりないのに，そんなに水判定れるわけはない，きヨカミしL、じゃなし、か

といったら，モグラがたくさん穴をあげるんですね。そのビニールの膜を入れておく

と，モグラは通過ができなL、から，そこでその水はおさまるc そうするとすこし水を

入れて，そこから漏るだけですから，それを適当な量で操作するということで，水は

漏らないし，肥料は逃げないし，水温はとがるし，それからもう一つL六、ことは，冷

たL、水を入れて，それから暖ためるというのは，冷水摩擦の効果があるc （笑）あら

ゆる点からみて効果ばかりですね。

西本冷f.:.l、水をしよちゅう流 しておくとだめですね。

高畑 冷たい水を入れて熱くなるのがL、L、ですね。これは農業試験場あたりでも実
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験してくれていますから，われわれがし、L、だしたわけでなL、んですからね。最初は熱

くて冷たい両方の水がし、るんだということがL、われたのですが，そうなるとこっちは

処置なしと思ったんですが，いまのような間断濯凝がでてきたから 0・

西本冷たい水を入れると，すぐ暖かくなって，ちょうどし、L、わけですね。

山崎 いろいろ面白い話を伺いまして，本日のこの座談会も iどいたい終りの方に近

づいたわけですが，何かまだ残っているような点がありましたら，お伺いしたL、と店、

います。

吉本 こういう点とし、うわけでもないが，水力開発とか，そういったもので電気事

業に必要なエネノレギーを開発するために，コストが次第に高くなりつつある。電気事

業は独占企業だといわれながら，高くなることによって，自家発電の発達をうながす

ことになる。そうしづ問題からいろいろ考えていきますと，電気事業というものはも

のの考え方を変えてL、って，改良してし、かないと，鉄道とか，百炭とかああいったも

ののような斜陽産業になってし、く恐れがある。われわれ電気事業に関係しー亡いる者は

将来よく考えて進まなければL、かんじゃないか。独占企業だからといって安泰として

いる時代ば，すでにすぎたといってもし、L、くらいじゃなL、ですか。結論めいたことだ

けれども， 一言付加しておきたい。

鈴木 それに関連して，いま水資源開発促進法の審議が進められている。そして開

発公団ができるものと思う c 電気事業者が発電水力の開発に対するしっかりした考え

方も持ってし、なL、と電気がピークなどの需要の必要から，水力をやりたいと思っても，

なかなか自主的に開発できなくなるのではないかc 水資源開発公団というのは，相当

電気事業にとってもいし、面もあるだろうが，マイナス面も相当でてくるんじゃなし、か

と思うんですねυ いま電気事業者としては，河を開発する技術と資本をもってるわけ

です。したがって，なるべく現存の機関を総動員して水の開発をやらせて，それで余

裕がなくて困ってるものだけを公団がやるというのが，木来の趣旨だと，思う。そうい

う考え方に立っと，電力会社が公団から負担金をもらって，ダム宮どんどんやってし、

く，そのくらいにならないと，自主的な電力の供給ができなくなるのではないか。ち

ょっとその点を恐れる必要があるんじゃなL、かと思う。

山崎 非常に重要なご注意で，われわれとしても，相当問題を考えなければならぬ

と思いますが，電気事業（よ辰近までは増加する需要：二追いまわされて，なんでも量を

充足しなければならぬというので，重点が火刀に移つ－c，水力をジ、ノクリ考えるいと

まがなかったとさえ考えられる状態であったと思うのさすよc これは電源開発会社に

ついては違いますけれども，一般の電力会社は，どうもそうし寸傾向にならざるをえ

なかった事情にあると思うのですが，いまのような問題も含めて，今後の水力の開発

というものは，十分に思L、を練って乗りだすべきだと思いますねっそれじゃこのへん

で 。どうもありがとうございました）
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