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九頭竜川の電源開発計画

鈴木霊

l. はしがき

九頭竜川の電源開発計画をめぐって， ここ数年来地元会社にゐjヒ除電力株

式会社と，大規模開発を全国的に行必っている電源開発株式会社との問で激

しい競介が行なわれていたが，最近ょうやく競合に終止符が打にれ，企業者

が内定しfニ。そしーと九firj屯川の電源開発（土原則として地見会祉にる北陸電力

株式会社が行なうが，上流却の大規紋ダム（土電源開発会社が行なうことにな

一品、
-'")I、－o

以下両社の計岡概要，解決をめぐっての動さなどをおj介ナることにす為、

2. 両社の計画概要

( l ) 北電案

北電案（主，:fL頭竜川本流および支流石倣白川両河川の水を完全；ニ利l十j－；お

ためp 概要図のごとく， 本流筋の長野地点、に高さ約ll 6mの主力式夕、ム Ci前k

位標高550m，有効貯水量 I（叩，500万m3〕を設けるとともに，行jjf;:13川if!)Iこも満水

位を同じくする高さ86mのill:)J式タe£.. （有効貯水l![2.700)Jm3) tを築造し， この

両貯水池を一体として運用するためこの聞を延長5.2kmの圧hトンネルにより

連絡し本支流の年総出量を越流させることなく完全に制整し，才；徹内川筋

後野貯水池の右岸から取水し， 4.7kmの圧力トンネル：二上り最大使用水量127

m3/Sを導水し，冬期約8時聞を日途とする発電力200,000kWの湯上発電所を建

設する。また湯上発電所の放水を，同発電所のすぐ下流に設（ナられる高さ約

39mの調整池ダムで逆調整のうえ左岸より取水 L, 4.7kmの圧力トンネノレによ

り最大使用水量55m3/Sを導水し発電力 50,000kWの商勝原第 3発電所を建設

するものである。
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この計画により最大発電力250,000kW，年間電力量786,000MWhが得られる

が，既設西勝原第 1および第 2発電所は，年間電力量 120,000MWhが減少と

なる 3

北陸電力株式会社では，本計画の決定に当っては，ダムの位置， j前水位，

有効貯水量および使用水量を種々変化せしめた組合せについて経済比較を行

ない，総合判断の結果最も適当なものを選定したとしている。

( 2) 電発案

電発案は，本流上流部長野付近に満水位標高 560m，百さ約 l25mのロック

フィ ／レダムを築造L，約 1億9,000万m3の貯水池と し3 これに石徹白川の水

を導水し，本流の水と合わせl.7kmの圧力トンネルにより導水し，冬期6時間

ピークを目途とする最大使用水量l37m3/S，発電力 154,000kWの九頭電川発電

所を新設する。この放水を受け，中流部葛ヶ原地点に高さ 60mの重力ダム主’

設け，約1,000万m3を貯水して，同じく冬期 6時聞を目途とする最大使用水量

l 66m3/S，発電力 152,000kWの葛ヶ原発電所を新設する。さらにその下流に辺

調整用の勝原発電所（発電力41,000kW）を設け，既設富田発電所以下に無効政

流を生ぜしめないように，葛ヶ原発電所のピークを逆調するものである。以

上合計 3発電所の発電力は， 347,000kW，年間電力量は 873,SOOMWhである。

なお本計画によれば， 北陸電力の既設西勝原第 l(20,800kW), 西勝原第 2

(7,200kW），東勝原（2,61OkW）の 3発電所が廃止となる。

電源開発株式会社では，残された数少ない水力電源地帯である本河川を，

発電経済的に許し うる範囲において大規模に開発することを前提に， 5案の

開発方式を立案し， これら五つの構想、のなかからエネルギ一利用の面，揚水

発電等による将来構想へのつながり s 経済性等を勘案し，本計画案を採用し

たとしている。

( 3) 両案の主要相違点

イ．北陸電力株式会社では，冬期 8時間程度のピーク出力が現段階におい

て適当と考えているのに対し， 電源開発株式会社で｛ま，大貯水池大容量発電

所では中地域で冬期 6時間程度が適当と考えてし、る。

ロ 北電案では支流石徹白川に本流と同じ満水位の貯水池ダムを築造し，

支流の水も越流させることなく 3 両貯水池を一体として運用するこ とにして

いるが，電発て、は支流石徹白川の水は水路によっても，その約85%程度が本
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流貯水池に引水可能であり．二つの貯水池ダムを築造することは不経済とし

ている。

ハ．また北陸電力では，従来自社の有峰ダムの経験および施工機繊を生か

L, コンクリート重力式およびコンクリー卜中空重力式を考えてし、るが，電

源開発では九頭竜ダムのタイプは地形地質上の条件からみて， ロックフィノレ

タイプが技術的にも経済的にも適正であり 一方御母衣ダムのロックフィル

用重機械類を転用することがし、っそう経済性を高めるとしている。

ニ 北電案では既設西勝原第 l＇第 2発電所を約 120,000MWh減少させる

計画で，これを廃止してないが，電発案では西勝原第 九 第 2，東勝原発電

所は経過年数も古いので，この際廃止した方がよいとし，廃止するものとし

て計画をたてている。

3. 競合をめぐっての動き

北陸電力および電源開発（株）は，九頭竜川の前記開発計画をめぐって，数

年来競合の関係にあった。通商産業省公益事業局では，当初まず第一に同地

点の最良の開発計画を策定することが必要であると考え，両社による共同調

査の実施を勧告した。この勧告に基づき，両社は昭和34年11月20日を第 l回

とし，数次の机上による共同作業を行なし、，同地点の計画案の確定に努めた。

しかし，この共同調査によっても計画案を一本化することはできず，両社は

前述のごときそれぞれ最良と考える計画を併列して 「九頭竜川開発計画に関

する共同調査報告書」をとりまとめ，昭和35年 6月公益事業局へ提出した。

同報告書は両社案を比較対照し，それぞれの長所および問題点を列挙して

し、たが，工事費の算出方法，廃止または減少発電所の取扱い方法，電発案の

現地地質調査が行なわれていないこと等に問題があったので，さらに現地調

査を中心とした調査を進める必要があった。

このため間報告書が提出された折に，公益事業局長より現地調査を行なう

ようとの勧告があったが，電発職員参加による現地調査については，なかな

か実施されなかった。一方現地におレては洪水調節との関連もあって，早期

着工を望む声が次第に強くなり，速かに現地調査を行なl＂計画を確定しな

げればならない情勢になって来たので，再度公益事業局では両社に現地調査

を行なうよう強く要望した。その結果，昭和35年末共同の現地調査が行なわ
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れた。現地調査の結果は， Hf!和36年 3月初旬両社より公益事業局lこ報告され

Jιh 
i」－ o

一五，自由民主党におL、ても地元の戸を反映させ，本問題を北陸地方闘発

特別委員会において正式にとりあげるミとになり，昭和36T4月本問題につ

いての第 1回の会合が聞かれ，公益事業局長から事情の説i別を聴取した。同

委員会においては，その後も本問題の審議を行な司たっこの主うな情勢より，

公主主事業局としては早期に解決する方針で持々具体的解決策につし、て検Hを

行ない「）L頭竜川の電源開免は，原則として，地元会社Iこる北！被電力株式会

社に行なわせるものとする。ただし上j走者［lのダムは電源開発株式会社に開発

させるものとすゐ」会付子とすゐ調停案を作成し，三＝

｛出；札電力業界内部におし、てもfLlJ題の自主的解決を凶ろうと寸る2；空気が強

まって米てL、たが，にま fニま電源開発株式会社に昭和36午 5月？円 U)rj 1地域

屯力協議会（こ対し，解決のあっせんブiを依頼した。中地域協議会では本問題

の重要性にかんが人，問題を中；）と屯ブJ協議会にあげおニと：こしf二ぅ「，，央協議

会で（よ電気事業界の長老である官，勝i皮，太田垣， ）i二上の凶氏：こtって本問

題の調停にあたることとした。また技術的問題についての検討を行なうため，

中央協議会は別に技術委員会合設；t, 委員として磁波収（北海道・,g力社長），

加藤侍見（関西屯）J副社長），三田氏雄 〈斗I在日五力副i'U三）の三氏が委嘱されf二っ

これらの，E見は公益事業局長を通じてjJ:益広大凶：二報尖された。

＿！－.述のような経緯に上り 九日買竜川開発をめぐみ問題も上うやく解決の0-

Jし，日見え，公益事業局長（之 6月21日IJ民党の北陸地方開発特別委員会に通

産省の調停案を説明し， これについての同委員会の了示を得，さらに通産省

としてに大臣より党三役の了承を得たうえで， ニれを通産省としての正式な

解決方Hとしたっ

一方，業界においても 6月21日四長老：人北陸電力社長お上び電源開発会

社吃i夜を招き勧告を行なった。翌22U（こは通商産業大臣ーが両社の社長一および

総殺を招し、て通商産業省の方針合示し，ミこにjLi:!~i竜川開発の企業者（土決定

し，木問哩は基本的，t解決に達した。

し二、し，なお開発に当っては多くの問題が残されてL、るので，今後関係者

間でとり真剣な検討と協議を行なう必要ーがある。

（通商 r弘法宵公従事業時水力課）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

