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水力開発促進に関する勧告
一一 資源調査会勧告第18号一一

豊 島 嘉造

岡本久信

科学技術庁資源調査会（会長内田俊一）でに，昭和4l:i:f-2月22日の第114回会議で，

「水力開発促進に関する勧告」を審議可決し，同日付で科学技術庁長官上原正吉に対

し，同勧告書を提出した。

向調査会では，エネノレギ一部会（部会長巽良知）に水力小委員会を設け，経済企画

庁，通商産業省，日本開発銀行，電源開発，電力会社，公営電気，海外電力調査会，

電力中央研究所，中央電力協議会電気事業連合会などから構成された学識経験者を専

門委員とし，水力開発の問題をとりあげ，昭和39年12月以来，鋭窓調交を進めてきた

結果，この勧告の原案がとりまとめられたものである。

以下，勧告文ならびにその店主旨を説明すれば，つぎのとおりである。

〔 勧 告 文〕

昭和41年 2月22日

科学技術庁長官 と原正吉殿

資源調査会会長 内田俊一

水力開発促進に関する勧告

わが国（土水力資源に恵まれ，従来安仰な水力電源が豊訴に開発されて，それが多く

の産業の発達を促し，経済の発反，地域開発に大きな役割を果してきたのみならず，

治水，利水，砂防などにも多大の貢献をしてきました。
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しかるに，近年になって，急増する電力箭更に対応するため，短期間に大規模電源

を開発することが必要となり ，勢い電源開発の重点lま工期が短かく，建設費の少ない

重油専焼火力に移行してきました。一方，水力開発（土地点が次第に奥地化し，また補

償問題など開発阻当事例が多いのに反し，最近の火力発電は著しい技術革新，燃料費

の低下などによって，その経済性が左みに向上したため，電源開発：こ占める水力開発

の割合（土，包激：二減少しvて，昭和27, 28年頃の70～80%から昭和39年度には遂に 9%に

まで低下し，年間22.8万kWの開発規模となるに至りました。

資源制査会！こお主ましては，以上のよ ・j1＇.（情勢にかんがみ，エネノレギ一政策として

国内循環資源の制点ならびに，国民経済的な立場から，かねてより ，この問題をとり

あげ， 鋭意調台を進めてぎました結果， つよ、のような事柄，メ明らかにさ ~l ました。

すなわち，主要各国の例をみると，国家的見地から電力のエネノレギー源の国内生産

率を将来とも60%以上’こ保持すゐょう努）Jしており ，わが国：こおL、ても，できる限り

国内エネノレギーを中心とした安定エネノレギー源で活安を賄うのが』子ましく ，民ととの安

定，産業；こおける段低操業保安電）Jの確保などの見地から少くとも40%程度の電力需

要を悶内エネノレギーを中心とする安定エネルギーj原て・確保することが望ましいと考え

られます。このためには，石炭火力，原子力などを考慮しても水力二年間およそ 100

万kW程度の開発，k紋続することが必要であります。

一方，既存水力発電の治水，利；j(，砂防，道路効果などのいわゆる国土総合開発に

対する効果はダム工事費の80%に及び，今後とも水力開発：こよるこれら附随効果は大

きいものと考えられるの入ならず，第 4次水力調査にもとづく残存包蔵水力を全部開

発すれば，発電用燃料i由の節約額（主主」年 2f：在ドノレ近いものとなります。

さらに，景気の刺激，国民生活水準の向上，所得絡差の是正などの観点から入れ

ば，水力開発の外部経済波及効果は，道路，河川l，電信電話，国鉄などの公共投資に

比較し，なんらの遜色もありません。

以上のような，水力開発の国家的要請ならびに，諸効果を勘案して資源調査会とい

たしましては，水力開発の促進をはかるためつぎの事項を勧告いたします。

勧告事玖

1. 政府｛土，総合開発を中心として極力水力開発の促進をはかること。

2. 政府1；；：，総合開発的観点からの全国的発電水力調査を早急：こ実施すること。

3. 水力開発の国家的重要性にかんがみ，政府は水力開発lこ対し，その開発の経済

性の確保をはかるために必~な財政措置を講ずること。

4. 水力開発；こ伴う補償問題の適正な解決をはかるため，政府（；：必要な措置を講ず

ること。

趣旨説明

わが国の水力発電：よ，戦前戦後を通じ，電力供給の主力として，産業の発展，地域



野鳥 ・岡本。水力開発促進に関する勧告 111 

の開発などに寄与するとニろ大なるものがあり，とくに，終戦直後全てのものが破壊

されたなかで，供給電力量の95%を担い，戦災復興の原動力となった。さらにその後

の経済成長に伴う電力需要の急増に対応すべく大規模な水力開発が行なわれ，ま二，

戦後の国土開発の一環としても大きな役割lを果 してきた。

しかるに近年になって，水力開発，；；：，次第にその地点が奥地化し，また便乗とも見

られる過当要求による補償費の増大など困難な問題が多いのに反して，火力発電（工最

近の著しL、技術革新，燃料費の低下などにより，電気事業経済からみた水力発電の経

済性に相対的に低下してき 4三。さらに急、増する電力需要に対応するため，短期間に大

規模電源を開発することが必要となり，電i1!l；開発の重点（立工期の短い建設単価の小さ

L、重油専焼火力に移行し，電源開発に占める水力開発の割合は急激に低下し ，水力開

発の規模［土甚だしく縮少され亡きた。

すなわち，昭和34年頃までは水力は着工出力において40～50%を占めていた；こもh・

かわらず，重油専焼火力の導入され始めた昭和35年頃から20～15%，さらに昭和39年

度に至っては，揚水式を除き遂に 9%にまで低下してきた。将来の長期計画を入ても

この傾向は変わらない。

このことは，電気事業経済面からのみ水力開発が行なわれていることを示し，エネ

ノレギ一政策ならびに国民経済的立場からみれば，このような水力開発のあり方には問

題があると考えられる。

以上のような情勢にかんがみ，資源調査会では，エネ／レギ一政策としての国内循環

資源の観点ならびに国民経済的な立場から，この問題をとりあげ鋭意調査を進めてき

た結果，水力は国家的見地からみた電力エネノレギ一説、の圏内生産率を確保するための

必要性ならびに治水，利水，砂防，道路効果などのいわゆる国土総合開発上の効果，

発電用燃料油の節約による国際収支改善効果および外部経済波及効果が大きいことが

判明した。

本勧告は以上のような観点から水力開発の促進を提案したものである。

1. エネノレギ一政策からみた水力開発の必要性

1 -1 主要各国のエネルギー需要

最近における産業の発達，文化の向上に伴う経済規模の拡大により，エネノレギー需

要法増加の一途を辿っている。今や，国民経済のぷ礎的課題ともいうべきエネノレギー

問題は，世界各国とも経済のみの問題ではなく政治的社会的問題にまで影響を及：ます

に至っていることは周知のとおりである。したがっ亡，エネノレギ一政策（主，長期エネ

／レギー需要想定を基：二低廉にして，かつ，安定的な供給をなしうる体制で2 しかもあ

らゆる部門と調和を保つように強力に推進すべきである。

国連のエネノレギー供給統計によれば，主要各国の1962年および1963年のエネノレギ一

掃給状況のうち（第 1表参照） :c.ネノレギーの園内生産不についてl主3 主要各聞のほと
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第1表 主要各国のl刊内生産エネノレギー

f単位 7.000kcolkg，石炭換算100万トン）

、ミご、、、 区分
総 需 要量 ｜ 国内生産率（%）、＼ ～ 一ー

～『 』 ー

同名
年度

1962年 1963年 1962年 1963年
～～ ～ 一一 ～ 

、J 6 70. 92 726.83 110.5 110.0 

ア 1,546.38 1,611. l l 93.0 94. l 

カ 111.95 124.06 89.2 88.1 

東 1虫 88.75 91.44 86.5 86.2 

西 i虫 221.47 237.44 83.9 79.6 

イ ギ リ ス 264.92 274.75 76. l 72.8 

フ フ ン ス 122.48 133.46 55.8 48.6 

日 本 132.04 146.87 49 5 43.6 

イ jl ア 71 21 79.23 26.3 24.6 

d'.ii/i 問速の 'World Energy Supply による。

第2表 エネノレギーの凶内生産率予:W、表
（単位 %） 

年 度 1955 ' 1960 I 1963 I 1965 I 

0 EEC  78 

E E C 73 

臼 本 42 9… 
。主） 日本I！中期経済計画による。

んどがわが国より高くなっている。

また，ロビンソン報告（1960年 l月）による OEEC （現在 OECD）およびラピ一報告

( 1963年 1月）による EECのエネルギーの園内生産率予想：ニよれば， OEEC, EECおよ

びわが国とも圏内生産率［土次第にi減少することになってL、るが， OEECおよび EECの

減少に比べ，わが国の減少は特（二甚だしく 1985年では 11% ；こまで低下している（第 2

表参照〉。

さら；こ，このうち発電部門（電力部門）における国内エネルギーの占める割合をみ

ると， EEC の 1970•年における発電部門の域内エネルギーの占める割合は 64%である

げは表参照〉。また，イギリ λの 1960年および 1970午：ニおける電力エネノレギーのう

ち同内エネノレギーの占める割合：土84%および90%である（第 4表参照〉。

これらの EECの発電部門：二おける域内生産比率とエネノレギーの域内生産比率とを比

べると，発電部門（主64%であるのに，総エネノレギー需要では39～53%となっており，

発電部門における域内生産比率がエネノレギー域内生産比率より（之るかlこ高いことを示
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｜中主！被炭Iu 1::1 :: 1::1s~1~~ 1叫チ
I , ::! ::g¥ ::l＇：~~I ., ;,! :1 :I ::I :I ：：：！”～：： 

第 4表 イギ リ久 の＇'1よブJエネ ノレギー梼成

f引イ立 100万 トン）

年
1 9 6 0 （実 績〕 1 9 7 0 

J文（。〕 48.9 72.0 

；由 9.2 10.5 

原子 力（b〕 15.5 

ノL、' 計（c) 58.1 98.0 

（。）＋（b)/(c) (%) 84 90 

h主） I) 1962年イギリス電力会議の CEGBf中央発電局） chief Planning Engineerの講演資料による。

2) 4力発itは，電力エヰノレギー全体｛二占める割合が僅少であるので，本表が屯力エネJレギー栴成

とみなして煮文えない。

第 51長 年間¥:EC)J量パ ラ ンス （送電端）

「噌位イ＇£kWh)

＼ E員
国内エネノレギー

比率 （%）

＼ 自
ノk )J 火 ）J 原子力 石 炭

年

!'1. ＼ 
3,000万ト 2,000万ト

ンの場合！ンの場合

1 9 6 4 623 860 7 I 67 （石炭ト実ン績〕
1,488 1,8る5万

1 9 7 0 745 1,764 60 I ム 26 14 2,557 44 

1 9 7 3 780 2,352 157 ー 38 14 42 35 

1 9 7 5 802 2,723 303 - 51 14 3,791 36 I 31 

1 9 8 0 805 4,223～ 458～ 
14 5,500 22 

I 4,058 623 

「1主） 1〕 石炭3,000万ト ンの場合it，相当電力足600f1°l:kWh,2,000万ト ンの場合は4COl.il'kWhとした。

2) 1980',-f:の水力は中央得力協議会の長期Ji，，~iの主力開発比本「年当り増加kWhJをそのまま延長した

もので，原子力は所得倍－~.n·同lによる。
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してL、る。これは国情，ニよって種々の理由があろうが， 1つには電力については，エ

ネルギー全般より一般民生用，産業の保安用などの ウェイト が高い ニとによるものと

J思われる。

一方， わが国の発電部門．ニおけゐ圏内エネノレギーの占める割合は，中央電力協議会

の昭和40年度長期計画によれば，第 5表の とおり ，1964年の67%のものが， 1975年に

は36～31と減少している。 1980年のものを中央電力協議会の長期言Ir盛＼ 所得倍増計画

など、の資料により試算すれば，26～22%に減少するもの と予想される。

l 2 要確保電力量の試算

電力のエネノレギ－ilt,i；については，万ーの場合を考えると，民生の安定，産業におけ

る最低操業保安定）Jの確保などの見地から，できる限り 国内エネノレギーで話・妥を賄う

のが好ま しL、。

わが国における戦前戦後の年度別電灯電力需要の推移を示すと第6表のとおりであ

る。 ここで電灯需要についてみると，戦争末期の需要は，終戦直後の需要の約50%で，

電力需要については，昭和20年は19年の約50%である。

すなわち，総需要：ニ対する比率50%稼度の電力により当時の最低生活が維持された

第 6表 戦前戦後の年度別電灯篭力需要

和

年

昭 電灯 ｜ 電 力

l06kWh I % ! l川 h I % 

2.600 I l l 5 l 9,986 I 88.5 

2,404 I 9.3 23,322 I 90.7 

2. l 32 I 8.5 I 22,808 I 9 l.5 

言｜A 
口

2,608 

4,033 

4,256 

1川 h I % 

守／

a
u
o
’
nu

－
－
内
4

Y
1

・
’l

’l
n
，ι
η

4

内

4

18.3 

22.4 

21.5 

l l,612 

l 4,010 

15,572 

81.7 

第 7表 総需要の40%により用途別に確保される比率

(1μイ立 %） 

無制限総需（A要〉に占
用途別無制限需要 ! 

用 途別 に対し確保される (A）×（B) 
める比率

比率（B〕

電 灯 20 50 l 0.0 

業 務 用 5 50 2.5 

小口電力 15 35 5.3 

大口電力 60 40 24.0 

言十 100 4 l.8 
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と考えることがでさる。当時は電源開発が極力抑制されていたので，この場合の総需

要（よ戦中戦後のかなり抑圧されたものと与えられ，現在ならびに将来の総需要に対す

る比率はと記の50% より多少減少するものと考えられるが，それ；こしても少なくとも

40%程度を維持すゐ ことが望まい、。この比率40%を一例として用途別：こ展開してみ

ゐと第 7表のようになり，電灯，業務用について無制限需妥のそれぞれ50%をとると

すれば，電力については35～40% とLづ 数字となる。 この電力の35～40% とLづ 数字

（土公共的なもの（鉄道通信など）のほかはおおよそ保安電力程度で生産活動はほとん

ど停l卜．せぎるを得t.n、状態と考えられる3

1-3 電力用問内エネルギーにおける水力の必要性

前述のとおり ，電力謁要の40%程度を同内エネノレギーである水力，石炭火力のほ

か，原子力で賄うとすれば，昭和55年までに開発すべき水）jば，第 8表のとおり石炭

の見込み方，原子力の開発予惣によって異なるが石炭 3,000万 トンの場合 410～250億

kWh，石炭 2,000万トンの場合610～450f;eJwhであって，水力の年間平均開発量はおよ

そ80～200万kWhと推定される。

将来；t電力部門における安定エネルギーj原として原子力がその主体となるものと考

えられるが，現時点で：土原子力金安定エネノレギー併、とするには，経済的ならびに技術

的に問題があり ，開発量にも不確定要素ーがある。これに比べ，水力（土純粋な園内エネ

ノレギーで，しかも周知のごとく循環資源であり ，水力開発；三伴う諸効果から人ても，

まず水力を優先して開発すべきである。この場合水力開発（土多い程好ましい訳である

が，少なくとも年間100万kW程度の開発規模が望ましい。

現長期計i萌（111央也）J協議会昭和40年度長期計画）によれ（ま，昭和40～50年度の揚

水を除いた一般水力の年マー均開発量（二約 30万kWで，この程度の開発規模では，前に

第8表 昭和55年までの水力開発必要量

（単位億kWh)

一一一 区 分 ｜ ｜ ｜石炭 3,000万トンの場合｜石炭 2,000万トソの場合
項目 一一｜ ｜ 

総 需要 5,500 

姿確保電力量｜ 2.200 

石 炭 相 当 電力量 1 600 I 400 

原子力｜ ω～623 

水力（既設および決定分） I 731 

氷 ）Jの必要開発足

向上最大電力（万kW)

年間斗’士~J開発量 (JJkW／年）
（昭和44～55年）

411【 J246

1,560～940 

130～78 

611～446 

2,330～1.700 

190~1 42 
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述べた必'f}!',LJ:)Jを維持するニとは困難である。

2. 国民経済的立場からみた水力開発に伴う諸効果

2-1 国｜総合開発：二関すら効果

従来のわが国：ニ？討する水力開発；と，土として電気事業の人の面からムて経済・VI：のあ

る地点について行なわれてきたが，その開発に伴い波及的に治水，不ljノk，砂防，道

路，地域経済，文化，観光などきわめて広範囲な効果をもたら して主た。 ニれら悶土

総合開発的効果については，従前より抽象的に認識されて（れ、るものの具体的に示さ

れてL!;l、なL、。

今回， これら諸効果のうち ， 治／に 利水 ， 砂防， 道路~11.!fo戸大企乙りあ： f試算した

結果は次のとおりである。

すなわち，前記 4効裂の合計：：：：，全国の発＇fll~J.・用ダムについて ， が＇） 1,250億円とい

う英大なものとなる。

第 1図 洪水時の貯水池への流入 ・

流出量曲線の実例

4.000ト A 二二弔
ヨr71ミ，巴への，－：：＿入量

：ョ＝
/ill.. ー」ぃー

1.000 

( m3/S) 

... 
,' ~干 7Jし也か勺の
’ 玄~·’lill.W..E豆

．．‘、，

24 24 

昭和32年6月28日 6月29日

ニの効果額の発電所総工事費お

よびダム工事伐に対する割合（！工

事貨の比較的明縫な11例で算出す

ると第 9表のごとく，発電所総工

事貨の29%，ダム工事貨の78%に

達していゐ。

ニの効果古f(iの絶対他について

（二，異論もあろうが計算されない

24 

効果も併せ与えゐと，発電専用ダ

ム（よ国上総合開発的な而で ， 非＇ii~’

に大ぎな貢献をしている ニとは明

｜僚であろう c

2-1-1 治水効果

発屯用ダムの民的0)lつ（よ，洪；j(

項 目

女l9表 発屯専用ダムの治ノ:k.平Jjノ主 ・砂防 ・道路i!JJf!:額

効果額 発＇16'.所総工事費 ダム工事 'ft
If聖円J l,670{¥J：円に対しC%J 630i：百円に芦すし（%）

122 7 19 

220 13 35 

117 7 19 

33 2 5 

492 29 78 
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来
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時の水生貯え，渇水時に補給するニとにあるので，原則的には洪水調節機能を持って

いる。ただ発電専用であるため，洪水調節用ダムのように完全な洪水調節を行な 7こ

とは期待できない。

しかしながら，発電用ダムの洪水実績を18ヵ地点358個の記録：こっL、て調査すると，

平均して最大流入量の35～40%をカット レCL、ることになり，相当程度の調節能力を

発揮していることが認められる。

発電用ダムの洪水調節効果を前記の18ヵ地点の実績について，洪水調節用ダムの効

果算定方法に準じ試算すれば，有効貯水量 lm3当り 8円の治水効果となる。したがっ

て発電専用の l,000万m3以上の有効容量を有するlfi＇水池で治水効果の期待できる倒所

42ヵ所32億m3に対 L, 8円／m3の治水効果額を乗ずれは，建設費相当で 260億円近い

ものとなる。

2－ト2 1司j水効果

治水効果の項で述べたとおり ，発電のみを目的としたダムも，洪水期の水乞貯溜

L，渇水期には発電出力維持の，どめそれをj次流しているので，かんがL、用水，工業用

水などの確保の目的にほぼ合致すゐものである。工業用水や上水道用水（；；：，年間の渇

水量を基準にして計画されるので，ダムによる渇水期の放流により水資源の利用が著

しく増加する。

既設の発電用〆ム22例について，過去l0ヵ年中の渇水第 2年（l0年未潜の場合は最

近の最低）の流況より 276～365日の90日聞の流入流出量の差すなわち調整量乙有効容

量の関係を調べてみると，iまlま直線的相関関係にあるニとがわかゐ。

すべての発電用貯水池が工業用水などに利用できるとは限らないが，地域産業促進

の方向からみて将来はかなり各地に工業用水需要が発生するものと考えられるので，

概念的に将来，利水上に利用される可能性のある既設発電用ダムを選び出すム全部

で49ヵ所全貯水量約30億m3となる。これから前述の相関関係を使って試算すると，利

用可能となる水量は64｛室、m3／年にも達する。

アローケーション改訂来日立工業用水の原水単価は， l.O～2.0円／m3になる といわれ

ているので，かりに原水単価を 1円／m3とすれば，64億円／年，建設費相当で 700億円

近い利水上の効果がある。

2-l 3 砂防効果

水源より河口まで水系一貫としての治水計画における砂防工事は，七砂生訟の抑制！

と流送土砂の調節によって河状を安定させ，土砂による河川災害を防止するにあゐ。

ニの砂防工事を目的によって分類すると，上砂の生産を直接止めるための 「直接工

事」と生産されて流下する士砂を貯砂L，まに，ニれを一時抑留調節してド流：二流 F

させるための「間接工事」とに分けられるc

発電用ダム（立，堆積土砂を考慮し，調整容量に相当の余給を見込んでいるので，そ

の果たす役割は貯砂効果としての間接て事に該当すると考えられる。
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全国の既設発電用；lムの堆積上砂量（立，通商産業省の資料：こよれば，昭和37年現在

約3.3(:¥!rn3で，このうち有効分2.43倍、rn3(74%）について，建設省の砂防ダム事業投入

基準100円／rn3を乗ずると砂防効果額は243億円となる。

2ート4 道路効果

水力開発は山間僻地の場合が多いので，そのために建設される工事用道路，旧道路

よりよくなる付替道路などによって，輸滋賀の軽減，時間の短縮，土地木材等の値上

り，生産流通物資の質的価格的変化，観光価値の増加入口，雇傭の増加，市場圏の拡

大など直接間接に非常二大きな効果がもたらされるが，これら（れ、ずれも不確実，未

知要素が多すよて定量的に算出することは困難であるため，ここではつぎの考え方に

より効果額を算出した。

( i) 了ー事用新設道路で公道となるものはその工事費の3/4

(ii) 付替道路：こ対する効果は旧道よりの拡幅分について（けと同じ3/4

（皿） ( i〕伝よび（ ii〉について，林道の場合はその林道工事貨の1/2

を効果とみなした。

これら、立，国県道工事あるいは林道工事に対する国の負担基準あるいは補助基準を

効果と入なしたものである。

最近建設された地点ならびに計画中の地点のうち代表的な13ヵ地点について，試算

した結果は道路効果額として45億円となり ，これは発電所総工事貨の 2% に相当す

-Q。
2-2 国際収支に及：ます効果

わが国の経済成長の重要な要素吃ある国際収支の改善のため；二も水力開発の及ぼす

効果（！.非常に大きい。

通商産業省の第 4次包蔵水力調企による経済的包蔵水）Jの年間発生電力量は 1.300

f.~kWhである。これは重油 3, 120万KL（昭和39年度の国内総叛光量lこ相当）の燃焼によ

り生ずる電力量に相当し， この重油を輸入するためには，3.75億ドノレが必要である。

このうち，現在の未開発水）Jの年間発生電力量は600f~:kW h ·Cあり，これを全部開発

すれば， b五年 l.72（：昔、ドノレの発電用燃料油の節約となる。

わが国の外貨の保有高の伸びが好調時においても 2～ 3("§I：ドノレである点から」言える

と，前記の数値（立無視できないものであろう 。

2-3 圏内経済への波及効果

水力開発が投資の段階で喚起する有効需要は直接関連産業の生産活動を刺激すると

ともに，さらに間接的に他の産業部門の生産をも波及的に誘発する効果がある。これ

らの投資によって直接間接に誘発される全ての生産額やそれによってもたらされる所

得額などを把握することができれば，当該投資の経済政策上の意味を検討する手掛り

が得られる。

ここでは，このような意味で水力開発の波及効果を産業主主関分析を用いて数量的に
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把え，これと諸公共投資および火力開発投資の波及効果とを比較検討する。なお，比

較検討にあたっては，わが国経済政策の長期的目標である「国民生活水準の引上」と

「所得格差の是正」ならびに短期的な政策的要請である「景気刺激」の観点、を基準と
、J島、」，＿。

2-3-l 電源開発投資と諸公共投資との比較

現在の不況の大きな原因は供給力過剰にあるとされており ，景気刺激策と しては需

要喚起策に重点がおかれ，公共投資がその中心をなしてL、る。

ここでは公共投資について，公共事業（道路，河）｜｜）電信，電話および公共投資全

体（公共事業，公団，国鉄，電々 ，中央政府，地方政府，公営企業）のそれぞれの波

及効果を把え，それとの比較で，主として景気刺激の観点から電源開発投資（水力開

発投資そのも のについては的硲な資料がないので近似的な ものとして電源開発投資を

とった）の波及効果を評価する。

波及効果の計測結果は第10表のとおりで，電源開発と公共投資とはほとんど差がな

く，それぞれの特長をあげれば，電源開発と電々は生産活動刺激（総生産高）の面で

ややすぐれ，公共事業などは雇傭促進の面でややすぐれているといえよう。したがっ

て，生産活動に重点をおく景気刺激策をとる場合：こは，電源開発，電々に投資した方

がやや有効である。これらのことは，電源開発投資が景気刺激の観点からみれば，諸

公共投資にまさるとも劣らない波及効果を有することを示しU 、るものである。

2 3-2 電源開発投資における水 ・火力の比較

電源開発における水・火力の選択はいうまでもなく ，電気事業経済面からみたメ リ

第10表 諸投資の波及効果

－~~！竺｜ 電源開 発 l 公共事業｜電信電話｜公共投山
265.7 243.4 257.8 253.4 
(100) (92) (97) (95) 

国民総生産 ｜
93.0 90.2 88.9 90.0 

(100) (97〕 (96) (97) 

国民所得
78.2 77.4 74.9 77.0 

(100) (99〕 (96〕 (98) 

勤労所得
37.5 38.9 37.3 38.5 

(100〕 (104) (99) (103) 

輸
l l. 9 9.9 1 l.6 9.5 

(100) (83〕 (97〕 (80〕

軍 1信 者（人）！
l 4,450 l 4,600 14,490 15,210 
(100) (101) (100) (105) 

（注） I) 建設省計画局において昭和35年産業連関去により計測したものに基づいて作成した。
なお補償費なと・波及効果をもたない分を除いた投資額のみについての計測である。

2) 投資100億円当りの波及効果である。
3) 括弧内は電力を100とした場合の指数である。
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ットの比較により行なわれてL、る。しかるに，国民経済的な問題として把える場合に

は，電気事業経済面以外の役資効果をも考慮しなければならないニととなる。 ニこで

は，このような意味モ，水力および火力投資によるそれぞれの波及効果を比較検討し

た。

国民経済全体ならびに地域経済についての波及効果をそれぞれ計測した。地域経済

のそテツレとしては四国地域（ 4県） と宮山県全採用した。

計測結果は第ll表のとおり e三，全国台でみた波及効果（二水）J投資の方が火力に比べ

総生産高において大体間程度であるのを除ぎ，全般的に相当すぐれている。また，地

域内ではさらに差が大きく水力（士火力のほとんど 2倍近く の波及結果を示してお 11,

水力の方がはるかにすぐれていると評価できるであろう c

第ll表 水・火力の波及効果

（単位億円j

＼ 水火力全 同｜問 国 富山県

~J ！水力 1火力水力 1火力｜水カ ！火 ）J項目

総生産高
247.5 260.a I l 32.3 l 19.6 134.8 i l 31.0 
(100) 〔l同｜ (100) (90) (100) (97) 

国民総生産 I 
83.2 68.2 44.6 ! 25.6 45.0 28.0 

(100) (82〕 (100〕 (57) (100) I (62) 

国 民所得 i 72.3 I 23.4 4 l. l I 25.3 
(100) (80) (100) (56) (100) : (62) 

勤労 所得
35.5 27. l 20. l l 0. l l 9.7 l 0.6 

(100) (76) (100) (50) (100) (54〕

輸 入
9.5 27.9 44.7 73.6 ! 46.2 I 68.0 

(100) (294) (100) l (164) ' ( 100) I (147) 

題 傭（人）
l 5,540 l 0,960 9,580 4,630 9,880 5, l 10 
(100) (70) ! 〔100〕｜ (49) I (100) ' (52) 

産出係数（%）｜
70 61 : ？？ 85 104 I 82.5 

(100) (87) (100〕 (86) (100) (79〕

（注） l) 投資100億円、·~j りの波及効果である。なお，括弧内は水力を100とした場合の指数である。

2) 投資構成のモデル（t，水・火力とも代表的発電所（水力は守’ム式 火力l士重油専焼式）各l,'t!."!. 
を用いた。

3J 産業連関表l主，全因。ニついては「35年全面表J, 四悶については c35乍四国産業連関表J，富山県
については；－35年富山県~業連関表」をそれぞれ用いた。

4) 全閣の場合τ 火力機農の同按輸入額の総工事費中に占める書lj合を 17.7%としている。これは昭和
39年電源関発基4；計薗における.W:i由専焼火力の継統および新規着工，1占：こついての総工事費中にJ
める外貨払工事費の比ヰtである。

5) 四閤および富山県の場合，水 火力いずれの場合にも電疎開発に直接世要な一般機陵および電気
機賊は全て非競争的に移愉入するものとして計測した。

6）産出係数＝旦基盤主~－
必要資本

7) 同氏総生産および同氏所得欄の国民を四国については域内，富山については県民主，鮪入欄の輸
人を，間同および宮山：ニついて：t移輸入とそれぞれ娩みかえるものとする。
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:¥rk気刺激の観点、からはもわろん， IJiJ民生活水準の向上などの経済政策の基本的ll

標，さらに地域開発促進の観点からも波及効果はでき ゐだけすぐれているニとが翠ま

しし水力投資のこのような経済政策的観点からλた優位性は改めて認識されるべき

であろう。

なお，水力投資の波及効果を評価すゐ場合電気事業経済的に同価値を有する火力投

資に比べ水力（士約 2.5倍の投資を要すゐニとを考慮すれば，水）J投資の現実の波及効

果（之上述の場合よりさらに大きくなゐ。ま，三， 7）（力開発：二財政投融資がなされるム

公共投資と呉fより，その投融資が起動力となって民間資本を誘引 し，その結巣全体と

しての需要誘発効果ないし佼及幼果は当該財政投融資の人の数倍にもなることが予想

されあc

景気刺激策として投資の促進が必要た場合には，以上のようた点も見逃し得ないーξ

あろう。

3. 水力開発の促進対策

;KJJ発電（土 ！ー、ヲまでも，.~く l吋内循環資訪日であり，エネノレギ一政策上からみると，電

力の最も安定した供給源と して，石炭と同等以上の価値含有すらものである。さらに

石炭のl'!il内生産（主将来の増大する電λl供給に対して多くを期待でぎないことなどを勘

案すれば，水力｛之毎年少なくとも 100万kW程度の開発が望まし L、。

水）J発電の開発可能量：二ついては，通商産業省の昭和31年から 4ヵ年聞にわアニる発

電単独開発の観点からの第 4次包蔵水力調査があるc これによれば，最大出力約3,500

万kW，年間発生電力量1,300{¥!,kWhの包蔵水）Jがあり，このうち現在までに開発された

ものは約 l,500)jkW, 700億 KWhであゐから，未開発包蔵水力：主2,000万kW, 600億kWh

となる。

しかし， Aよ開発の 2,000万kWについては現時点の発電経済から人る乙開発可能な地

点は非常に少なくなってさてし、る。これは水力が有利な地点から順次開発され，残さ

れた地点！主奥地化 して主にニと，繍償't'iが増大したこと，な どにもよ ゐカに その後の火

力発電技術の急速な進歩ならび’二重油燃料の；急激な値下りによるものが長も大きな理

由と考えられゐ。

したがって，残されfニ2,000万kWの開発を促進するためには，電気事業者ヵ：新技術

の採用合煎化などによって建設費の低減に努力すべきニとは当然であるが，政府（立安

定エネノレギ一政としての水力の必要'VktJ:らびに水力開発の国民経済的効果にかんが

み，水）J開発に対し，その困上総合開発的性協から，ニれらを総合開発として推進す

る方法，エネノレギ一政策七の重要性その他から財政的措置を行fょう方法ならびに補償

のi歯止な解決ノケ法，・r考慮す乙ニとが必受Cある。

6-1 総合開発の促進

今後の水）J開発を総合開発として推進してゆくためには，まず政府（主総合開発的観
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点から，治水，農業用水，上水道，工業用水などを加味した発電言1・爾町二ついてV念、に

調査し，その具体化：二努めゐべきである。

ニのため，全国の河川についC第 5次包蔵水力調査として，総合開発的観点から包

蔵水力を再検討する必要があら。

6-2 7.K力開発：ニ対すゐ財政措置

氷）Jを総合開発として開発しても，それが経済性lこ見合わ，1：い場合および他部門が

先行投資となりその負担が得られない場合，水力開発：二対し，経済性の限界を越えゐ

分について政府が財政的措置を行なう必要がある。

残存包蔵水力2,000万kWのうち比較的経済性の高L、1,000万kW程度について検討して

みゐと，発電単独で開発する場合，発電経済上からみれば，総て事貨の約80%程度ま

でが負担限度と推定される内ニれより類推すれば妓存包蔵水）J2,000万kWについての

負伺限度はおよそ70%程度と考えられる。今後これらの水力を総介開発として実胞す

ることにより他部門からの負担が得られゐとその経済性，k維持すーらfニめの不足額l~ 30 

%よりさらに減少するものと考えられあ。

水力開発の公共的な役割からλて，政府がその不足額について財政措置を行なうこ

とによって残存包蔵水力 2,000万kWの開発が可能となり，エネノレギ一政策の耐のみな

らず，国民経済：二及．ます影響，国上の開発白ニ及（主す効果，国際収支の改警など同家的

な投資効果（主非常．二大き．、ものと L、える 0

6-3 補償の適正化

補償U：，道路河川などの公共事業．こついても大きな問題となっており ，政府は土地

収用法およ：Y公共用地の取得．二関する特別措置法の制定，補償基準の作成なと‘に努）J

してきた。さらに水力開発に関して昭和38年11月「電源開発：二伴う慣失補償基準」合

通商産業省：こ机、て作成し’二。

しかしながら，水）J開発におけゐ補償額は現在では総工事貨のうち平均10～15%を

占めゐ h二至って対り ，補償費の増大と補償解決の長期化が水力開発をI~l害する大きな

要因となっていゐ。

水力開発における公共補償法県市町村など地元の注文も多く，必ずしも卜分適正に

解決されて t 、ると（れ、 L 、得~（l、面もある。

水力開発は電力需要：ニ合わせて実施しなければならないニと，また民間資令で餅j発

することなどにより，短時日のうちに補償を解決する必要があゐのC，土地収用法に

よらず，地元との直接交渉；こより解決しているようである。す，tιわわ，J二地収用法は

裁定までに相当の日時金要すること，また，地元感情として，裁判にかけられ，あた

かも被告席‘ニ立たされるがごとき処分を最も嫌うからであら。

一般補償，公共補償のほかz 最近問題になっている「新戸」の問題（補償令を月＂＇ 1

として水力開発の水没不定地に新しい家を建てる こと）がある。

したがって，政府：士，今後の水力開発を促進するためには，つEの事項を災施すべ
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きであゐ。

( i ) 公共補償については，水力開発の重要性にかんがk，その適.iE化を強力：こ指

導するニと。

（且） 一般補償．二ついては，土地収刑法が谷易にかつ短時日に適用で主るよう検討

すること。

(iii) 「新戸」 の問題にっし、て（；！：，iuJ川法にお；十る河川予定地の指定（河川法第56

条）のごとぎ，電源開発予定地の指定なと。の制度について検討する こと。

（豊島 科学技術庁資源調査会水1J小委民会安員長，電発フライアッシュ社長）

(/<Iii本 科学技術庁資源局，噂門職）
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