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「人文学フィールドワーカー養成プログラム」調査報告

はじめに

　第１次大戦期は電力産業にとって大きな転換期であ
った。地域分散的な供給体制が広域的な供給体制へと
変わり，火力発電主体から水力発電主体の電源構成と
なった。資金調達は自己資本中心から社債・借入金な
どの外部資本化が進んだ。電灯中心だった需要は電力
の割合が大幅に増え，社名も電灯会社から電力会社へ
と改称されていった。こうした転換過程については多
くの研究や電力会社の社史でとりあげているが1），需
要の電力化については研究も少なく，特に地域形成や
個別産業に立ちいった分析が少ない2）。
　本稿は中部地方を対象に，第１次大戦期に起きた電
力化の展開を検討するものである。中部地域の電力転
換をリードしたのは名古屋電灯社長の福沢桃介であっ
た。福沢の事業ついては，木曽川開発やダム式発電の
導入，大阪送電や外債発行などを多くの研究や文献が
取り上げてきたが，彼が名古屋地区で進めようとした
需要造成活動（以下名古屋事業という）については断
片的な形でしか取り上げられておらず，福沢の事業と
して総合的にとらえられることはなかった。
　本稿では，福沢が豊富な水力電気を活用してどのよ
うな施策を推進し，どのような事業を展開したかを探
る。それによって，この時期名古屋地域（名古屋電灯
供給区域）の産業が水力電気に支えられながら発展し
たことを明らかにしたい。

１　名古屋地域の電力構造 

──福沢桃介の電力構想──

⑴　電力過剰から電力不足，そして再び電力過剰へ

　明治末期，名古屋電灯は，名古屋電力の合併（明治
43年10月）によって長良川発電所（4,200kW）と木曽
川発電所（7,500kW）の２つを有したことで供給過剰
に苦しんだ。名古屋地域にはこれに対応する需要がな
かったからである。この供給過剰は第１次大戦ブーム
のなかで解消されていった。そればかりか，石炭価格

の高騰による電力転換が進み，一気に供給不足に追い
込まれた。
　名古屋電灯は当時水力13,650kW，火力4,600kW，
合計18,250kW（大正６年上期時点）の供給力を有し
ていたが，需要勃興を背景として新規に見込まれる需
要は，契約済13,306kW，謝絶し難いもの4,924kW，
確実な需要が予定されるもの10,683kW，合計
28,863kW3）に達していたのである。名古屋電灯は応急
対策として①串原仮発電所の建設，②熱田火力の増
設，③木曽川発電所の放水落差の活用，④東洋紡知多
工場の遊休火力の予備力化を進めるとともに，木曽川
での水力開発を急いだ。すなわち大正６年３月の賎母
発電所（16,300kW）の水利許可をはじめ，同年11月
には寝覚・桃山・須原・大桑・読書の５地点，
123,800kWの許可も得られ，これによる供給力は14

万 kWにも及ぼうとしていた4）。再び電力過剰の恐れ
が出て来たのである。

⑵　福沢桃介の電力構想

　水力発電の増加という新しい情勢の中で，名古屋電
灯をリードしたのは社長福沢桃介であった。福沢桃介
は名古屋電灯の枠組みを超える新たな電力供給体制
（福沢の電力構想）を目指した。それは次の４点にま
とめられる。
　第１に，水力開発専門の会社として木曽電気製鉄の
設立であった。同社は名古屋電灯から木曽川・矢作川
の水利権を譲り受け，新規事業として電気製鉄事業を
目指すとともに，電力の卸売を推進した。第２は，周
辺電気事業を合併して電力の受け皿として体制整備し
た。大正９年から11年にかけて17社を合併・買収し，
名古屋電灯は岐阜，豊橋，奈良，美濃，尾北，知多な
ど名古屋周辺から遠く関西，九州地域までを供給地域
とする広域的な会社へと変貌した。この２つの流れは
後に大同電力と東邦電力となって５大電力の一角を占
めるに至った。
　第３に，需要面では大阪送電が推進された。有利な
水力地点を持たない大阪地区は深刻な電力飢饉に陥っ
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ており，木曽川で開発される電力の受け皿として期待
された。大阪送電は当初無謀と批判されながら実行に
移されていった。そして第４に，本稿がテーマとする
名古屋地区での需要造成活動（名古屋事業）が展開さ
れた。福沢構想はこのような４本柱からなっていた。

⑶　水力発電と電化

　中部地域は，石炭から電力への動力革命の影響を最
も強く受けた地域であった。中部は北海道や九州の産
炭地から遠く，産業の高度化，重化学工業化には不利
であった。このため，交通の要衝であり，濃尾平野を
擁する恵まれた立地条件にありながら，木材，窯業，
七宝焼，織物等の軽工業中心の産業構造を持ち，重化
学工業面では立ち遅れが見られた。しかし，大規模水
力の開発と遠距離送電技術の発達とは，産業的に辺境
であった中部地域を一躍産業の中央に変えた。木曽川
を中心とする水力開発によって豊富な電力が約束され
たばかりでなく，開発された電力は販売先を求める供
給圧力が強かったからである。
　水力発電の増大は２つの影響をもたらした。第１

に，石炭価格の高騰によって蒸気機関から電力への動

力源のシフトが起きた。従来自家用火力（燃料：石
炭）で賄われていていた電力が，電力会社からの受電
に切り替えられ，しばしば「煙突征伐」と呼ばれた。
大規模な水力開発には巨額の資金が必要で，個別工場
ごとに水力開発を行うことは困難だったからである。
　第２は，水力の拡充は調整能力の確保という要請を
伴った。特に河川の有効利用を図るため，渇水位での
利用に代わって平水位での利用が一般的になり，これ
によって需要が低下する際の調整用需要の確保が大き
な経営課題となった。この対応策であるダム式水力の
開発には立地上の制約があり，また巨額の資金が必要
であった。多くの電力会社では不需要期の需給調整用
に電気化学工業や電気製鋼事業を経営した。
　このように，大戦ブームを受けた需要増に加えて自
家用からの切り替えや調整用電力の要請が電力化をも
たらし，「大戦後の10年間，電力産業は主導産業の機
能を発揮し」5）産業構造の変化，産業の高度化を推し
進めたのである。（図　電力化の構造参照）以下，福
沢桃介の主導した中部地方における電力化の展開を具
体的に見ていく。
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２　水力電気による需要造成

⑴　電気鉄道事業──郊外電気鉄道の発達──

　第１次大戦期は電気鉄道ブームをもたらし，市内電
車に加えて，都市間の高速輸送を担う郊外電車を発達
させた。郊外電車事業は水力発電事業の発達に支えら
れながら発展していったのである。
　名古屋電気鉄道の場合，大正11年８月，市内電車
事業が市営化された後，新たな事業領域として一宮
線，犬山線，小牧線など郊外電車の延長拡充を進め
た6）。それに要する電力は，自家用の火力発電ではな
く名古屋電灯からの受電を選択した。受電を補完する
水力発電計画も検討されたが，実現をみなかった7）。
また名古屋・瀬戸間を結ぶ瀬戸電気鉄道は，小規模な
火力によって電車運転を行っていたが，大正２年２月
名古屋電灯からの受電に切り替えた。
　福沢桃介は，国鉄東海道線に並行する東海道電気鉄
道8）を計画した。まず岡崎・豊橋間に免許を得ていた
尾三鉄道（未着工）を買収し，東海道電気鉄道として
新発足（大正８年９月）させ，さらにこれを東西に延
長する予定であった。しかし資金提供者であった安田
善次郎の暗殺（大正10年９月）によって方向転換し，
愛知電気鉄道と合併した。今日の名古屋・豊橋を結ぶ
名鉄名古屋本線である。
　愛知電鉄もやはり福沢系の会社であった。明治43

年11月に設立され（当初は知多電気軌道），知多半島
に路線を引くとともに沿線地域への電力供給を兼営
し，大正３年８月には福沢桃介が社長に就任した。愛
知電気鉄道は必要な電力を名古屋電灯などに全面的に
依存していた。このほか美濃電気軌道も福沢系の鉄道
であった。同社は名古屋電灯から電力の供給を仰いだ
ばかりでなく，路線拡張や電車事業の合併に当たり資
金面でも名古屋電灯の協力を得ていた。

⑵　紡績事業──自家用から購入電力へ──

　名古屋地方の主力産業であった紡績業は，自家用火
力による電力化がはかられていたが，石炭価格の高騰
や大戦ブームに因する事業拡大のなか受電への切り替
えが進んだ。紡績業の電力化は自家発電所からの電力
転換を伴いながら進展していった。
　明治末から長らく過剰電力に苦しんでいた名古屋電
灯では，大正３年４月，東洋紡と交渉して電力需給契
約を結んだが，供給価格は１kWh0.9銭という破格の
安値であった9）。また東洋紡知多工場の有していた自
家用火力は名古屋電灯の予備火力（1,000kW）用に譲

渡された。
　名古屋電灯では紡績工場の誘致にも努めた。日清紡
績は福沢桃介がかつて専務取締役（明治40年１月～
43年４月）を務めた会社であった。福沢は宮島清次
郎ら同社幹部に名古屋への進出を働きかけ割安な価格
での電力供給を約束した。これを受けて同社は「名古
屋港から山崎川を利用して直接荷揚げができるという
第１条件の海上輸送の便利な好適な土地」10）（呼続町大
字豊田，約５万坪）を選定し工場を建設した。また，
六郷村大字大幸（現東区）に立地をめざした鐘紡も
「電灯会社の福沢一派」の積極的な働きかけによるも
のであった11）。

⑶　電気製鉄製鋼事業──調整力の確保──

　名古屋電灯では余剰電力対策として電気製鉄・製鋼
事業を推進した。先に述べたように需給調整を行う需
要の確保が必要だったからである。
　第１は電気製鋼所の設立である。大正３年10月，
海外視察から戻った寒川恒貞に「君，名古屋電灯には
今水力が５千キロ余ってゐる。１キロ５厘でもよいか
ら此際何か利用法を考へて貰い度い」12）と福沢が命じ
たのが発端であった。寒川は海外で得た情報を基に電
気製鋼の企業化調査を開始し，大正４年10月熱田火
力の隣接地で工場建設に着手，大正５年８月に電気製
鋼所を設立した。社長には下出民義（名古屋電灯副社
長）が就任し，合金鉄や工具鋼を生産した。同社は電
力の不足時代，福島町（長野県）付近に自家用水力発
電所２ヶ所を有する福島工場を開設した（大正８年２

月）。
　大正７年９月には木曽電気製鉄13）が設立された。木
曽川で開発された水力電気を使って本土中央での製鉄
事業を目指すもので，本格的に稼働すると４万 kWの
電力使用が見込まれていた。名古屋港６号地に大工場
を建設する計画を立て，手始めに５号地に工場（現築
地テクノセンター）を建設して操業を始めたが，戦後
不況で鉄の需要が低迷し，技術的な問題も生じ結局製
鉄事業は断念された。同社は木曽電気興業と改称して
電力卸売中心の会社となり，大正10年２月には大阪
送電・日本水力と合併して大同電力となった。製鉄製
鋼設備は大正10年11月分離されて大同製鋼が設立さ
れ，さらに大正11年７月，電気製鋼所の設備を譲り
受け，大同電気製鋼所（現大同特殊鋼）となった。
　また電気製鋼事業と関連の深い事業として東海電極
製造14）が設立された。電炉用の黒鉛電極，炭素電極等
の製造を目的に大正７年４月に創設され，同年11月
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に御器所村（現昭和区）に工場を設けて操業を始め
た。福沢側近の寒川恒貞が社長，福沢桃介は相談役で
あった。

⑷　電気化学工業

　電気を原料とする化学肥料，カーバイド，ソーダ工
業などの電気化学工業は，調整用需要として多くの電
力会社が推進した新規事業であった。名古屋電灯に関
連して設立されたのは東海曹達15）であった。大正５年
４月南武平町変電所に隣接して東海曹達工業所を試験
的に立ち上げ，試行期間を経て同年12月に東海曹達
株式会社が設立（資本100万円）された。社長は福沢
桃介の長子福沢駒吉で，南区西築地４号地に6692坪
を得て工場を建設し，苛性ソーダや晒粉などを生産し
た。
　昭和3年12月，同社は姉妹会社として昭和曹達を設
立，南区昭和町（７号地 ) に工場を建設し，操業開始
とともに東海曹達を閉鎖した。電力は，福沢系の水力
会社である矢作水力（社長：福沢駒吉）から供給を受
けた。矢作水力もまた関連会社として矢作工業を設立
するが，両者は後に合併され今日の東亜合成となって
いる。

⑸　電力関連産業の発達 

──セメント事業・電機機械事業──

　大正７年，電源開発用のセメント供給を目的に福沢
系の事業として名古屋セメントが設立された。工場
は，名古屋港東部，山崎川沿いの６号地に１万坪を得
て建設された。製品は愛知電鉄臨港線を通じて運搬さ
れ，また山崎川の艀によって名古屋港駅や熱田駅に運
ばれた16）。同社は大正11年８月に佐賀セメントとと
もに，同じ福沢系の豊国セメントに合併されている。
　また，電力と関わりの深い電気機械工業の発展も見
られた。大正７年３月に高岳製作所が市内高岳町に設
立され17），変圧器・断路器など静止型重電機器の国産
化を目指した。また同じ大正10年１月，電気機器製
造を目的に三菱電機が設立され，大曽根に用地を買収
し名古屋地区に進出した。両社の進出に，直接的な名
古屋電灯の働きかけは確認されないが，名古屋におけ
る電気事業の発展を踏まえた進出であった。

⑹　東名古屋臨海地区の地域開発事業 

──福沢桃介の夢──

　名古屋港５号地，６号地には，木曽電気製鉄，昭和
曹達，豊国セメント，誘致した日清紡など福沢系企業

が次々に立地した。福沢桃介はここを一大工場地帯と
して発展させる夢を描いていた。
　これら工場誘致・企業立地と併行して地域開発事業
が進められた。１つは大正９年３月に設立された福沢
系の名古屋桟橋倉庫会社18）である。尾張徳川家の所有
地を買い受けて，道徳公園，旅館泉楽園などの事業を
含め，道徳新町に人口２万5000人規模の市街地造成
を目指した。隣接地域に立地した三菱内燃力（現三菱
重工），大同電気製鋼，東邦電力名古屋火力などへの
住宅供給も視野に入れた事業であった。
　隣接して流れる山崎川は，幅35間に拡幅され堀川
につなぐ運河構想が進められ，「木曽電気製鉄付属地
並ヒニ山崎川両岸ニ新開セラルヘキ工場地ト名古屋港
トノ間ニ水運連絡」19）を目指した。山崎川沿いには倉
庫群が建設される予定であった。大正７年11月，代
表者福沢桃介名で内務大臣宛に申請が出され，名古屋
市議会の副申も得ていた。

３　結　　論

　本稿では，東海地区での水力電気が産業に及ぼした
影響について検討し，名古屋地区の電力化，重化学工
業化が水力発電を１つの要因として発展を遂げたこと
を示した。またそこに福沢桃介の地域戦略を見てき
た。水力発電の発展は，中部の産業地図を大きく塗り
替えていったのである。
　第１は既存産業の高度化である。紡績業では，従来
の蒸気機関に替わって水力電気による受電への切り替
えが進められた。電力会社では低廉な価格で電力を供
給し産業電化を推進し，ときには紡績会社の火力設備
を自社の予備設備として引き受けた。電気鉄道事業で
も水力電気に支えられながら郊外電気鉄道を発展させ
ていった。郊外電鉄は安価な電力価格を前提に拡大
し，設備の高度化や近代化が図られた。
　第２に水力電気の増大は電気を原料として使用する
新規事業を生み出した。電力需要が低下する際の調整
用需要を確保するため，電力会社自ら電気製鉄・製鋼
事業や電気化学事業を推進した。電力業は電気を利用
する重化学工業のインキュベーター（孵卵器）であ
り，大正期に植えつけられたこれら新規事業は昭和期
に入ると大きく発展を遂げた。
　第３は企業誘致活動で，低廉豊富な電力供給を一つ
の要因として，東西からの企業進出が続いた。福沢は
自らの働きかけによって，日清紡績の南区への立地を
実現した。また，名古屋電灯では，大阪の企業誘致を
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行うため，藤本ビルブローカーとタイアップして積極
的に企業誘致を推進した20）。鐘紡大幸工場やアルミニ
ウム生産をめざす「日本軽銀」（後に撤退）21）も誘致さ
れて生産を行った。電力業の発展に呼応して高岳製作
所など電機メーカーも進出した。
　第４は名古屋港東部の臨海工業地帯の開発である。
愛知県が造成した名古屋港東部の５号地，６号地，７

号地には，木曽電気製鉄，名古屋桟橋倉庫，名古屋火
力発電所，豊国セメント，昭和曹達など福沢系の事業
が集中的に立地した。同地域をぬって福沢系の愛知電
気鉄道が走り，大江・東名古屋港間の延長も実施され
た。５号地・６号地の境界となる山崎川の運河計画も
福沢桃介を代表者として申請された。東名古屋臨海工
業地域の開発は福沢の夢であった。
　これら福沢系の会社は「電華会」22）を結成し一大コ
ンツェルンの形成も可能であった。しかし，福沢の進
めた政治路線が市民や財界の反発を買い，結局福沢は
関西電気の社長を辞し（大正10年12月），名古屋事業
から撤退した23）。その間，一時木曽川運河計画を構想
し，岐阜県笠松を中心とする工場計画が策定された24）

が，これも福沢の病気で計画だけに終わった。福沢の
進めた名古屋事業のいくつかは1930年代に本格的な
重化学工業の発展に結びつき，中京工業地帯形成の礎
となったのである。
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１） 「『五大電力』体制の成立と電力市場の展開⑴～⑶」（橋本
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ーボン65年史』昭和58年12月
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