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経 済 学 研 究 35-3
北 海 道 大 学 1986.1 

「総資本(独占)の共同利害」論と国家所有

ー一一電力国家管理一一戦後九分割をめぐって一一

中村太和

生産の社会化の進展に対し，資本主義生産様

式はその内部に自己否定的契機を内在化させる

ことにより対応せざるをえないが，エンゲノレス

はそれを株式会社一一トラスト一一固有という

形態でとらえていた。その内容は「社会的」所

有の展開と生産の「社会的」規制機構およびそ

の主体的担い手の形成ということであり，その

極限的展開としての固有を担う国家は「資本主

義的生産様式の一般的な外的諸条件を，労働者

や個々の資本家の侵害からまもるために， フ守ル

ジョア社会が自分のためにっくりだした組織」

= r観念的な総資本家」として把握されてい

た1)。

このようなエンゲルス的理解を基礎に， これ

まで固有は「総資本(独占段階では総独占)の

共同所有J= r階級的共同利害」の遂行として

規定されることが一般的であったが， r共 同 所

有Jr共同利害」の内実については少数者によ

る所有として資本主義的私有のー形態であると

いう抽象的な本質規定ですますか，利潤率低落

法則への対応あるいは個別資本と総資本の利害

の対抗と調整という形で取上げられるだけで，

「共同所有Jr共同利害」の内実そのものを階級

的な意思形成のメカニズムとその実体，国家的

意思決定，政策への上向，そこにおける労働者

階級への対応もふくめた「国民的利害」へのイ

1) F.ェγゲルス『空想から科学へJI(国民文庫)105 
ページ。エンゲノレス「社会化」論の理解について
は拙稿「エンゲルス『社会化』論と国有規定」和
歌山大学『経済理論』第206号を参照されたい。

デオロギー的統括という問題をもふくめて具体

化する課題は十分に果たされてこなかった。「国

家論ルネッサンス」のもとで政治学的ナブロー

チからは一定の成果が公表されてきているが，

経済学的アプローチおよび両者の統合について

は今ようやく始まった所というのが現状であろ

う。

その課題を果たすには当然具体的な産業固有

化，国家管理の分析が前提となるが，当該部門

の国民経済に占める位置，利潤率，企業経営分

析とともに，それを基盤として展開される個別

資本，財界，労働者階級の利害の対抗関係と共

同関係，諸利害の調整における官僚層の相対的

独自性という問題に焦点が合わされていくであ

ろう。本稿においては，階級的諸利害が複雑に

錯綜し，それゆえに国家総動員法，ポツダム政

令といういわば超法規的手続により遂行された

電力の国家管理一一戦後九分割という歴史的経

緯の中から，支配階級内部の利害対抗関係と共

同関係，階級聞における一定の利害「共同」関

係を析出し， r総資本(独占)の共同所有Jr共
同利害」の内実を解明するための第一歩とした

L 、。

I 電力国家管理一一戦後九分割の経過と課

題の確認

〔電力資本による自主的再編〕

第一次大戦後，電気事業における資本集中が

進み，東京電燈，東邦電力，大同電力， 日本電
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力，字治川電気の五大電力が形成されるが，恐

慌による電力需要の停滞の中で電力販売競争が

激化し，財界，官僚をまきこんだ電気事業統制

の動きが具体化してし、く。昭和7年に三井，三

菱，興銀など金融団の斡旋により五大電力の協

調機関として電力連盟が成立する。連盟は金融

団に主導された五大電力の利害調整機関=不況

カルテルとし、う性格をもつが，金融団からすれ

ば不十分なものでで、あり将来的な競争排除のため

の「根本的統制」が求められていたわ

〔電力国家管理の展開〕

満州事変以後，軍需景気に支えられて鉱工業

生産，輸出は急速に回復していくが，それに対

応して電力需要も重化学工業を中心に拡大して

いく。またこの時期に共同火力を中心に火力発

電が大きく伸び水火力総合運転の必要性がまし

ていくが，箪部による生産力拡充の要請とあい

まって電力国家統制の気運が高まってL、く。昭

和10年12月内閣調査局は発送電事業の国営を内

容とする「電力国策要旨」を提示，翌年10月に

は「電力国家管理要綱」として閣議決定される

が，広田内閣総辞職によりふり出しに戻った。

近衛内閣永井逓相は問題を一挙に解決すべく各

界代表を網羅した臨時電力調査会を設置した

が，電力国家管理を主張する逓信省に対し，五

大電力は民有民営の立場から全国八ブロック制

案を対置した。最終的に逓信省案が小委員会で

は多数決，総会では採決せずに閉会という形で

強行され，昭和12年12月「電力国策要綱」とし

て閣議決定されたo 翌年 3月電力関係四法案が

両院を通過し，昭和14年4月日本発送電株式会

社が成立する。

〔日本発送電の成立と配電統合〕

日本発送電は出力 5，000KW以上の新規水

力と 10，000KW以上の火力，主要送電線と変

電設備をもっ特殊会社として成立したが，昭和

15年に異常潟水と石炭不足による電力不足が生

2)連盟顧問池田成彬の統制論については， 田村謙次
郎『戦時経済と電力国策』産業経済学会， 昭和16
年， 638ベージを参照。

じ電力調整令がしかれる。政府は電力統制を強

化すべく第二次国家管理として，既存水力の日

発への出資とブロッグ別配電統合からなる五法

案を準備した。財界，電力資本は強く抵抗した

が，政府は難行が予想される配電管理法案につ

いては国家総動員法によるものとし，発送電管

理強化にかかわる法案のみを議会へ提出した。

第一次，第二次出資により日発は発電設備の 8

割を所有し，配電統合とあいまって全国的独占

供給体制の基盤に支えられた電力国家管理がこ

こに完成した。

〔戦後再編成と九分割〕

戦後再編の突破口を聞いたのは日本電気産業

労働組合であり，昭和22年9月一社化，社会化

を内容とする「電気事業社会化要項」を発表し

た。集中排除指定をうけて日発，九配電はそれ

ぞれ再編計画を提出するが， 日発案は発送配電

の全国一社化と国家管理，配電案は民有民営に

よるブロック別発送配電一貫経営を目指してい

た。 24年11月電気事業再編成審議会が設置され

本格的な検討が進められるが，複雑な利害関係

を反映して答申は九ブロック別一貫経営と電力

融通会社の新設という多数案と九ブロック別一

貫経営とし、う少数案の二本立てでなされた。答

申に対し GHQは多数案に強硬な反対を表明，

政府は少数案を基礎に法案を国会へ提出したが

審議未了となり， 25年11月ポツダム政令により

電気事業再編成令，公益事業令が公布され，翌

年 5月九つの新会社が発足した。

以上のような電力国家管理一一戦後九分割の

経過をめぐ、る主要なポイントを摘出すると， (1) 

恐慌後の販売競争，電力紛争に対し，財界，官

僚の介入により電力連盟が成立するが，財界に

とってもそれは不十分なものと見なされていた

こと。 (2)生産力拡充という軍事的要請に対応す

べく電力の国家統制が進められていくが，その

主要な推進クソレーブは軍部，官僚であり， 日発

一一九配電の統合という形で全面的な国家管理

体制が確立したこと。 (3)国家管理に対し五大電
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力は強硬に反対し，金融団，財界も基本的に反

対であったがゆえに電力国家管理は複雑な経過

をたどり， とくに配電統合は最終的に国家総動

員法により実現されたこと。 (4)戦後再編は GH

Q の支持をうけた九配電のブロック別一貫経

営案と日発，財界，官僚の支持をうけたブロッ

グ分割プラス電力融通会社案との対抗を軸に展

開されたが，前者を支持する園内グループは少

数派であったがゆえにポツダム政令による強権

的再編が行われたこと。 (5)電産労組の社会化案

は官僚統制の撤廃と社会化という点で日発案と

本質的な差異をもつが，形態的にはほぼ同ーの

企業形態が提起されていたこと。

以上のようなポイントをふまえつつ論点を次

のように整理しよう。 (1)支配階級内部における

基本的な利害対抗関係一一軍部，官僚の利害と

電力資本，財界の利害との対抗関係。 (2)支配階

級内部における部分的な利害対抗関係一一電力

資本内部の利害対抗関係および電力資本と財界

の対応の差異。 (3)支配階級の本質的な利害共同

関係。 (4)階級内の利害対抗関係と階級聞の利害

「共同」関係一一戦後再編をめぐる日発，財界，

官僚の利害と配電， GHQの利害との対抗関係

および前者と電産労組との利害「共同」関係。

(5)電力国家管理の歴史的評価と「総資本(独占)

の共同利害」。

11 支配階級内部における基本的な利害対抗

関係

資本主義社会における支配階級は経済権力と

しての資本家階級とその政治的，軍事的代表と

しての政治家，官僚，軍人により形成される。

支配階級として彼らは本質的に利害共同関係に

あるが，現実具体的な個々の問題については資

本として利潤原理に直接的に規定されざるをえ

ない経済的支配階級の利害と，それから相対的

に自律性をもっ政治的支配階級の利害とは状況

に応じて一定の対抗関係をもたざるをえない。

電力国家管理をめぐ、る電力資本，財界の利害と

官僚，軍部の利害との対抗関係を当時の経済情

勢とそれに対するそれぞれのグループの認識と

かかわらせて明らかにしておこう。

〔国家管理推進派の論拠とその背景〕

電力国管の主要推進グループは軍部およびそ

れと結んで国家卒新を行おうとする新官僚であ

ったが，彼らの意図をその後の電力国管の道す

じを規定した内閣調査局「電力国策要旨」に見

ておこう。「ー， 電力国策の要諦は一言にして

言へば低廉且豊富なる電力の供給を図るに在

り。……二，之が為に採る方策として，発電及

送電事業は之を国家管理即ち国営の下に置き，

配電事業は大体に於て従来の如く私営又は公営

たらしむることとする。…一三，電気事業の技

術的且経済的特性に基き電気資源の経済的開発

と合理的なる送電網に依る全国的供電組織とに

依り各地の需要を綜合し各地の発電を合成し，

以て需要と供給との均衡を得しめ設備の完全な

る利用を期するに在り J3)0 

電力国家管理が要求されるに至った基本的な

背景は，戦時経済への移行に対応する「生産力

拡充」とその基盤としての電力問題の解決一一

豊富低廉な電力供給の要請であった。満州事変

以後鉱工業生産は急速に拡大するがとりわけ金

属，機械，化学の比重が増大し，それに対応し

て電力需要も大きく伸びてL、く。昭和 8 年~12

年に合計で1.67倍となっているが，金属3.75倍，

化学2.25倍，機械2.15倍であり，それら三部門

の割合は29.8%から47.0%へ大きく増大してい

る(表1)。

電気料金については全体として大容量発電設

備の増大に対応して低下していくが，大都市と

比較して中都市，農村部の料金がかなり割高で

あり料金の不均衡が存在したこと，総事業者

9，216のうち1， 00OKW以下の事業者が 9割を

3)電気庁『電力国家管理の顛末』日本発送電株式会
社，昭和17年， 12~14ベージ。なお「電力国策要
旨」の執筆者奥村喜和男の資本主義認識について
は『電力国策の全貌』昭和11年， 79ベージを参

照。
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属(化学!機
昭和 8年 258，718 562，361 

9 500，995 773，117 

10 676，661 825，413 

11 876，989 1，033，190 

12 969，658 1，267，462 

(契約KW数)

械[合
147，944 3，255，736 

203，064 3，818，056 

229，997 4，178，086 

286，923 4，899，377 

317，795 5，434，148 

29.8% 

38.7 

41.5 

44.8 

47.0 

問 / 昭 8 3. 75f* 1 2. 25 2. 15 1. 67 

逓信省電気局編『第34回電気事業要覧』昭和18年， 136~137ベージより作成。

表 2 電気力別事業者数(昭和10年)

5OKW未満 150KW叫 100円上1
500円上lLOOOVUMOOEro，oo習合計

&023 
1 

1，即
1

1，悶 609
1 

508 
1 

108 
1 

143 
1

仏216

『第28回電気事業要覧』昭和12年， 1702~1703ベージ。

占めるなど構造的な問題点をかかえていたの

(表 2)。農村部における高料金，小規模事業者

の広範な存在は五大電力にとっては独占利潤を

確保する基盤であったが，電気事業の徹底した

合理化を進めようとする者から見れば抜本的な

再編を必要とする問題であった。

第二の要因として共同火力の発展による水火

力総合運転一一全国的統制の要請と電力資本に

よる自主的調整の失敗と L、う事情があった。炭

価下落により火力発電の比重が増大し(表 3)， 

昭和6年の関西共同火力を皮切りに各地に共同

火力が設立されていくが，水火力総合運転，共

同火力は地方的，個別企業的枠組みをこえた全

国的な統制jを要請するものであった。それに対

し五大電力の調整機関たる電力連盟は内部に矛

盾をかかえ， これらの技術的要請に十分対応す

ることは出来なかった。新興の大同， 日電は事

業領域の拡大をはかるべく小売部門への進出を

はかるが，東電，東邦，宇治電の旧巨大資本に

阻まれ卸売部門に活動を限定されることになっ

4)大都市，中都市，農村部の電気料金比較について
は田村謙次郎，前掲書， 158~161ベージ，また電
気料金をめぐる構造的問題については信夫清三郎
『日本の独占資本主義・上」青木書庖， 昭和23

年， 270~273ページを参照。

表 3 原動力別発電力 (KW.I供給」のみ)

l* jJ l :kjJ l i'ì ~tl 火力の
水 力! 火力 |合 計

l i 比 重

昭和 4年11，289，0891 317，66711，606，7561 19.8% 

10年12，643，14611，170，24713，813，3931 30.7% 

『第初回電気事業要覧』昭和12年， 1710~1711ベージ。

た。両者の聞には需給契約，料金などの紛争が

たえず，財界の立場からしてもより強聞な統制

が求められていたし，軍事的要請をも負う軍

部，官僚からすればより明確な国家統制J=国家

管理の必要性が認識されることになる。

〔反対派の論拠とその背景〕

電力国管に反対する主要勢力は電力資本その

ものであるが， 日電社長，電気協会会長の池尾

芳蔵は推進派の論拠に対し次のように反論して

いる。 (1)日本の電気事業は発展しつつあり，料

金も世界的に見て高くない。 (2)農村電化につい

てはコストが高いのは当然であり，料金を下げ

たら農村工業がおこり生活が安定するというも

のではなし、。 (3)大規模送電線網については，国

土が広大で各都市に工業的特殊性がある国では

意味をもつが，日本においては必然性は小さい。

仏)将来の合理化は民営でも可能である九財界

5)電気庁，前掲書， 84~86ページ。
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表 4 電力会社の経営諸指標(単位:千円)

[収 入|利 益|利益/払込資本金

昭和 1年 762，766 279，331 11.4% 
2 763，561 279，540 10.4 

3 813，663 282，879 9.9 
4 885，239 301，899 10.0 

5 896，643 255，845 8.0 

6 876，850 227，061 7.0 

7 859，834 195，996 5.9 

8 920，633 183，099 5.2 

9 1，029，609 205，005 (3.6)* 

10 1，099，604 225，730 (3.8) 

11 1，205，733 289，413 (4.8) 

12 1，327，408 307，038 (5.0) 

13 1，436，313 323，386 (5.1) 

14 1，685，131 338，502 (4.9) 

15 1，898，936 376，713 (5.4) 

16 2，106，742 437，064 (5.8) 

*昭和 9年以降は利益/固定資産。

『第28回電気事業要覧』昭和12年， 1746~1747ベージ。

『第34回』昭和18年， 110~113ベージより作成。

では東京，名古屋，大阪の各商工会議所， 日本

経済連盟など主要な経済団体が反対決議をあげ

ているが，その内容はほぼ共通して所有権に反

し創意を萎縮させ産業界に不安を与えるという

抽象的レベルでの批判であったの。

電力資本の強硬な反対論を支えた背景は昭和

8年以降の電力需要の増大とそれによる収入，

利益率の上昇，負債整理と資産内容の充実など

良好な経営状態の出現であった。昭和に入って

以後電気事業収入は伸び悩み利益率は大きく低

落するが，昭和 8年以後の回復はめざましく昭

和16年にかけて利益金は 1億 8，309万円から 4

億 3，叩6万円へ増大している。借金整理による

自己資本の拡大，減価償却と社内留保の拡大に

より経営状態は大きく改善され，電力国管に対

し強硬な反対運動を展開する基盤が整えられて

いた(表4)。

6)軍部の経済統制思想、とそれに対する財界からの危
倶については， 加藤俊彦「軍部の経済統制思想」
東大社会科学研究所編『ファシズム期の国家と社

会 2~ 東大出版会， 1979年を参照。

111 支配階級内部における部分的な利害対抗

関係

資本家階級の利害は対労働者階級というレベ

ルで、は本質的同一性をもつが， より具体的レベ

ルで、の問題において，当該資本がいかなる産業

分野を活動領域にするかによって利害は異る

し，また同一産業分野においても資本力の強弱，

経営状態，傘下子会社群の存在，主要業務の内

容などによりその利害関係は複雑な様相をおび

る。

〔電力資本内部の利害対抗関係〕

電力国管をめぐる電力資本の対応は基本的に

は強硬な反対の立場で貫かれているが， より詳

細に検討すれば五大電力の中においても対応の

相違が見出される。日発設立時における出資と

最終出資を比較すると，大同は96.3%ときわだ

って高い数字を示しており，大同は日発設立と

同時にほぼ全資産をもってそこになだれこんだ

ことがわかる(表 5)。大同常務藤波収は早く

から電力国管に好意を示し逓信省嘱託にもなっ

ていたが，その聞の事情を次のように述べてい

るO 強制出資への対応として「大同は残存事業

を守り立てて副業に進出して行くことも出来な

いことはないが，それよりもこの際寧ろ，すべ

て挙げて譲渡し， 日本発送電の中に大聞を生か

して，発展的解消する方が得策であると考えた

ので私は強くこの方針を推進した。大同の事業

が電力卸売を主体としていたことが，かかる方

表 5 五大電力(直系会社をふくむ)の日発への出資
〈単位:千円)

|日発設立剛|合計倒 I(A)j倒

東電 140，389 I 651，369 I 21.6% 

東邦 40，630 I 171，019 I 23.8 

大同 118，182 I 122，706 I 96. 3 

宇 治 電 35，801 I 85，642 I 41， 8 

日電 100，672 I 276，292 I 36.4 

栗原東洋編『現代日本産業発達史 E電力』

昭和39年， 311ベージより作成。



1事86.1 「総資本〔季量点)の共:間約軍事J暴露&隊長支所有 中村 63 (429う

針を選ばせたともいえる了九

大間は餓売主体の議事業体であったが!日院大資

本により小売進出念践まれ，告患カ連盟という「カ

ルテノレ内部のアウトサイ〆…的存在JB) に甘ん

じていたが，資本カからしでも東電と比較して

払込資本金で35%，収入で30%，当簸純利益で

26% (昭和12年上期〉であった。

権をとれず小売分野への進出も践止された大関

とLては， 日発へなだれこむことにより発展的

解治安はかろうとしたのであり，役員人事にお

いて総裁に増留次郎，理事に 6名を送りこんでも

た。これに対し東電撃東邦，

寵は震言電部門の強化泳法かり，後の配電統合に

おいてそれぞれ新設の関東，中部，関酋既震で

とっていった。また卸売主体であるが

軽金繰などに有力小会社をもっB電は

し EI として存続をはか

ることとなった幻。 このように五大電力におい

て事業がかl主体か小売か，有力小会社務なもつ

かどうか，資本力の差異などにより国管に対す

る対応は異り，大関は積綴的に参加，小売主体

の経大資本は議議な反対という対F与をとるが，

として議力資本は鶴管?こ対して強い反対の

立場を貫いたといえる。

〔財界の対応〕

電気事業の範閥をこえた多様な利害領域をも

っ財界， 金議長部の対応は， き芸書長にも

饗領域とする電力資本のそれとは呉ってい

たo 電力臨管反対決議に見られるように後らの

基本的立場は置管反対であったが，それも条件

次第で、は必ずしも反対しないというものであっ

た。その条件は出資評議，社撲の元利保誌，艶

当保誌などで有利な条件を確保すること，

社から古守三官援を按除して主導権z'譲ることで

7)藤波収 と子主主H緩力新幸~j 1容級生手3
月号， 51ページ0

8)漆原東洋綴 E務代日本波数発逮史 盟 滋カ』現
代日本産業発途史研究会， 昭和39ゑ 283ベージο

れ鼠管に対ナる宝玉大電力の対応については三宅務燃
lfi3ヌドの滋気事業』者手秩払 1951私 191~1部ペ
ージ，築家東洋総，断J掲芸書， 320ベージを参照。

あった10)。

沼本経済藤盛， EI本工業倶楽部比昭和16年

3完に f電力統制に認する意見Jてと発表し

その内容は， 日発の自主化，獲さ窓会社のブロッ

ク別統合，発送需統制についての将来的処理，

すなわち日発の解体とブP ッグ別発滋龍竜一貫

ゐざすものであった。それは配電資本の

利容を色濃く皮挟したものであったが，財界内

部のみならず電気協会内部にもそれに畏対する

意晃があり，まとまった茨対趨動を展開するこ

とは出来なかった。財界の議鎮郷議之助も言明

しているように，財界主流および電力資本の意

見は基本的にブロック総統合であったが，

的な再編となると内部の科害は複雑，多様で，

統一的な自主的再綴は不可能で議ろった。[もし民

営大議裁会社が完全に連繋し，国民の納得する

統一運営ができていたならば，おそらく日本発

というものは出現しなかったで、あろう

と慈われる。ところが，金融資本家が中心とな

って， しても，

は一致寸るが，笑捕をする各織となると，こと

ごとく相反発して実効はずとしもあがらないも

のである。これが営利を筏告さとした私営電気事

撲の本賞であるJ1九

IV 支配階級の本欝釣な科欝共同関係

議力関管を推進した主製グノレーヅは官官苦，

部であり，財界p 電力資本は内部に複雑な利容

対抗関係をふくみつつ基本的に反対の立場であ

ったが，関管の実現過程を見れば，賛成するに

せよ反対するにぜよ，後ら支配階級内諾グ!lrー

プの利替は基本的に擁護されたことは明らかで

ある。具体的な郭益保証は以下のような形で行

われた。

(1)出資物件:の評師:日発設立紘その後の第

一次，第二二次出資，配電統合時における出資物

10)義務若年電力調主援会での財界代淡の発言については
199~213ベージを参照。

11) 出弟二芸~n詮界の電気著葬祭2 日本経済新聞社3 昭
和33年， 278ベージO
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表 6 t己資物件の審平価額， 言事僚主主(単位:千円J

評 価 主主

釘 発 設 立

富野…次出資

多喜二次浅草聖

書喜怒統合

9，800仕分5霊)

107，172 c1語調 2分)

57，856 (1劉4分}

5部，394(2苦手d8分)

三宅情輝「河本の電気幾多量~ 176. 186. 190ベージ。

イやの評儲額と評{関益は表6のようになってい

る。とくに配電統合の場合評髄額はとりわけ高

く，電力資本およびその背後にいる金融界の利

益は保設された。

(2)配当保証，社裁発有条件:

年聞にわたり，払込株金額に対

6分〉の配当が政府より保されるとともに，

払込株金の 3傍愛で社債せと発行することが認め

られた〔民弱電気事業者は 2僚，普通の株式会

社は払込株金額相当)o"fた社伎の元利支払いに

ついての政府保証もなされた。

(3)役員人事創立以来の日発役銭安見ると，

7名，東電6名，宇治議4名， 日常2名，

東邦 2名であり，韓、数42名中主主大電力は20名を

占め， 役員人事でで、2主伝導権を撞つたI均霊わ2

(ω4心)料金致策:臼発設立，翠電統合により

的な料金の均一化がすすめられるが，一般物備

の勝賞の中で議気料金はずえおかれ， とくに火

企業に対しては低料金で築中前な供給がなされ

た。このような低料金政策を支えたものは政府

による補給金であり，昭和15年から20年の間に

2憾7，472万汚の補給金および損失補助がなされ

たc 補給金は，電気料金を安くするためにその

国民一般に転援したに蟻ぎないものであ

るが，それにより産業界は安揺な電力供給をう

けるとともに金融界には6分配当が保設され

た13)。

(5)独占の強化:配電統合における五大電力の

12)幾康東洋編. lIIJ掲警， 312ベ … ジ0

13)具体的な料金激策については築家東洋綴， 前錫
議事. 348-352ベ山ジ， 三't;H務総前掲議， 213-
216ベ…ジを参照。

地位を見ると，艶電毒事業開定資産のうち関東部

8%，中部=東邦60.8%，関西口!日大見

日電，東邦39.8%，四国=東邦23.6%，

九州出東邦20.3~ぎな占めている。 800社主ピ9社に

統合することは，そこでの主導権合握っ

電力資本にとっては「歓速すべき経営権の

であり， 日発で主務権をとった大詩をふ

くめ r日発， 艇電会社のなか?こかれらはそれ

ぞれ人的および物的基礎をかため，国管合通じ

てこそより高次の数告をさえ確立したといえる

であろう J15)0 

創
刊の

・
鵠級階と係関抗対審利

係

の

側

関

・内

J

級

向
潜

共r
i
 

v
 

戦後の電力再編成比昭和23年 2Aの持株会

よる集中排除法指定を契機に具

体化していくが 4月には百発およ

社がそれぞれ再編成話題懇をと提出している。日

発案は， (1)日発と九配電をもってあらたに日本

電力株式会社を設立し，

ること。斡新会社な間家管理のも

とにおき，援要な建設計画，料金決定などにつ

いては，民主的に組織された電気委員会の決議

によることを骨子としていた。全間一社化の理

由については，一発化により寵額地帯と欝要地

帯の送譲渡繋， 7..Kカと火力の合瀧的毘置と総合

運転が可能となること，全菌総合的な電力探額

より適正な電力料金が設定可能であることな

あげている o

(1)悶有民営によるブロ γ グ崩発送

寵電一貫絞営とすること。 (2)経営は地区割独立

採算制とし料金は地医別原諮意義による

制とすることな骨子としていた。その理由とし

て，電気事業の競模は電源と消費の関連，地勢

などにより構成される電気経療関によって決定

14) JJI村者総治他
日本E霊祭縫座盗品ネノレギ

和35年， 127ページ。
15)楽原東洋縦，前掲童書， 320ベージ。
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iされるのであり，現在の九デロックはその条件

すと備えていること，念閥均一料金はむしろ

的な電力潮流を陸察して工業金産の能率を{長下

させること，各地域の需給不均衡は電力醸造契

約による自主的解決が可能であることなあげて

いる O

日発案合支持するグループは， 日

中心に，控室家管理回全国的経鋭機構の温存をは

かる官僚層，ブ口ック別分断により

電力供給が可能で、あるか議開をも

くに電護地機から離れた地域の〉であった。そ

れに対し，配電案を支持するグループは，

とりわけ鵠管以前に支配的地伎をど占

めていた東電，東歩s系の資本であったが，設ら

は日発分断を基本方針とする GHQの強力な

うけていたとはいえ，園内的な支持グ/レ

ヅは少数派であった。

具体的な得議戒をすすめるべく，昭和23年4

互に電気事業畏主化委員会が設鐙され， 10月に

答申がおされるが， 日発案と盟電案の望号協折衷

案であり，本格約な議論は GHQの掲示により

作られた電気事業再議成務議会によりすすめら

れた。

電力社長L工藤昭四郎

ー〔慶応大法学務教援)，

長)，水野成夫(髄策パルプ副社長)により構成

され，昭和25年z月に答申を行ったが，客車は

除く問委員が支持したさ三F草案と

の松永案のこ二本立てという異例の形でなされ

た。

の内容は，新たにブロック間九会社を

るとともに，分割による電力不足。料金

の地域的不均衡を是正するため， 日発設備の42

%を引継ぎ地減額の警護カ融通を扱う電力敷通会

社を新設ずるというものであった。松永霊長は，

九ブP ヅグ会社による発送怒常一貫経営をめざ

したものであり，1路三電資本の戦前形欝へのあら

わな復帰の意図を代表するものであったよiわ 0

16)同ヒ議， 385ページ。

ゅに対し GHQは三鬼議に強硬な反対を表現

したが， GHQは，労働運動の中心部数たる

i童労組の分断，電諜織と需要地の分額による火

力発電の拡大=アメリカ石油，電i機資本の利益

など多様な意E裂をもって日発言ピ分顕することを

としていた。政府は GHQの意向をう

けて松永案を基礎とする法案を第七間会へ提出

るが審議宋了となり，第九臨時欝会において

も議論は紛糾しついに伝家の宝JJポツダム政

令により電気事業蒋編成令，公益事業令が会布

された。

このような経過を見るならば，松永案=

案は財界主流の支持をえられなかったこと

認されよう。審議会において， ij(野委員は松永

案を「あまりにも記議会社の立場に立ち議ぎるJ

と説明し「今の配窓会社札労組に持されて停

トまでやられ，退職金の鰐題でも不当

ミ殺を抑しつけられていつも屈伏し他方公共事

の名を籍り，無理に金を借りて放穫な緩替を

している。その配窓会社の諸氏が電力 ま

でとってゆくのは認めがたLづと言明した17)。

日本綾業協議会(戦詩やの強要産業協議会〉の

、ものであり，とくに水力発

しい熊西財界の反対は強七大阪商工会

議所，関西経済連合会など四間体は共需で蒋編

成廷熊毛ピ提唱した松永業に対する間内支持

グル…ブが少数派であったがゆえに，戦後再編

成，九分割はポツダム政令による公布という形

をとらざるなえなかったのである。

日発，官療，財界対即寵資本という支配幣級

内の対立は， GHQの支持を背景に翠電資本の

勝おに終り，新会社の役員人事においても配電

資本が主導権をにぎった。九電力の取締役，監

査役総数114名のうち， 日発は20名 (17%)，配

溜は42名 (36%)であるが，出資は日発=30議

円，配電=42譲円で42:58となっており，

比率からすれば I~ 13発は割りた喰ったことにな

17)小滋震記 f松永安左品問の生涯JlI松永安左ェ門
{AJ 刊行会，昭和55年，飽きベージ。

18)同上書，鉛5ベージ。
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戦後手写繭成は支配欝級内の利害対抗欝係を輸

にすすめられたが，同時に見逃せないことは，

いもはやく再編成の突破口を開いたのは電気産

業労顔写努であり， しかも彼らの科書はー態では

B発経営紙官霊童，財界のそれと鵠じ仮tl聞なも

っていたことである。それはあくまでもカヲ

つきではあるが，階級鍔の利害「共;湾j欝係と

も呼びうるものである。

はやくも昭和21年9月に

霊気事業に対する官僚続舗の撤魔と

金関一元イじを要求しているが，翌年9月に

気卒業社会北婆項」として体系記された。その

(1)全悶一社花。 (2)公共会社(復称〉。

学識経験者からなる電力委

員会による重要事項決定。 (4)大衆による

業監査機関の設置であった。それは，官僚統舗

の撤湾と民主的統制という点で隠揺すところは

水質的に異るとはいえ，形態的には日発案とほ

ぼ陀じものであった。

怒和21年春までに日発，九配電のすべてに企

業部単一労組がつくられ，それらの共用闘争の

中から22年5JJに日本電気産業労働組合が結成

されるが，常気産業労難者の労働条件改善，

主化闘争は国管のもとで官僚統制のカベにぶつ

かるとともに，彼らの労畿条件および会社の経

宮状態はほぼI画一イとされ， とくにプール計算制

のもとで媛金額争も共謂闘争たらざるをえず，

産業別単一組織化は不可避でありしかも容易で

あった。もともと電気遺多誌においては各職場は

有機的関連をもちつつ中秘から統欝され，電力

需給，料金など全閥的関連牲が強いという性格

安もち，議気産業労{勤者は機械化の進展度から

しても高度な知識水準にある。しかも現実には

とブ…ノレ計算税のもとにおかれてい

た。このような性格が電気燦業労働者の組識性

(電藤労)，知識縫〈電産型資金体系)，政治性

19)向上議， 932ベージα

(電気事業社会化要項)をもたらしたのである

が，照時にそれは，国家管理と全霞…社化とい

う釘発案との形態的類似性なさ色み出す護基盤とな

ったのである。

電産労の全菌一社化という要求の背後にはみ

ずからの組織力強化という要請があったが，そ

の点に関するかぎり日発経営層，全欝釣一元的

統制!なめざす官僚j醤，九分舗による空襲カ供給体

制の不安定化に危燥をもっ財界の利害と一致点

をもっていたといえる。畏主的統領jについても

支甑層の諮護案のやにも言葉としては存在する

のであり， 府発案と社会化要項の類似性は

る電気事業の民主化と社

会イヒの理論的構成，ならびに実現の方漁が如何

に臨難なものであるかを逆に物語るものであ

るJ20
)。

VI 言霊力欝家管理の臆史的評儲と「総資本

〈独占〉の共同利害j

これまで晃てきたように，

製はさまざまな階級的科害の錯綜の中で遂告さ

れたが，岡管の歴史的評価はどのようになされ

「低廉農寓な電力供給Jという

されたかを見ておこう。霊

力霞管に負わされた課題の一つは，主要送電線

網の建設による電力の一元的議営であったが，

昭和註年からお年の関に全患で425kmの主要送

議幹線が敷かれ，間帯にニ震設備の撤去と系統

の盤聴が行われた。それにより東西の電力融通

は大きく進展し昭和13年撲に地帯間電力議選

は大河，日電， 来援三社累計で 3撞9900万KW

H (関東一機密)であったものが，昭和17年

9健831万KWH，昭和20年=10鰭2855万玄WH

し，昭和20年には中間一一九チHの連系に

より東北から九州に至る全勝約違系が確立し

た。また周波数の統一，記竜線の一元化も

れ，系統の漉系と電力潮流の改警については注

20 )栗原東洋綴，前掲意 376ページ。
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隠すべき成果があった21)。

他方議議額発については，昭和往年~初年

に呂発によりなされたものは水力で59万6290

KW， 火力で45万4000瓦W，合計 105万290玄W

であり，年平均にすると 15万KWの増加であ

った。この数字は，唱和 5~13年の年平均33万

KWの増加に対じ半分にもみたないoま

設備の増加出力についても同期i穏に水力 177万

3000KW，火力で45万却OOKW.合計222万6000

豆W，年平均で沼万KWのま議加であるが，その

大部分は民鰐会社の開発計騒がこの期に完成し

たものであった問。日発が独自に行った電波;開

発はわずかであり，機管の一つの柱であっ

寓な電力供給という課題については成果は全く

不十分であった。

もう一つの校である低擦な電力供給という課

、ては，先に見たように昭和14年以後料

金率の調整，務IJBtの統一が行われただけで突銭

的には料金は憧上げされていない。低料金政策

を支えたものは政府補助金であり，昭和15年 ~

20年に日発に対し 2擢7472万内が投入された

が，それはお特殊法人に対する各緩議給金，補

償金総計8鍛6883万丹の 3製を占めていた。

府補給金による低料金の維持と 6分 担 当

は，結局税金という形でその負担を霞民に綜嫁

したにすぎないものであったが，問時にそれは

日発言ピブールとする共向計算舗にi援を聞き，寵

霞料金の均一fじすえ:l'ò~による恕篭会社の収

支変fとはすべて日発の料金において調整される

ことになったJ日発言ピブール機関とする以上の

ような共伺計算舗は，事業経常の岳主役喪失，

電撃と市場との有機器結合た間害(全滋均一イヒ

料金と表裏の関係において〉し，結身主的にはブ

ノレからの分欝争いによる10社障の内部対立女

そそることとなった。戦時中の政府補給金制度

比一方で低料金政策の物釣基礎となっ

勉方ではブール計算への途を括主そのブール

した最後の段階で

21)向上察， 332~335ベ…ジ。

22)三宅情燃，前掲察. 211~212ページ。

あったJ2a)。

以上のような事実をふまえ，電力器管一一-戦

後九分郵の舷史的評羅を「総資本(独占〉

間科書j とのかかわりでまとめておこう。

は一般の商品生産に対し特殊な性葉を持ち，本

来的に技会化への館向を内在化させている。野

蔵不能による欝絵の即時性F ー最大幣要に対応

~供給設備の必要性は，電力企業に国定費の

賭題をひ~おこし，器類の電磁開発費ととも

独占化綴向を不可殺とすると問時に，電力は産

業，悶民生活の基盤をなし，計語的な驚灘開発，

水火力の総合利用，地帯関電力融通などにより

金隈的規模での規制が必饗となり，公益事業経

制という形での国家統制を不可避とする

もっている。戦前の滋本においてそれは議カ連

盟の成立〔昭和7年). 新驚気事業法(昭和6

年、穏究料金認可制と会計議準の統一，供給義

務規定)，電気料金認可議機(昭和8年，総括原

緒方式〕などの形で具体化していくが，電力は

「生産の一般的条件Jをなすがゆえに， 11阪民企

業，地域をこえた顕民経済レベルでの規制lを要

求するとともに，当該器内マの独占的諮潤j需の

篠保な追求する電力資本の科警と，殿窟抵譲な

環力供給を妻要求する電力消聖者とりわけ重化学

工業資本の利害との鵠に対抗関係香芝生み出し，

会益事業統制による霞気事業の規制=保護とい

う形で両者の利害韻整がなされる。

会議事業統制は護観z 霊長箇低廉な意義力供給と

電力資本の高科務保誌というご二律背反鵠

華客繁を本来的にもち，その謁整メカニズムがう

まく掛かなくなれば関有化ないしは密家管恕と

いう形で再調整がなされるが，戦前の臼ヌドにお

いては両者のう子j急対抗際係はいまだ十分に成

熟しておらず，電力資本，財界ともその呂揺す

ところはブ口ッグ別統合の推進と公議事業絞鱗

による両者の科書童話殺という方向で、あった。そ

の意味で電力国有化ないしは耀力霞管の経済的

条件は十分或熱しておらず，むしろ箪議事的要議

23)栗原東洋綴，言言掲書， 356ページ。
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を背景とした軍部，革新官僚の特殊利害が主導

的役割を果たす官僚統制の色あいを濃くおびた

ものとして電力国管は遂行された。しかも資金

調達上の負担軽減のため日発は発送電事業に限

定されて日発一一九配電という二重機構を残

し，大量の国家資金投入もプールからの分け前

争いに帰着した。戦後再編成が九電力のブロッ

ク別一貫経営体制として決着した主要な理由

は， GHQの強力な支援も大きかったとはいえ，

経済的矛盾が未成熟な中での官僚的=強権的国

家管理の限界の露呈とL、う次元で基本的におさ

えられるであろう。

そのような整理からすれば， 日本の電力国管

を「総資本(独占)の共同利害」を担うものとし

ての資本主義的国家管理の典型として把握する

ことには問題があろう。もちろん資本主義的国

家管理の本質からして，電力資本，財界をふく

め資本家階級の利害はさまざまな形で保証され

たことは当然であるが，あくまでも軍部，官僚

の狭い特殊利害が，電力資本と主要な電力消費

資本および金融団との合意を基盤とすることな

しに，あらわな形で「国家的」利害の形式をとり

つつ過程を主導した点に特徴がある。典型的な

資本主義的国有化，国家管理においては，財界

諸国体を媒介とした当該部門資本と主要な関連

諸部門資本との合意=抽象的な階級的意思形成

を基礎に，労働組合，国民諸階層の利害をも考

慮しつつ政治家，官僚によりそれが国家意思=

政策へ上向し，支配階級の特殊利害が「国民的」

利害の形式をとって具体化させられる。その意

味で電力国管は， 日本資本主義の特殊状況一一

後発資本主義としての特殊な蓄積様式の戦時経

済での発現一ーのもとで， I総資本(独占)の共

同利害」が歪められた形態で、実現したものとし

ておさえられる。




