
1 は じ め に

戦時期，とりわけ1939年の異常渇水発生から1944年末まで，戦時産業統制の一貫として実施

された電力消費規正により，民需用電力の使用制限と軍需産業への電力集中が推進されたこと

は，多くの先行研究が指摘する通りで
（1）
ある。
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ここで本稿が注目するのは，消費規正の開始とほぼ同時期に，「電力合理化」（「電力使用合理

化」，「電力消費合理化」とも，以下「合理化」とする）運動が活発化し，敗戦直後の低調期を挟み

つつ，戦後に継続された事実である。

戦時期の電力統制に関する先行研究は，発送電分野の分析へと傾斜しており，配電分野，特

に42年の配電統合以降に注目した研究は僅少で
（2）
ある。そして同時期における電力業の技術的改

善については，電力潮流改善による送電能率向上や地域間の電力融通，配電線一元化や資材節

約などの電力網整備が主要論点となって
（3）
きた。

それゆえ消費方法の「合理化」に関しては，消費規正の一環としての使用制限策とみなした

古典的研究の
（4）
評価が，今日まで残存しているといえよう。他方で，需用者側における電力統制

への技術的対策に関しては，太平洋戦争後半の軽金属・化学両産業における技術交流の重要対

象であった点こそ指摘されたが，同時期に至る対策方針の変遷に関しては，ほぼ未検討に終わっ

て
（5）
いる。

しかし消費規正はあくまで電力の配分調整と，奢侈・不急とされた需用への供給制限という，

いわば消極的施策であり，一旦配分された電力の効率的な使用は保証しない。電力供給を生産

増大に繋げるには使用法の効率化が不可欠であり，電源開発が制約された戦時期には特に重要

性が増すと考えられる。また，消費「合理化」の内実検討に際しては，対象を供給者側・需用

者側，片方の動向に限定せず，双方の施策とその関連に注目することが，戦時下での共同研究・

技術交流の進展を分析する上でも重要であろう。

ただしここで注意すべきは，日中戦争勃発以降，電力供給が真に逼迫したのは1939～40年の

異常渇水時のみであり，その後は消費規正による一般需用への使用制限強化と，重要産業への

余剰電力活用奨励が，並行して実施さ
（6）
れた点である。すなわち戦時下の電力は，貯蔵不可能と

（1） 古典的代表例としては，栗原東洋編『現代日本産業発達史 3 電力』，交詢社出版局，1964年。
近年の研究としては，電気事業講座編集委員会『電気事業講座 第3巻 電気事業発達史』，エネル
ギーフォーラム，2007年，橘川武郎『日本電力業発展のダイナミズム』，名古屋大学出版会，2004年，
等が存在するが，両研究とも消費規正の実態に関しては，電力国家管理の失敗を前提とした軍需への
電力集中，との総説的分析に留まっている。

（2） 配電分野を対象とする近年の研究に，渡哲郎『戦前期わが国の電力独占体』，晃洋書房，1996年，
が存在するが，同書の主要関心は配電企業の経営状態変化にあり，消費規正の実態に関してはほぼ未
検討である。

（3）『電気事業発達史』，116―118頁。また管見の限り，中部電力電気事業史編纂委員会『中部地方電
気事業史』上巻，中部電力株式会社，1995年，をはじめ，各地方別の電気事業史も同様の評価を下し
ている。「合理化」運動の概括としては，加賀野井清志「電気使用合理化の経緯と今後に関する一考
察」最終回，『生産と電気』，第19巻7号，1967年，が存在するが，政策担当者による称揚的な事業経
緯確認の性質が強く，戦時下の運動実態と指導方針の変遷に関しては，ほぼ未検討に終わっている。

（4）『現代日本産業発達史 3 電力』，340―342頁。
（5） 佐竹康扶「太平洋戦争期における技術の『公開』・『交流』と工業所有権統制」，『技術と文明』，
第19巻2号，2015年，は両産業の技術交流状況を検討したが，分析の中心は報償制の問題と統制団体
内への技術討議組織の形成過程にあり，豊水期電力活用・電力使用効率改善等の問題に関しては，重
要議題の一つであった旨を指摘するに留まっている。
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いう根本的性質に加え，ベース電源たる水力発電の特質から豊水期には供給総量自体に余剰を

生じていた点で，他の重要資源と大きく異なっていたといえよう。

こうした観点から，本稿は同時期の「合理化」運動を検討する際，「合理化」の概念自体が

持つ多面的性格に注目する。同運動が戦時電力統制と密接に関連する以上，「いかなる使用法

が合理的か」の基準は，各産業の技術研究結果に加え，工業動員上の要請によっても大きく変

容せざるを得ないからである。

以上より，本稿は以下の二点に関し，戦時期「合理化」運動の性質と効果を検討する。第一

は，同運動がいかなる電力需給状況と電力政策，供給者たる電力産業の状況を背景として推進

され，それらの変動により，運動の重点的指導対象と「合理化」の基準がどう推移したかであ

る。第二は，需用者たる重要産業，特に太平洋戦争後半の大電力消費産業は「合理化」運動に

どう対応し，そこからどのような技術的教訓を汲み取ったか，である。

2 初期「電力合理化」運動の胎動と限界（1936～1939）

2―1 「電力合理化」運動の勃興と不振

本節では，消費規正の開始前に実施された「合理化」運動の目的と性質を検討する。まず注

意すべきは，同運動自体は30年代中盤から，一部電力会社により開始されていた点である。例

えば東邦電力は1936年に新興産業部を設立して需用者の作業方法・設備を改善指導し，資料の

作成・配布，指導者の養成，測定機器の充実等を
（7）

図った。ただし同部の活動は，電力消費量が

低下すれば営業成績も低下するとの理由から，社内の批判を受
（8）
けた。

また，東京電灯も1938年から39年初頭にかけて，営業活動の一環として「工場能率増進運動」

の名で「合理化」事業を展開したが，電力業者に加え需用者の一部からも「余計なこと」と批

判されたと
（9）
いう。

すなわち同時期の「合理化」は，産業合理化運動の流れを汲む顧客サービスの一環であり，

公的機関の援助や強制力はほぼ皆無で，需用者側の関心も低調であったといえよう。したがっ

て大部分の配電業者は配電設備の研究は実施したが，工場内製造設備による電力使用の実態把

握には無関心で
（10）

あった。

2―2 「電力飢饉」前における「電力合理化」不振の諸背景

「合理化」事業の低調さには，配電業者の消極性以外にも様々な背景が存在し，「電力飢饉」

（6）『現代日本産業発達史 3』，342頁。
（7） 中部配電社史編集委員会『中部配電社史』，1954年，303頁。
（8） 河津吉兵衛「工場電力合理化運動概要―その歴史と運動の方法―」『電力合理化』，第1巻5号，
1940年，8頁。

（9） 正親見一「電力合理化の盲点」『マネジメント』，第10巻9―10号，1951年，44頁。
マ マ

（10） 進藤武左エ門「電力の合理的使用方法」『電力合理化』，第1巻4号，1940年，9頁。
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以降，戦時工業動員の観点から批判を受けた。太平洋戦争中の逓信省の「合理化」担当者は，

第一の要因として，製品価格中に電力費が占める割合の少なさを指摘している。電気化学工業

でも30％以上となる場合は稀で，アルミ製造でも十数％，一般機械工業で数％程度に過ぎない

状況では，経営者は利用能率向上を重要視しな
（11）

かった。

こうした経営的無関心は，付随する以下の問題を生み出した。まずは機器使用者と製造業者

との緊密な連絡の欠如であり，使用者側が安全性重視の観点もあって過大容量の機器を購入し

がちな一方，製造者も生産現場における製品の使用状況に注意せず，工場設備の負荷率低下を

招いて
（12）
いた。

さらに，工場内での電気技術者の低い地位も問題であった。発送電・電機製造等の電気関連

企業を除き，工場の電気主任技術者は日常業務に追われて設備能率の増進や新技術研究の余地

がなく，発言権も一般に小さかった。そもそも主任技術者制度は電気事故の予防が本来の目的

であり，頻繁な電気設備の変更は，経営者と当の主任技術者の双方に歓迎され難
（13）

かった。

そして，研究者と生産現場の電力利用面での連絡・協力も不完全であり，電気製鋼・電気化

学・軽金属製錬等，新興の大電力消費産業では，生産拡大を重視するあまり電力利用効率を考

慮せず，電気技術者と冶金・化学技術者の共同研究も不足して
（14）
いた。無論こうした諸要因は，

日中戦争勃発直後までの段階では，工業生産上深刻な課題として浮上することはなかった。し

かし39年の「電力飢饉」発生に伴う消費規正の開始と共に，状況は大きく変化していく。

3 「電力飢饉」の発生と「電力合理化」運動の本格化（1939～1941）

3―1 「電力飢饉」の発生と「電力合理化」への注目

本章では，「電力飢饉」発生後の日中戦争下における「合理化」運動の性質と普及状況を検

討する。1939年7月以降，異常渇水に伴う広範な電力不足が発生し，各電力業者の自主的な供

給制限が行なわれる一方，40年2月からは，電力調整令を根拠とする消費制限が3月末まで強

制さ
（15）
れた。そのため家庭用電力は無論，電解槽・電気炉等の重要生産設備すら作業時間変更を

余儀なくさ
（16）
れた。

一方で逓信省電気庁による39年の「電力節約実施計画」では，表―1に示す諸対策が挙げら
（17）
れた。すなわち同計画をはじめ消費規正による電力節約は，使用時期の変更・分散によるピー

（11） 逓信省電気局「電気協同研究会『大口需用者の電力使用合理化』に関する座談会資料」（以下逓
信省座談会資料）（『大口需用者ノ電力使用合理化ニ関スル座談会関係資料綴』，1943年 東京大学社
会科学研究所所蔵，以下『座談会関係資料綴』）。

（12） 逓信省座談会資料。
（13） 逓信省座談会資料，通地暉一『工場動力節約法』，ダイヤモンド社，1940年，15―17頁。
（14） 逓信省座談会資料。
（15） 東京電灯株式会社史編纂委員会『東京電灯株式会社史』，1956年，173頁。
（16）「電力節約問題座談会」『産業能率』，第13巻3号，1940年，196―197頁。
（17） 電気庁「電力節約実施計画」『産業能率』第13巻3号，200頁。
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表―1 「電力節約実施計画」と40年度「電力動員計画」における対策比較

電気庁「電力節約実施計画」（1939年） 閣議決定「昭和十五（1940）年度電力動員計画」

電
力
節
約
対
策
概
要

① 不急産業用電力の新設拡張の見合わせ ① 消費規正の徹底

② 休日の分散 ② 需用の季節的・時間的な調節と余剰水力の活用

③ 始業・休憩・終業時間の分散 ③ 「電力ノ能率的使用」の国民への指導と浪費の抑制

④ 休憩時間の変更

⑤
工場設備・大電力消費装置のピーク負
荷時における使用休止

出典：「電力節約実施計画」，「昭和十五年度電力動員計画綱領」をもとに作成

ク負荷対策以外は，消費量制限と使用休止に終始し，使用制限に伴う生産力減少への対策はほ

ぼ皆無であった。電気庁の関心は重要産業への電力集中と，負荷平均化による停電回避にあり，

使用効率にはなかったのである。その原因として，そもそも当時の同庁は，生産現場の電力使

用状態に関し，調査・経験がほぼ未蓄積で
（18）

あった点が挙げられよう。

こうした状況を受けて39年9月，社団法人電気普及会内に進藤武左衛門（当時東京電灯営業

部次長）らを委員長とする地区別の「電力消地区別の費合理化委員会」が設立され，工場・家

庭における「合理化」方法の検討と，各電力会社間の連絡が図ら
（19）
れた。背景には，日中戦争の

長期化に伴い発電設備が新設困難な状況下では，消費規正のみによる電力需給調整は生産力の

低下を招来する，との懸念が存在
（20）
した。そこで消費効率の改善が，限られた電力量で最高度の

生産を達成する手段として注目されたのである。

同運動に対し各地方逓信局は，講演会の開催・斡旋と電力需用者の指導等を行なった。また，

40年度の電力動員計画でも表―1に示す通り，消費規正と並行した「合理化」対策が謳わ
（21）
れた。

しかし41年の逓信大臣による優秀工場表彰の開始まで，各逓信局の反応は消極的で
（22）

あったとい

う。

以上より，「電力飢饉」後の「合理化」運動は，電力需給改善と生産減少防止を両立可能な

手段として一定の注目を得たが，主として配電会社と逓信省の外郭団体により推進され，消費

規正に比べて同省の関与は限定的だったといえる。また，需用者に留まらず配電業者の中にも，

使用効率改善ではなく使用量・使用形態の制限としてのみ同運動を捉える傾向が，依然として

存在
（23）
した。さらに一応は逓信省の監督を受けながらも，同運動がいまだ各配電業者により個別

（18） 加藤鎌二発言，「電力節約問題座談会」，168頁。
（19）「彙報」『電力合理化』，第1巻1号，1940年，43頁。
（20） 東京地方逓信局『昭和十五年度関東地方電力消費規正実施状況』1941年，21頁。
（21）「昭和十五年度電力動員計画綱領」（石川準吉『国家総動員史 資料編第1』，国家総動員史刊行
会，1975年），540頁。

（22） 武石逗治発言「配電統制を契機とせる電力合理化新発足を語る座談会（一）」『電力合理化』，第3
巻5号，1942年，2―3頁。

（23） 伊藤奎二「電力合理化優良需用家表彰事業について」『電力合理化』，第2巻10号，1941年，1頁。
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的に実施されたため，各社は「合理化」を収益の減少要因とみなし，実施に消極的で
（24）

あった。

3―2 「電力飢饉」後の「電力合理化」運動における指導方針

では，同時期の「合理化」運動による工場指導では，いかなる問題が検討されたのか，東京

電灯が39年10月から41年11月まで三次にわたり行なった「工場能率増進運動」を例に検討する。

同運動の重点は，工場設備の是正促進と，一般的機械類の設置方法・使用方法の改善にあった。

第一次・第二次の運動合計で，指導工場の平均電力節約率は12．7％を示したが，不良個所は判

明しながら，資材不足で改善を完了できない場合も多かった。

特に問題視されたのはベルトの補修不良（三次合計で全体の31．5％）で，大部分は張力不足に

よるものであった。続いてベアリングの不良（同22．5％），シャフトの狂い（同13．2％だが，実際

は大多数の工場に不備が存在），注油（同13．3％），電動機の保守不完全（同6．8％）が指摘されて
（25）
いる。

ただし，こうした指導対象の中心は中小機械工場であり，大工場・軍需工場・大電力消費産

業ではなかった。また，特に運動の初期には一般工場のみを指導対象とし，余剰電力を重要産

業に優先配当したため，使用実績を基準とする電力割当制度により，一般工場では「合理化」

成績の良好なほど実績低下により割当量が減少する一方，重要工場では電力を濫費しがち
（26）

だった，という戦後の批判にも留意すべきであろう。

4 配電統制と「電力合理化」指導事業（1942～1944）

4―1 配電統制と力率料金制の採用

本章では，42年の配電統制を経て，太平洋戦争下の1944年初頭までにおける「合理化」運動

の指導方針を検討していく。39年の日本発送電株式会社（日発）成立による発送電事業統合の

時点では強制的統合を免れた全国の配電企業は，41年8月制定の配電統制令により，42年4月

設立の地方別九配電会社へと再編される。これにより各社の「合理化」事業は，逓信省の指導

下で方針が一本化され，規模を拡大させていくことになる。

進藤武左衛門（当時関東配電常務理事）は43年4月の段階で，統制後の配電企業の業務目標と

して，表―2に示す4点を挙
（27）
げた。すなわち，企業統合による事業者間競争の消滅で，配電業

の営業活動は，新規需用の獲得から電力の効率的配分へと性質を変化させ，主要事業として「合

理化」への注力が求められたのである。

（24） 武石逗治発言「配電統制を契機とせる電力合理化新発足を語る座談会（一）」3頁。
（25） 東京電灯株式会社営業部営業課『昭和十五年度工場能率増進実績』1941年，16―17，22―23頁，『東
京電灯株式会社史』，210―211頁。

（26） 鈴木清太郎「電気使用合理化の回顧と展望」『電力合理化』，復刊第1巻1号，1949年，12頁。
（27） 進藤武左衛門「配電事業の今後」『電気之友』，第900号，1943年，3頁。
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表―2 関東配電常務理事による，統制後配電企業の業務目標提示

① 豊水期電力の徹底利用

② 電力損失の減少

③ 電力使用の合理化指導

④ 電気工作物の整理と利用率向上

出典：「配電事業の今後」をもとに作成

表―3 41年度「電力動員計画」における「合理化」対策

昭和十六（1941）年度電力動員計画における「合理化」対策概要

① 豊水期電力・深夜間電力等，水力の活用による需用の季節的・時間的調節

② 電力の能率的使用・力率の改善・高能率電力消費機器の使用

③ 準備料金制の徹底等，時局に相応した電力料金制度の改革と不急産業部門の電力圧縮

出典：「昭和十六年度電力動員計画綱領」をもとに作成

表―4 「電力飢饉」前における力率条項未普及の諸要因

① 激しい事業者間競争の下で，電力会社は複雑ゆえに需用者が嫌う力率条項の採用を躊躇した

② 欧米と比べた電力需用密度の低さや送配電設備の容量から，力率問題は軽視された

③ 30年代後半まで，安価な蓄電器が普及しなかった

出典：「力率料金に関する調査報告（上）」をもとに作成

当時の電力政策を見れば，41年度の電力動員計画では，消費規正の徹底と同時に「合理化」

策として，「一定電力の最も有効適切な消費」の実施を目指し，表―3に示す諸対策が挙げら
（28）
れた。このうち配電統制により一応の解決をみたのは，力率改善のための電気料金の改革，す

なわち統一的な力率料金制の導入であった。

昭和初頭には，馬力数か総容量が電力料金の一般的決定基準であり，低力率機器の使用増加

は料金体系に反映されなかった。また大口供給契約に力率条項自体は存在したが，実際の力率

を反映した料金変動はなく，強制力は極めて弱
（29）

かったが，その背景には，表―4に挙げる諸事

情が存在
（30）
した。

日発の営業開始時にも，同社対各配電企業間の受給契約に力率条項は採用されなかった。し

かし既設電力系統を最大限に利用した電力動員のため，力率改善による送配電の効率化が強く

要請さ
（31）
れる。そして配電企業の統合で，統一的力率料金制が採用可能となったのである。42年

（28）「昭和十六年度電力動員計画綱領」（『国家総動員史 資料編 第1』），805―806頁，『大阪毎日新
聞』，1941年9月10日。

（29） 関東支部力率料金調査委員会「力率料金に関する調査報告（上）」『電気協会雑誌』，第264号，1943
年，12頁。

（30） 上掲，15―16頁。
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表―5 配電統制後の消費地における設備的「合理化」強化策

① 低圧蓄電器増設による力率改善
・44年3月までに85％の達成が目標

② 電力計測設備の増設
・各工場・単位作業場への計器取付けによる担当者の責任明確化
・単位生産量・作業量あたり電力量の正確な計測および消費の監視

③ 蛍光灯への移行

出典：「電気協同研究会『大口需用者の電力使用合理化』に関する座談会資料」をもとに作成

決定の料金制では，配電会社と日発からの直接受電者は，最低85％の力率保持が料金面で義務

付けられ，配電会社対需用者の契約もこれに準
（32）
じた。

一方で資材面から見れば，逓信省は消費末端での電力節約効果を，発電端でのそれの約5倍

と算定し，需用者側からの力率改善に期待をかけた。そこで表―5に挙げる3点が，「合理化」

に関する設備整備の要点と
（33）

なった。

しかし42年9月時点で，関東地方における蓄電器の普及率は高圧用が20．7％，低圧用も28．2％

と，極めて低率で
（34）

あった。日発が39年に立案した電源開発五カ年計画は，政府命令に小規模・

不経済な設備が多数含まれたこともあって進捗が遅れ，対米英開戦後は既設発送電設備の大規

模な補強・改良すら不可能になって
（35）
いたが，配電設備の改善に関しても，資材不足は深刻化し

ていたのである。

4―2 統合後の配電企業による「電力合理化」指導状況

43年中旬には，配電会社による工場診断の対象は，中小工場から大工場に移行していった。

これは，大口電力を消費する軍需工場・重点工場の方が節約可能な電力総量は大きく，化学工

業等の大電力消費産業は節約余地が少ないが，機械工業は生産力低下を伴わない節約・能率上

昇の余地がある，との判断に由来
（36）
した。中小工場指導を中心とする従来的方針からの転換とい

えるが，大電力消費産業への対策を軽視するなど，大戦末期の軍需省の方針とは，なお隔たり

が存在した。

では関東配電を例とし，同時期の配電会社の「合理化」指導状況を見ていこう。同社が42年

中に診断を行った工場は，上期（4月～9月）が1，544工場（設備容量32，262馬力），下期（10月～

（31） 上掲，16頁。
（32） 上掲，16―21頁。
（33） 逓信省座談会資料。
（34） 関東支部力率料金調査委員会「力率料金に関する調査報告（下）」『電気協会雑誌』，265号，1944
年，9―10頁。

（35）『日本発送電社史』第2巻（技術編），日本発送電解散記念事業委員会，1954年，13頁。
（36）『日本産業経済』（現日本経済新聞），1943年7月23日。
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翌年3月）が2，063工場（同59，833馬力）であった。これにより，上期には平均約21％の電力節

約，下期には100kW以上の大工場で一ヶ月平均生産量5．2％増，電力量節約8．4％，単位生産

当たり電力量38．9％の減少，中工場で生産量平均1．1％増，電力消費量11．9％減，単位生産当

たり電力量16．2％の減少，小工場で平均10％の電力量が節約された。

この結果を受けて関東配電側は，単位生産量当たり最低一割の電力量節約と生産時間短縮は

可能，との確信を得た。また「合理化」は単なる無駄の排除に留まらず，単位当たり電力量の

減少が目的であり，生産管理の一環として設備を改善すべき，との認識も，現場指導者に定着

しつつ
（37）

あった。

さらに44年の渇水期（1～2月）に同社は全機構を総動員し，重要工場に対し設備・作業方

法の改善を全面的に検討指導
（38）
した。同時期に計1，655工場（実地調査は563工場）が指導され，生

産量は10．5％の増加，単位生産量当たり電力量は18．7％の減少を遂げている。これは契約電力

1，000kW以上の工場の91．2％，同500kW以上の工場の89．1％を指導したことによる（ただし全

工場に対する指導割合は総計30．6％であり，中小工場の指導は依然課題で
（39）

あった）。また，電気普及会

と電気協会が統合して43年に成立した大日本電気会も「合理化」を一層推進し，「電力使用合

理化決戦記録樹立運動」を通じた平均2割の節約を計画
（40）
した。

ただし，こうした大規模な「合理化」推進計画は，過度に指導者間の競争心を鼓舞して指導

実績数を重視したあまり，かえって深く踏み込んだ指導を困難にした，と戦後に批判されて
（41）
いる。そして一般工場「合理化」と並ぶ課題は，日発から直接供給を受ける大電力消費産業に

よる時間的・季節的な余剰電力の消化と，ピーク負荷の平均化であった。

5 太平洋戦争下の重要産業における「電力合理化」（1943～1944）

5―1 ピーク電力の調整と豊水期電力活用事業

本章では，豊水期の電力活用，企業側の「合理化」運動への対応と不満，の二側面から，太

平洋戦争後半の生産現場における「合理化」状況を検討する。同時期のピーク負荷軽減・電力

不足緩和対策は，時間的移動・季節的移動の二点に大別され，前者としては，休電日の指定と

休業日の平日への移動，ピーク負荷時の電力使用の回避，深夜作業などが中心となる。43年に

軍需省は，昼間作業のみの負荷率は30～40％程度だが，充分な昼夜間作業により75～85％まで，

一部を昼夜間作業としても50～70％まで向上すると試算して
（42）
いた。

（37）『日本産業経済』，1943年7月14日。
（38）『日本産業経済』，1944年1月11日。
（39） 関東配電株式会社『電力使用合理化指導書 工場能率顧問改訂版』，1946年，272―274頁。
（40）『日本産業経済』，1943年11月27日。
（41）「電気使用合理化の回顧と展望」，12頁。
（42）「一八年一一月二五日局長会報」（原朗・山崎志郎編『軍需省局長会報記録』第3巻，現代史料出
版，1997年）226頁。
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表―6 42年度「豊水期電力利用強化計画」不調の諸要因

① 実施着手の遅れによる，工場側の準備不足

② 期間中が農繁期のため，帰農した労務者が多かった

③ 不十分な厚生施設により，労務者が深夜作業を嫌った

④ 事業対象者の多くは平時から豊水期の負荷率が高く，強化余地が少ない

⑤ 指定工場が200以上に及び，優遇措置が困難

出典：「電力利用強化期間の実績と之に対する検討」，『昭和18年度豊水期電力利用強化経過報告』をもとに作成

表―7 43年度豊水期電力活用事業における計画品目とその選定条件

選定条件 品目

① 原単位電力消費量 特 殊 鋼
合 金 鉄
製 鋼 原 鉄
軽 金 属
硫 安
硝 酸

カーバイド
石 灰 窒 素
セ メ ン ト
ソ ー ダ
研 磨 剤
電 極

② 所要労働力

③ 作業熟練の必要度

④ 生産設備の余裕

⑤ 季節的な操業調整の容易さ

出典：『電力合理化指導書』，「豊水期電力利用強化対策ニ関スル件」をもとに作成

後者については，豊水期（4～6月）の余剰電力使用と同時期への生産集中による，渇水期

の生産減の補填が中心で
（43）

あった。同対策は先述の40年度電力動員計画から検討されていたが，

具体的な実施は対米英開戦後であった。42年には企画院・逓信省により「豊水期電力利用強化

計画」が立案され，指定工場への資材・労務・輸送の確保を企画し，低率な電力料金設定によ

り利用増加を図った。しかし同年度の利用成績は良好といえなかった。理由としては準備不足

による資材・労務の不備が大きく，表―6に挙げる諸要因が指摘さ
（44）
れた。

こうした失敗を受け，43年度の豊水期電力活用事業は，中央・地方に連絡協議会を設定し，

前年度末から準備を推進した。計画品目も，表―7に挙げる諸条件で選定された12品目に限定

し，指定工場も100に制限，他は低率料金のみ適用する慫慂工場に留
（45）
めた。

しかし操業を調整可能な範囲は，産業別に大きく相違した。機械操作設備や熱処理用電気炉・

小容量特殊鋼炉・合金鉄炉・電弧式カーバイド炉などは，起動停止による原料損失も僅少であ

り，余剰電力活用や広範囲の負荷調整が容易だった。しかし再起動に人員と時間を要し，運転

停止時に原材料損失や事後処理が伴う大容量電気炉や水溶液電解槽，溶融炉電解槽などは，運

（43） 逓信省座談会資料。
（44） 伊丹治雄「電力利用強化期間の実績と之に対する検討」『電力合理化』，第3巻7号，1942年，11―
12頁。日本発送電株式会社営業部『昭和18年度豊水期電力利用強化経過報告』，1943年，2頁。

（45） 大日本電気会『電力合理化指導書』，1944年，30―31頁，軍需省「豊水期電力利用強化対策ニ関ス
ル件」，1943年（原朗・山崎志郎編『軍需省関係初期資料』，現代史料出出版，1997年），169―170頁。
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転中の負荷調整を小規模に留めざるを得なかった。特にマグネシウム電解は約10％，アルミ電

解は数％の調整が限界であり，合金鉄・カーバイド産業でも電圧・電極・原料投入速度の調整

が煩雑なため，負荷調整を嫌う工場は少なくな
（46）

かった。

同事業の効果を見れば，43年4―6月を合わせ，前年度比で指定工場は約2億2，000万 kW時，

慫慂工場は4，400万 kW時，計2億6，400万 kW時と，期間内の3割に相当する余剰水力を消化

した。また産業別に見れば，硫安が計画を100％達成し，アルミ，合金鉄，ソーダ，研磨剤等

も良好な成績をおさ
（47）
めた。

しかしカーバイド・石灰窒素工業の成績は，電炉故障の頻発から極めて不良と
（48）

なった。前者

における原因は，原料炭の質的低下を理由とする炉底の残留灰分増加により，従来通り高品位

品を製造すれば炉底と電極が短時日に上昇し，成績低下と操業不能をもたらす点にあった。

化学工業統制会カーバイド増産協力会は対策を協議したが，負荷率低下の根本原因は低品位

炭使用にあり，炉底上昇・熟練工不足・原料破砕の困難さに伴う電極上昇等の要因から電圧を

下げざるを得ない，と報告している。すなわち，高品位品の製造強行は電炉の寿命短縮を招き，

電圧と負荷率の低下を避けようとすれば品位低下を来たすという矛盾が生じて
（49）
いた。

またソーダ工業においても，補修資材不足により，豊水期に酷使された設備が補修できず，

その後の減産をもたらした事例が少なくな
（50）

かった。

以上より，操業調整による豊水期電力活用を通した「合理化」は短期的増産にこそ貢献した

ものの，産業によっては強引な操業による期間終了後の減産，あるいは原料の質的低下による

生産効率悪化への対応困難，等の問題をも抱えていたといえよう。さらに同運動は44年度にも

実施されたが，同年度後半から電力需用が減退傾向に転じ，上半期のみで打ち切ら
（51）
れた。この

需用低下という問題は，後述のように戦争末期の「合理化」運動に大きな方針転換をもたらす

ことになる。

5―2 企業における「電力合理化」運動への対応と不満

次に，「合理化」，とりわけ操業調整による豊水期・深夜間電力の活用に対し，大工場はいか

なる対応を示したか，1943年の報告書から検討していく。まず日立製作所日立工場の場合，「正

（46）『電力合理化指導書』，32―33頁。
（47）「豊水期電力利用強化対策ニ関スル件」，170―171頁。
（48）『昭和18年度豊水期電力利用強化経過報告』，5頁。
（49）「カーバイド増産協力会技術分科会長岡技術懇談会会議要録」，1944年3月15日（石川一郎文書，

D：10：20），「カーバイド増産協力会技術分科会富山技術懇談会々議要録」，1944年3月24日（同 D：
10：21）。以下のカーバイド生産関係の記述は，基本的に前掲会議録に依拠した。なお，佐竹前掲論
文脚注（75）で引用された「長岡技術懇談会会議要録」は本稿の引用資料と同一文書であり，作成日付・
資料番号は，本脚注のそれが正確なものである。

（50）『日本ソーダ工業史 続』，日本ソーダ工業会，1952年，408頁。
（51） 日本発送電解散事業記念委員会『日本発送電社史』第3巻（業務編），1955年，212頁。
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表―8 43年の藤倉電線における，「合理化」に伴う生産阻害の諸要因

① 納期短縮・納入量増加．官庁年度末への対応等による負担増

② 農閑期臨時労働力への過度の依存

③ 資材入手の不円滑

④ 豊水期の電力使用量を規準とする消費規正方針の不都合

⑤ 消費規正の突発的な予定変更による操業計画への支障

⑥ 燃料不足と消費規正の重複による，操業調整の困難

⑦ 厚生面からの従業時間制限や未成年工・女性工の増加に伴う，夜間作業・深夜間作業等の困難

出典：「『大口需用者ノ電力使用合理化』ニ関スル座談会資料」をもとに作成

シク合理化シタトセバ」生産への影響はないとしつつ，実際には部門により増産と減産が分か

れたと
（52）
いう。

次に藤倉電線株式会社の場合，資材・燃料・労働力等が電力需給と平行して準備されれば，

「合理化」と工場生産の協調は容易だが，実際には「寧ロ両者互ニ相反スル現象ヲ呈スルコト

アル為，生産上多大ノ影響ヲ認ムル」と批判され，理由としては，表―8に示す
（53）
諸点が挙げら

れた。

他方で住友電気工業は，「合理化」が工場生産に対し「電力消費規正ニ依ル影響ヲ別トスレ

バ……何レモ悪影響ヲ及シテ居ラ
（54）
ナイ」と報告している。以上から，資材・燃料・労働力等の

増産期間への強引な集中により，豊水期・深夜間電力活用の推進とそれを前提とした消費規正

の実施が，かえって工場を混乱させた一方，工場診断の一環としての「合理化」指導自体は，

一定の効果を挙げたことがうかがえる。すなわち，単なる電力総量の節約や強硬な操業調整に

留まらない，製造設備の技術的診断・指導が，生産現場からは求められたといえよう。

6 軍需省電力局成立後の「電力合理化」とその限界（1943～1945）

6―1 軍需省電力局による「電力合理化」推進

本章では，太平洋戦争末期の軍需省電力局を中心とした「合理化」指導の要点を検討してい

く。43年11月に逓信省から軍需省へ電力行政の所管が移行され，「合理化」は航空機の飛躍的

生産増強と一層密接に関連付けられた。同年12月の閣議決定「電力動員緊急措置ニ関スル件」

は，豊水時・深夜間電力の全幅活用と電力節減・負荷の平均化を求め，方策として，表―9に

示す諸点を挙
（55）
げた。

（52） 日立製作所日立工場「電力消費合理化座談会資料」（『座談会関係資料綴』）。
（53） 藤倉電線株式会社「『大口需用者ノ電力使用合理化』ニ関スル座談会資料」（『座談会関係資料綴』）。
（54） 住友電気工業株式会社「電気協同研究会『大口需用者ノ電力使用合理化』ニ関スル座談会資料」
（『座談会関係資料綴』）。

（55） 軍需省「一八年一二月三〇日局長会報」（『軍需省局長会報記録』第3巻），554―555頁。
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表―9 「電力動員緊急措置ニ関スル件」における「合理化」対策概要

①

豊水時・深夜間電力の全幅活用と日負荷の平均化
・重点工場の24時間完全作業の実施
・非軍需工場の昼間操短と夜間操業への移行
昼間最大電力の平均2割程度切下げ

・大電力消費産業の生産の豊水期への極力集中

②
「合理化」の強力な実施による電力節減・尖頭負荷低減
・電力需用者に対し，消費電力量の平均1割節減を目標化
・尖頭負荷低減のための作業工程の改善実施

出典：「電力動員緊急措置ニ関スル件」をもとに作成

表―10「電力使用合理化実施要領」における主要対策

消費節減策・産業別節減目標 対策措置 指導方策

節減策
電気施設の活用・改善・故障防
止・検査の推進

①
ただちに改善効果を挙げうる
設備への改善命令と，所要資
材・機械器具類の入手確保

①
代表的工場・事業場への実地
指導と，指導要領の作成

節減率5％ 電気鉄道 ②
既認可電力の低減と，基準電力
量の減少・供給の停止・制限

②
主要工場の「合理化」責任者
への指示徹底と，模範工場の
設定節減率10％

陸海軍工廠，鉄鋼，石炭，小口
電力

③
電気機械器具の転用・融通の
敏活化

節減率15％
軽金属，非鉄金属製練，金属材料，
窯業，化学工業，鉱業，その他

④
電力節約と生産量増強に効果
的な手法の，急速な研究・解決

③ 照明基準の再検討

節減率20％ 機械工業 ⑤ 技術者の指導員としての動員 ④ 講習会の開催

出典：「電力使用合理化実施要領」をもとに作成

さらに44年2月に決定された「電力使用合理化実施要領」では，「不要電力ノ徹底的節減，

尖頭負荷ノ低減ノ実効ヲ期シ電力ヲ挙ゲテ生産実量ノ昂揚ニ充当スル」ことが謳われ，消費電

力量の平均1割節減・作業工程改善による尖頭負荷低減という「電力動員緊急措置ニ関スル件」

の方針を，表―10に挙げる諸点により具体化した。すなわち機械工業に加え，従来は効率改善

余地が少ないと見なされた大電力消費産業にも大幅な節減が要請され，対策措置・指導方策に

関しても従来に比して急速・強力な実行が求めら
（56）
れたのである。

こうした徹底的「合理化」計画の策定には，先述した日発の五カ年計画が43年末に中止され，

電源開発による電力需用増加対策が不可能に
（57）

なった点が影響したと思われる。

軍需省の方針を受けて44年以降，各重要産業統制会内に「合理化」委員会が結成された。一

例として，精密機械統制会では渇水期を電力使用戦時非常期間に設定し，不能率工場の指導と

実績の電力割当への反映を企画して
（58）
いる。他方，同年に軍需省近畿軍需監理部は，艦船・製鋼・

（56） 軍需省「電力動員緊急措置ニ関スル実施要領ノ件（案）」1944年2月17日（原朗・山崎志郎編『軍
需省局長会報記録』第4巻 現代史料出版 1997年），455―458頁。

（57） カーバイド工業の歩み編纂委員会『カーバイド工業の歩み』，カーバイド工業会，1968年，74頁。
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航空機等の有力工場の「合理化」は極めて低調で，統制会の「合理化」委員会は開店休業状態

に近い，と批判した。同省はその原因を，大工場の「合理化」は電気技術者が独力で実施可能

な程度を超え，生産技術・工場管理の研究が必要な点に求めて
（59）
いる。

しかしこうした低調さの背後には，当局の「合理化」推進にも関わらず，未だ「特ニ重要工

場方面ニ於ケル電力節約ニ対スル認識ガ不足」してい
（60）
た点，すなわち重要工場は電力配給上で

最も優遇されていたが故に，かえって「合理化」意欲が希薄になっていたという消費規正の矛

盾も，軍需省内で指摘されていた点にも留意すべきだろう。

以上，主として電力政策上の観点から，戦争末期の「合理化」方針を検討した。では，同時

期の大電力消費産業において，近畿軍需監理部が必要性を指摘した，生産技術の改良による電

力消費効率の改善研究は，どのように展開されたのだろうか。

6―2 大戦末期の大電力消費産業における「電力合理化」の共同研究

太平洋戦争後半の大電力消費産業における技術対策において，電力面からみた生産効率化は

重要テーマであった。代表的「合理化」対象としては，アルミ工業の電解炉・溶融炉，マグネ

シウム工業の脱水熔・塩化炉・電解炉，炭素工業の黒鉛電極と炭素電極の製造，電気製鋼炉・

合金鉄炉・カーバイド炉と熱処理用抵抗炉，等が挙げら
（61）
れるが，その中心となったのは，43年

から活動した軍需省を中心とする電力合理化班および，関連する共同研究組織であった。

関係者の回想によれば，同班は産業種別・製法ごとに特定の研究課題を推進し，大工場と大

電力消費産業を対象に，冶金・電気化学等，他分野との協力を積極的に行なった。また，単な

る使用電力量削減にとどまらず，原単位電力量の低下・生産の増加・品質向上，の三点を目標

とし，能率向上や設備近代化も取り上げたという。少品種かつ生産原価中の電力比率の大きい

電炉・電解関係工業を対象とした検討作業は，生産量と所要電力量との関係が比較的明確に判

明するため，原単位電力量を重視する発想をもたらしたのである。

さらに同班では，他社の技術討議への参加や，モデル工場での他社従業員の操業実習など，

技術交流も活発に推進さ
（62）
れたという。こうした活動のうち，本稿では代表例として，比較的活

動実態が明確であり，航空機生産上の最重要物資たるアルミ生産の共同研究を通した「合理化」

を概観する。

（58）『日本産業経済』，1945年1月18日。
（59）『日本産業経済』，1944年10月15日。
（60） 軍需省「一九年一月二〇日局長会報」（『軍需省局長会報記録』第4巻），111頁。
（61） 中路幸謙・百田恒夫・山口寛「大電力使用の合理化に関する研究」『電気試験所彙報』第9巻，
1―12号，1948年，226―228頁。

（62） 関根一郎・松田惣七発言「座談会 電気使用合理化運動20年を語る」『生産と電気』，第11巻3号，
1959年，8―9頁。松田惣七発言「座談会 15年の回顧とこれからの電気使用合理化」『生産と電気』
第16巻1号，1964年，18，21頁。ただし関根らの回想は43―44年の合理化班の活動を，後述する電力
使用合理化技術委員会の活動に一括して論じるなど，曖昧な点も多い。
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表―11 戦時研究 G―8における研究組織

課題分類（総合基礎研究） 研究場所 戦時研究員氏名

①
停電防止の研究
（停電防止，送配電系統，送配電施設）

東京帝国大学
東京工業大学
電 気 試 験 所
東京工芸試験所
東京芝浦電気
富 士 電 機
日 立 製 作 所
三 菱 電 機
軽金属製造工場

①
大山松次郎，弘山尚直，山田太三郎，
中岡保，中島正道

②
直流電源の安定化の研究
（直流電源，整流器，変圧器）

②
尾本義一，佐藤一郎，青木佐太郎，久
保俊彦，松本正則，浜田賢，宮本茂業

③
電解槽の能率向上の研究
（電解槽，アルミ電解槽，マグネ電解
槽及脱水炉）

③
山内二郎，中路幸謙，井上春成，亀山
直人，宗宮尚行，田中健二，向坊隆

出典：研究動員会議「戦時研究実施計画（第三回ノ三）」をもとに作成

電気関係学会の共同研究組織として設立された電気学術研究審議会は，43年11月に軽金属・

電気双方の官民技術者を参集した懇談会を開催，継続的研究が必要との結論に達し，軽金属増

産電気協力会を設立
（63）
した。

同会は大山松次郎（東京帝大第一工学部教授）を会長とし，第一班（送配電関係，班長は弘山尚

直軍需省電力局技師），第二班（電気機器関係，班長は尾本義一東京工業大学教授），第三班（電解槽関

係，班長は山内二郎電気試験所第六部長） 第四班（軽合金加工電気炉関係，班長は山内二郎）の四班

に分かれ，各工場設備の検討にあ
（64）

たった。同会の研究は，44年には戦時研究 G―8「電気技術

応用ニ依ル軽金属生産能率向上ノ研究」に選定され，原単位電力使用量の減少と生産能率の急

速向上を目標に，戦時研究員19名を中心とした共同研究へと発展する（表―11
（65）
参照）。

このうちアルミ電解の主要課題は，電解時の電流分布の均一化を通じた電力損失軽減であり，

電流分布の測定，工場各部の磁束測定による使用電気計器の誤差減少，電流導入部における電

圧降下の測定，等が各社主要工場で実施さ
（66）
れた。同協力会による指導の要点は，電解反応の詳

細な測定・記録と，適切な操作・補修の徹底にあった。

しかし，当初各電解槽に設置された電圧計は故障が頻発して早々に撤去され，電流分布や接

触抵抗を常時測定する工場も稀であった。さらに多数の工場では依然，化学・冶金技術者と電

気技術者の意思疎通が希薄で
（67）

あった。共同研究・技術交流の試み自体は活発化したものの，生

（63） 電気学術研究審議会「軽金属と電気協力懇談会記録」1943年11月27日（『軽金属と電気技術の協
力』防衛省防衛研究所所蔵）。電気学術研究審議会「昭和十八年度事業報告」，1944年（『電気学術研
究審議会綴』，防衛研究所所蔵）。同審議会は科学動員協会・照明学会・電気学会・電気通信学会の四
団体で組織され，戦時科学技術動員に対応可能な共同研究組織の構築を目的としていた。

（64）「研究動員情報 電気学術研究審議会」『科学技術動員』，第3巻3号，1944年，24―25頁。
（65） 研究動員会議「戦時研究実施計画（第三回ノ三）」，1944年6月1日（『研究動員会議綴（実施計画）』，
井上匡四郎文書，00131）。戦時研究員制度については，沢井実「戦時期日本の研究開発体制―科学技
術動員と共同研究の深化―」『大阪大学経済学』，第54巻3号，2004年，が詳しい。

（66）「大電力使用の合理化に関する研究」，226頁。
マ マ

（67） 百田恒夫「軽金属生産行程に於ける電力使用と其の合理化」『電気日本』，第32巻1号，1945年，29
―30頁。
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表―12 45年における「合理化」関連技術委員会の主要審議事項比較

電力使用合理化技術委員会 電力活用技術委員会

① 「合理化」の基礎事項 「電力活用」の基本的事項

② 工場・事業場の電力設備「合理化」 電力設備「合理化」

③ 電力消費設備「合理化」 電力消費設備「合理化」

④ 電力節減の戦時方式の確立 「電力活用」戦時方式の確立

⑤ 「合理化」促進上の技術的隘路の打開 「電力活用」促進上の技術的隘路の打開

⑥ 生産管理の改善方策 「電力活用」による生産管理改善

⑦ 電気事故対策 電気事故対策

小委員会
合金鉄・カーバイド，工作機，空気圧
縮機，アルミ，抵抗炉，水電解，マグ
ネ，弧光炉・電弧炉，圧延機

左記に加え電気製塩・電気ボイラー・農
事電化の設置

出典：『日本産業経済』1945年2月15日，同1945年5月10日をもとに作成

産現場への普及は依然困難であったといえよう。ただしこうした電流分布計測を中心とする工

場診断と，電解槽設備改善の試みは，ソーダ工業に重点を移しつつ電気試験所を中心に，戦後

にも継続されて
（68）
いくことになる。

6―3 電力使用合理化技術委員会の発足と「電力合理化」の停滞

1945年2月には軍需省電力局内に，各合理化班を一本化した調査審議機関として，電力使用

合理化技術委員会が設置され，表―12に挙げる諸点を調査研究事項と
（69）
した。

だが，44年末からの原料不足と工場設備被災・疎開等に伴う生産減退により，電力余剰の大

幅な増大と深刻な燃料不足が喫緊の課題と
（70）

なったことで，同委員会の活動は，発足直後から大

転換が迫られた。これを端的に示すのが，45年度上期の日発の電力供給量は前年度同期の52％

に過ぎず，火力発電所の戦災被害によっても，供給確保に全く問題が生じなかった，という事

実で
（71）

あった。

ここで注意すべきは，豊水期電力活用事業と異なり，同時期の余剰電力は生産体制それ自体

の破綻により生じた点である。先述したカーバイドの事例でも明らかなように，原料供給の根

本的悪化に対し「合理化」による対応は極めて困難であり，むしろ生産減少に伴う余剰電力で

燃料欠乏を補填することが，技術研究の焦点となったのである。

すでに44年末の段階で，軍需省と日発・配電企業は余剰電力消化の研究に乗り出していた。

（68） 電気試験所編『電気試験所最近の十年史：創立六十周年記念』，電気試験所，1952年，219―221頁。
（69）『日本産業経済』1945年2月15日。
（70） 村田可朗「電気製塩の過去現在及び将来に就て」『電気日本』，第33巻2号，1946年，10頁。
（71）『日本発送電社史』第2巻，293頁。
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44年12月末から，関東配電の研究委嘱を受けて電気協同研究会に高圧電気汽缶委員会が設置さ

れ，翌年3月には一応の実用化に成功して
（72）
いる。また45年2月には，関東軍需監理部・日発・

関東配電関係者は豊水期の余剰電力消化を目的に，電気製塩の研究を開始して
（73）
いた。

45年5月に同技術委員会は電力活用技術委員会と改称し，表―12に示す活動目標，すなわち

余剰電力活用を掲げて3つの小委員会を設立
（74）
した。空襲の激化により同委員会の活動は鈍化し

たが，一部の研究は45年8月まで継続されたと
（75）
いう。

7 お わ り に

以上より，戦時期「合理化」運動は，44年初頭までに以下の三側面が並行的な展開を遂げる

状態へと到達したといえる。まず，日中戦争前から継続されたのは，中小工場の一般的電力・

機械設備を主要対象とした「合理化」であった。同事業は電力会社の顧客サービスに始まり，

39年の「電力飢饉」まで普及は低調だったものの，消費規正の開始を契機に，配電業者と官庁

外郭団体による基礎的な使用効率の改善指導と啓蒙活動を中核とした，全国的かつ国策的運動

へと変貌した。そして42年の整理・統合による配電事業の国策企業化を受け，一層の普及が図

られた。

これに加え，対米英開戦に伴い42年から新たに注力された第二の「合理化」は，大電力消費

産業を対象とする豊水期・深夜間余剰電力の活用であり，電気炉・電解槽等，大電力消費設備

の操業調整と，資材・労務の増産期間内への集約が主要課題となった。そして第三に43年以降，

航空機多量生産のため模索され始めたのが，同種産業における電力消費効率の改善研究であり，

その中心は電解・電炉設備に対する製造効率の調査研究・指導であった。すなわち総体として

みれば，中小工場と大電力消費産業，一般的機械設備と大電力消費設備，双方を網羅する広汎

かつ重層的な運動へと，戦争後半に「合理化」運動は拡大を遂げたのである。

そして注目すべきは，以上の三側面が開始時期を異にしつつも並行的に展開されたことによ

り，先行する二者からの経験が，第三の「合理化」を進展させた点である。すなわち本稿の検

討により，従来の研究では，消費規正の付属物と判断されがちであった第一の「合理化」が，

第二の「合理化」による増産運動と合わせ，供給者・需用者の双方にまたがる，第三の「合理

化」研究へと連結していく過程と，指導重点の変容が明らかになったといえよう。

確かに，「電力飢饉」直後における第一の「合理化」は重要工場・大電力消費産業を対象外

とした点で不十分であり，第二の「合理化」に関しても，期間内の増産を重視するあまり，電

力消費能率自体の改善は副次的地位に置かれがちであった。しかし両者の経験を踏まえた戦争

（72） 柳壮二「3300V級他燃料併用電気汽缶に就いて」『電気日本』，第32巻6号，1945年，4頁。
（73）「電気製塩の過去現在及び将来に就て」，10頁。
（74）『日本産業経済』，1945年5月10日。
（75） 関根一郎発言「座談会 電気使用合理化運動20年を語る」，9頁。
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後半における第三の「合理化」は，生産低下を来たさない電力使用量節約という旧来的な電力

動員上の要請を超え，原単位当たりの電力消費効率の最大化を目的とした生産管理こそ，電力

の合理的使用の本質である，との認識に到達した。さらにこうした認識の進展は，「電力飢饉」

前に欠如していた，電力と冶金・化学双方にまたがる官・民・学の共同研究・技術交流を推進

した。

すなわち，運動の重層的展開が，最終的には電力総量の節約に留まらない，原単位電力量の

改善を重要視する認識の確立と，そうした観点からの改善研究の活発化をもたらした点こそ，

戦時期「合理化」運動が戦後に遺した意義であったといえよう。45年に一旦中断した同運動は，

電力不足再発を受けて47年以降，電力需給上の重要課題として再浮上
（76）
するが，その経過は別稿

で論じたい。

“Rationalization”Movements of Electric Power in Japan during World War II

by

Kosuke SATAKE

（Waseda University）

After power shortages occurred in 1939 and 1940, the Ministry of Communications established

restrictions on electric power usage to ensure a constant supply for war production. Simultane-

ously, power distribution companies and auxiliary ministry organizations organized movements to

rationalize electric power. These movements aimed to minimize these restrictions’ impact on in-

dustrial production.

From 1939 through 1941, these movements focused mainly on monitoring small and medium-

sized machine factories’ power usage and improving their ineffective production management.

They focused on preventing factories from idling their motors, and improving the quality of

shafts and belts.

In 1942, the government integrated the power distribution companies into nine major corpora-

tions, implemented a new electricity rate system that reflected power factor, and organized the

movements more formally and uniformly. From 1942 through 1944, the movements focused on

chemical plants, metalworking factories, and steelworks to allow them to use extra electric

power during the rainy seasons and at night to reduce local peak power demand and produce

the required products.

In 1943 and 1944, engineers working for these movements changed their focus from machine

factories to chemical and metalworking industries because these had high power consumption

rates. These engineers discovered through collaborative investigations that reducing total power

（76）「電気使用合理化の回顧と展望」，13頁。
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usage alone was not necessarily the most effective way to maximize production and that elec-

tric power consumption rates were the indicators of success of rationalization. This discovery

led these movements to develop technological policies other than simply restricting power.

However, in 1945, these movements encouraged factories to utilize extra electricity rather

than attempt to improve electricity consumption rates by using other limited energy resources.

After Japan surrendered, the movements were abandoned until 1947.

戦時期における「電力合理化」運動（佐竹）
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