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熊本地震による被害

地震直後の発電所停止被害と初期対応



地震直後の発電所運転状況

日付 発電所名 停止要因 復旧状況

4月14日21時26分
前震発生

津留発電所 停止 保護装置 動作 翌15日復旧
（遠方操作により復旧）

目丸発電所 停止 保護装置 動作 発電所への道路崩落により
確認不可

4月16日1時25分
本震発生

津留発電所 停止 保護装置 動作 その他、設備への土石崩落多数
により運転不可

頭地発電所 停止 送電線の影響 同日16日復旧

白川発電所 停止
保護装置 動作
（但し、通信異常により
発電所の状態不明）

発電所への道路崩落により確認不可
遠方からの制御も不可

熊本地震では、4月14日の地震で2ヶ所、16日では３ヶ所の発電所が停止。
即日復旧した発電所もあるが、復旧までに時間を要した発電所もあり。



地震（前震）直後の初期対応

日付 時間 内容 備考

4月14日 21：26 熊本地震（前震：最大震度７）発生 津留（５強）、目丸（５強）発電
所が停止

23：00 高千穂発電所（４）調整池ダムの臨時巡視 延岡河川事務所へ報告

栗野発電所（３） 阿波井堰の臨時巡視 川内川菱刈出張所へ報告

4月15日 7：00～ 目丸発電所を除く12発電所の臨時巡視
を実施 目丸発電所へのアクセス道路不通

8：40 保安監督部電力安全課へ発電所の
状況を連絡

8：00～ 定期的に河川事務所へ状況報告

16：00 水路工作物の被害は確認されず アクセス道路に関しては被害あり



地震（本震）直後の初期対応

日付 時間 内容 備考

4月16日 1：25 熊本地震（本震：最大震度７）発生 白川（６強）、津留（６弱）、
頭地（５強）発電所が停止

2：30頃 高千穂発電所（５強）調整池ダムの臨時巡視 延岡河川事務所へ報告

3：40頃 栗野発電所（４） 阿波井堰の臨時巡視 川内川菱刈出張所へ報告

6：00～ 送電線の巡視 目丸発電所へのアクセス道路不通

7：00～ 停止した発電所を中心に臨時巡視を実施

9：34 頭地発電所 運転再開 津留、白川発電所はアクセス道路不通
により状況確認出来ず

4月19日 8：00～ 各発電所の巡視実施

4月20日 9：30 ヘリコプターによる巡視を実施 白川発電所の建屋半壊状況が判明



各発電所の被害状況 一覧
発電所 取入、導水路 水槽、水圧鉄管 発電所、放水路 道、その他

高千穂発電所 ― ― ― アクセス道路にて
落石数ヶ所発生

白川発電所 水路：崩落 水槽：ひび割れ 建屋：半壊 落石多数、道損傷

七滝第一発電所 ― ― ― アクセス道路損壊

七滝第二発電所 ― ― ― アクセス道路損壊

目丸発電所 ― ― ― 落石多数
アクセス道路損壊

津留発電所 水路橋：
法面土砂崩れ

水圧鉄管：
落石により損傷 建屋：クラック ―

内大臣川発電所 ― ― ― ―



各発電所の被害状況 一覧

発電所 取入、導水路 水槽、水圧鉄管 発電所、放水路 道、その他

竹の川発電所 ― ― ― ―

頭地発電所 ― ― ― ―

川辺川第二発電所 ― ― ― ―

内谷第一発電所 ― ― ― ―

内谷第二発電所 ― ― ― ―

栗野発電所 ― ― ― ―



熊本地震による被害

発電所の被害状況と復旧後
・津留発電所
・白川発電所



各発電所の被害状況（津留発電所）

被害あり

本流取入口

大矢川水路橋

発電所

水槽

米内蔵沈砂池

笹原取入口

水圧鉄管



各発電所の被害状況（津留発電所：大矢川水路橋）

地震による法面崩落 補修後



各発電所の被害状況（津留発電所：水圧鉄管）

地震による損傷 復旧後



各発電所の被害状況（津留発電所：建屋）

発電所の数ヶ所に
クラックが発生

地震による損傷 復旧後

※エポキシ樹脂を注入し仮復旧



各発電所の被害状況（白川発電所）

取入口

水路沈砂池

水槽

水圧鉄管

発電所

導水路

被害あり



各発電所の被害状況（白川発電所：ヘリ巡視）



各発電所の被害状況（白川発電所：建屋）

地震による損傷 現在の状況

※発電所建屋 建替え中



各発電所の被害状況（白川発電所：水槽）
地震による損傷 復旧状況



各発電所の被害状況（アクセス道路関係）



地震後のJNCの取組

①白川発電所 導水路の無人探査検討



白川発電所 導水路について

・熊本地震（4/16：本震）発生後、白川発電所が停止。
・アクセス道路も土砂崩れにより、発電所へ行けない状況。
・4/20ヘリコプターによる航空巡視を実施。
・取入、水槽、発電所は状況を確認出来たが、水路内については確認できず。
【水路が調査できなかった理由】
①余震が続き、水路内の調査が非常に危険である。
②水路内の状況が全く予測できなかった。

水槽側からの入口

・無人探査での導水路内調査を計画。
・ＪＮＣとして、無人探査の前例が無かった為、ゼネコンに協力を依頼。

アクセス道路



白川発電所 導水路について
商品名 本体重量 ケーブル長 カメラ操作 特徴 評価

グラン
ビーバー

３００ｋｇ ２，０００ｍ
専用車両
（３ｔトラック）

・カメラ操作、ケーブル送りは車両から実施
・ケーブル送り出しにより本体を移動
・操作車両を坑口まで近づける必要がある

もぐりんこ
マックス

３８ｋｇ ３００ｍ 外部ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
・ケーブルは本体が牽引
・坑口まで人力運搬が可能
・外部電源が必要

管内検査用
ＴＶカメラ

１５０ｋｇ
（運搬時４０ｋｇ）

８００ｍ 外部ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

・坑口まで人力運搬が可能
・外部電源が必要
・ケーブルの延長も可能（改造期間：４ヶ月）
・他水路でも実績あり

・白川導水路長：２，６５０ｍ
・設備構造上、車輌を坑口付近に持っていくのは不可
・アクセス道路が不通により、人力もしくはモノレール等の運搬設備が必要

上記の検討結果より、無人探査機による導水路内調査を断念
余震も収束してきたため、人力による調査を実施する事とした。

×

×

△



白川発電所 導水路について
人力による調査 重要事項
・調査員の安全対策

①水路内部と外部の連絡手段について
②水路内の酸素の有無
③余震の収束状況を確認しながら

①水路内部と外部の連絡手段について
通信手段 メリット デメリット 評価

トランシーバー 持ち運びが容易 坑口から100ｍ程度で不通
（別発電所の水路で実験）

有線通信機 配線の延長が可能 配線の持ち運びに人員が必要

②水路内の酸素の有無
→酸素濃度計を所持し、水路内へ入坑

③余震の状況
・余震の回数が減少した１０月以降で検討

④その他
・人員配置 入坑者 ７名 屋外待機者 ２名

×
○



白川発電所 導水路について
白川発電所 水路内調査・・・２０１６年１１月７日 実施

（地震発生から約７ヵ月後）

入坑前

※白川発電所水路に関しては、現在も
土砂出しを実施中であり、未だ水路
全容を掴めていない。
今後、全容を把握次第、復旧計画の
策定を行う。

水路内状況



地震後のJNCの取組

②内大臣川発電所 余水路改造計画



ＪＮＣの取組について（内大臣川発電所 余水路改造工事）
改造に至った経緯

①４月の地震、６月の大雨により内大臣川発電所の余水路周辺で土砂崩れが発生。
土砂崩れにより、余水路内へ巨石転入及び一部損壊により運転不能となる。
地震だけでなく、大雨の影響も大きいが、当該地区は地震により多くの法面崩落を発生させて
いる地域である為、地震の影響もあると思い、今回紹介する。

②崩落箇所は社有地では無いため、吹付け等の対策が出来ない状態。
しかし、現場を見る限り再発（崩落）の危険性が高く、余水路の改造を実施する事とした。

健全時 法面損傷時



ＪＮＣの取組について（内大臣川発電所 余水路改造工事）

崩落箇所

水槽水槽

ドローンによる航空写真

土砂流失

土砂崩れ 状況写真



ＪＮＣの取組について（内大臣川発電所 余水路改造工事）

水槽
余水路（全長：３３１ｍ）

余水路（改造範囲：２７５ｍ）

改造 概要

① 余水路上部からΦ８００mmの
ポリエチレン管を２７５ｍ敷設する。

② ポリエチレン管はコンクリートで巻き立てる

既設 余水路
（断面図）

ポリエチレン管の設置 コンクリートによる巻立

改造後 余水路
（断面図）

余水路 全体平面図



地震後のJNCの取組

③公衆災害マップの作成



ＪＮＣの取組について（公衆災害マップ）

作成方法

2018年度ダム水路主任技術者会議にて公衆災害マップが紹介された。
ＪＮＣとしても重要と考え、公衆災害マップを作成することとした。

公衆災害マップの作成

・作成方法については、九州電力様の作成方法を参考。
・ＪＮＣが所有する13発電所のうち、津留発電所をモデルケースとして取り上げる。
・モデルケースが完了した時点で、今後の進め方を決定する。

公衆災害マップの作成手順

①発電所の各設備が損壊した場合の、第三者への影響を調査し、評価点をつける。
（次ページで紹介）
②国土地理院の土砂災害危険箇所データに取入から放水路までの設備位置情報を入力する。
③土砂災害危険箇所、設備損壊時の影響範囲の２つを重ね合わせ、危険箇所の絞込みを実施。
④中長期的な危険箇所への対応、また地域住民への説明を実施。



ＪＮＣの取組について

居住 ・・・設備周辺に民家があるか
交通機関・・・道路、線路等の交通機関がないか
土地利用・・・田畑、灌漑用水路等がないか

設備名

総合評価・・・点数が高いほど設備が損壊した時の
地域への影響が高くなる。

発電所の評価表



ＪＮＣの取組について
土砂災害箇所の抽出
・国土地理院の地図データ（土砂災害危険箇所データ）を使用

津留発電所

水路

取入

・・・土砂災害警戒地域
・・・土砂災害危険地域

今後は、
① 設備損壊時の影響範囲の抽出
② 損壊時の影響範囲と土砂災害危険箇所データの重ね合わせ
③ 危険箇所の絞込みを行い、長期的な対策案を実施していく。



おわりに

・アクセス道路の損傷は、どの発電所でも発生し、問題となった。
アクセス道路の寸断は、発電所へ行くことも、状況確認すらも出来ない。
迂回路情報の整理と共有の重要性を感じた。

・水路の損傷については、我々の想定を上回るものであり、熊本地震の恐ろしさを改めて
痛感した。

・水力発電所は地域住民の理解が必要であり、安心して生活してもらうためにも公衆災害
マップの作成は重要な物であると考える。
JNCとしても作成を進め、リスクの把握に努めていき、計画的な災害対策を進めていく。

以上で発表を終了します。ご清聴ありがとうございました。
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