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Ⅲ．水力現場の取り組み事例

日本工営が鹿児島県伊佐市と開発した
新曽木発電所とその後の運営
三木

將生

㈱工営エナジー

旧曽木発電所遺構（鶴田ダムの水位が下がれば全貌が現れ遺構近くまでアクセスできる）
取締役
管理棟
ヘッドタンク

1．旧曽木発電所の取水設備の一部を
補修・再利用
―御社では，鹿児島県伊佐市と新曽木
発電所を建設し，2013 年 5 月に営業運
転を開始されました。まず，新曽木発電
所が開発された経緯や事業の概要につい
てご紹介いただけませんか。また，御社
における水力開発の強みについてもご紹
介願います。
三木 鹿児島県の最北に位置する伊佐市
は，周辺を九州山脈に囲まれた盆地を形
成しており，平地の中央部には川内川

曽木の滝。手前に見えるのは新曽木発電所の制水
ゲート操作盤
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が流れています。そこに，滝幅 210m，
高さ 12m の壮大なスケールを誇り，
「東
洋のナイアガラ」とも呼ばれる観光名所
「曽木の滝」があります。
曽木の滝は明治時代から水力発電に利
用されてきた歴史があります。滝の落
差 を 利 用 し て 1907 年 に 滝 の 400m 下
流に曽木第一発電所（800kW）が建設
されましたが 1909 年の大洪水で流出，
残った取水口を使って滝の 1.5km 下流
に曽木第二発電所（6,700kW）が建設
されました。その下流に完成した鶴田
ダムにより 56 年間電気を作り続けてき
た曽木第二発電所は，1965 年に歴史的
な役目を終えダム湖に沈みました。そ
れから 48 年後，旧曽木発電所の取水設
備の一部を補修・再利用した最大出力
490kW，年間発電量 400 万 kWh の流
れ込み式発電所として「新曽木発電所」
が 2013 年 5 月に運転を開始しました。
日本工営㈱は水力発電所の計画から設
計，発電機器の製造，調達，建設，運
転，維持管理までのワンストップサービ
スを提供できる点，及び自治体との業務
における関わりが深い点も生かし，事業
電気現場
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新曽木発電所の全体図（ヘッドタンク以降の上流側の設備は地下式）

資金と技術者を自前で手当てして小水力
発電事業に参入しました。その最初の事
業が 2013 年 5 月 7 日に営業運転を開始
した新曽木発電事業となります。
新曽木発電所を皮切りに国内で小水
力発電事業を展開してきましたが，ア
セット保有型の水力発電事業を効率的
に運用するために，2015 年 1 月に㈱工
営エナジーが設立されました（日本工
営 100％出資）
。現在，新曽木発電所も
含めて計 6 か所の発電所（総発電出力
は 2,035kW） の 運 営 を 行 っ て い ま す
が，2020 年 3 月に水道山発電所（福島
県郡山市，600kW）
，9 月におおくら升
電気現場
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新曽木発電所取水口

玉発電所（山形県大蔵村と共同出資で
490kW）が運転開始予定です。
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2．快適な施設見学のための工夫やコ
ストダウンへの配慮も

―新曽木発電所の事業を進める上で，
力を入れて来た点や，創意工夫した点な
どありましたらご紹介願います。
三木 快適に施設を見学してもらうため
の工夫を随所に施しました。主な工夫と
しては，①発電所建設時の工事用仮設道
路は舗装してバリアフリーな見学路とし

て整備したこと，②発電放流水を足元か
ら見下ろすことができるように，床がガ
ラスの巡視架台を設置し観光客に開放し
たこと，③伊佐市の観光拠点施設に管理
棟を併設し設備に一体感を持たせたこ
と，などがあります。また，管理棟は旧
曽木発電所遺構に合わせたレンガ造りと
しました。
また，一帯は県立自然公園となってお
り新設した水圧管路，発電所，放水路

伊佐市観光拠点施設

バリアフリー道路

管理棟

観光拠点施設に併設した管理棟

は景観に配慮してすべて地下式としまし
た。旧曽木発電所の取水堰，取水口，沈
砂池を補修し流用するなどコストダウン
にも十分配慮した設計としました。また，
水圧管は，耐性が高く，錆びにくい高耐
圧ポリエチレン管を採用しております。
特に，水車・発電機は水中に設置するこ
とになりますが，日本工営が水車・発電
機の製造を行っている強みを生かし海外
のパートナーと共同開発し性能を向上さ
せた「立軸固定翼コンパクトプロペラ水
車」を海外調達しコストダウンを図って
おります（水車の設計は日本工営）
。
観光拠点施設の隣に新曽木発電所の管
理棟があります。管理棟は観光客が大き
なガラス窓を通して，気軽に内部の設備
が見えるように配慮しています。配電盤
の正面を透明なアクリル版で作成し，出
力や発電量をリアルタイムで表示してい
ます。

3．地域振興と再エネに関する学習型観
光・教育啓蒙活動の推進という役割
―新曽木発電所の事業目的の柱とし
て，「学習型観光・教育啓発」「地域経済
の活性化」があるようですが，営業運転
開始後にどのような取り組みを行ってき
たのか，少し詳しくご紹介願います。
三木 本発電所は発電以外にもう一つ大
きな役割を担っています。それは地域振
興と再生可能エネルギーに関する学習型
観光・教育啓蒙活動の推進です。日本工
営が観光・環境教育の拠点としての活用
を視野に入れた新曽木発電事業の計画を
伊佐市に提案，当時，伊佐市も学習型観
光施設として旧曽木発電所の再整備を模
索していたこともあり，本発電事業が具
体化に向けて急速に動き出した経緯があ
ります。

放水口を見学可能にした巡視架台（幅 1.5m，長さ 2.4m）

水車・発電機の据付（2013 年 4 月）
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管理棟内部に見える配電盤
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伊佐市が公園内にオープンした観光拠
点施設では，工営エナジーが提供した水
力発電の仕組みや旧曽木発電所の歴史を
学べる DVD の放映，水車・発電機の模
型展示を行っています。また，新曽木発
電所を紹介したパンフレットや本発電所
のイメージキャラクター“いーさーく
ん”の記念バッジも提供しています。ま
た，県内外から訪れる観光客や学生に対
して，体験型学習プログラムとして発電
設備の見学ツアーも実施しています。見
学ツアーは伊佐市観光ボランティアガイ
ド「伊佐の風」が行っていますが，
「伊
佐の風」のメンバーは地元の 60 歳以上
の元気な年配の皆さん方 17 名で真面目
に頑張っています。
見学の申し込みは工営エナジーの HP
に一本化して受け付けています。学習型
観光として小中学校の授業として定着し
てきた感がありますが，民間の旅行会
社が企画する観光ツアーに組み込まれ
るようになったこともあり見学者数が
近年着実に増加傾向にあります。2013
年 ～ 2017 年 は 毎 年 200 ～ 300 名 の 見
学者数でしたが，2018 年は 1,335 名，
2019 年は 1,566 名と増加してきており
観光ボランティアガイド「伊佐の風」は
嬉しい悲鳴を上げています。
学習型観光が小中学校の授業として定
着してきた例として，2019 年 3 月に来
所して頂いた私立れいめい中学校（鹿児
島県薩摩川内市）の見学を紹介します。
同校の見学は授業の一環として 2016 年
から始まり今回で 3 回目となります。案
内は当発電所の管理を担当しているダム
水路主任技術者，及び「伊佐市観光ボラ
ンティアガイド 伊佐の風」の方々が行
いました。見学内容ですが，説明を聞き
ながら曽木の滝と周辺施設を散策・見学
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伊佐市長からの表彰状授与の様子

観光ボランティアガイド「伊佐の風」

水車・発電機の模型展示と各発電設備に説明看板
を設置して学習型観光施設として配慮
除塵機と地中埋設管の実物展示見学の様子

うなことに気を付けたいと思った」
「曽
木の滝の歴史や昔の人の努力について学
べて良かった」
，等の感動的な感想が多
く寄せられています。

4．順調な運転を継続中，新エネ啓発
や地域活性化への表彰も
学習施設内で説明と紹介 DVD 視聴の様子

してもらい，当発電所の取水施設，沈砂
池，除塵機等の施設を見学してもらいま
した。学習施設では水車発電機の模型や
発電所の仕組み，旧発電所を含む曽木の
滝の落差を利用した水力発電の歴史を紹
介する DVD を視聴して頂きました。学
生からは，「滝を初めて見て感動した」
「心を揺さぶられた」
「水力発電について
学べてよい経験になった」「自然の大切
さを感じた」「川や滝など自然を汚すよ
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―営業運転開始から7 年になりますが，
運営面での手応えはいかがですか。また，
何かトピック等があればご紹介ください。
三木 新曽木発電所は営業運転開始以
来，大きなトラブルもなく順調に運転
しており現在 7 年目に入っております。
川内川の洪水時や渇水時（曽木の滝の
景観維持に関する伊佐市との取り決め
で流量が 18m3/sec を下回ると発電停
止）
，年次点検，故障対応，落雷等によ
る発電停止期間もありますが，年間の稼
働率は 95％以上で年間発電量は計画量
電気現場
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（4GWh）を上回っています。
トピックとしては，地元の水資源を活
用した発電のみならず，新エネルギーの
啓発活動及び地域の活性化にも貢献する
活動が評価され，一般財団法人新エネル
ギー財団より 2015 年度新エネ大賞審査
委員長特別賞を受賞しました。
また，2008 年11月1日に1市1町の合
併により誕生した伊佐市の市制施行10 周
年記念式典が 2018 年11月11日に開催
され，それまでの取り組みや伊佐市への
貢献が評価され表彰の栄誉に輝きました。

5．地域へ利益還元できる水力エネル
ギー共創事業や水力エネルギー再
生事業を提案
―御社では新曽木発電
所を通じて，水力資源活
用の新たな価値創造を進
めてきたわけですが，今
後の取り組みということ
ではいかがですか。
三木 新曽木発電所とし
ての今後の取り組みは，
鶴田ダムの見学者も増加
傾向にあり旧曽木発電所
遺構へのアクセス道路改
修も計画されており，曽
木の滝周辺のインフラツ
電気現場
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アーを積極的に展開するために伊佐市や
鶴田ダムとのコラボレーションを行う予
定です。
現在，再生可能な自然エネルギーを利
用することに大きな期待が寄せられてい
ます。日本は世界の中でも水資源に恵ま
れた国であり，その水資源を活用した小
水力発電は大きなポテンシャルを持って
います。身近な水資源を活用することに
より，地域環境負荷の少ない優れたエネ
ルギーとして利用できます。また，小水
力という親しみやすいエネルギーによ
り，地域貢献，地域活性化にも役立てる
ことが出来ます。日本工営は既に水力発
電事業における要素技術を持っています
が，新曽木発電所建設を通して初めて発
電事業者に初めて参入しこれらを実践す
ることが出来ました。この貴重な経験を
生かして発電事業を新規開発し，地域振
興を目指して，地域へ利益還元できる水
力エネルギー共創事業や老朽化した設備
をリニューアルする水力エネルギー再生
事業を提案し挑戦を続けていく所存です。
―ありがとうございました。

伊佐市と共同で作成した観光冊子（2015 年，全 20 ページ）と新曽木発電
所の紹介パンフレット（2014 年初版，2017 年改訂第 1版，全 40 ページ）
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