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技　術　報　告

１．はじめに
本稿では，防災・減災対策への貢献を目指し
て弊社が開発した世界初の全速全水位型横軸水
中ポンプ「フラッドバスター」（図１）の特長，
農業農村整備事業における導入効果及び実際の
導入事例を紹介する。導入事例では，静岡県中
遠農林事務所様が，2020（令和２）年の用排水
施設整備事業において整備した新神子地区排水
機場（導入当時，全速全水位型横軸水中ポンプ
を用いたポンプゲート機場として日本最大級）
について紹介する。
 

図１　全速全水位型横軸水中ポンプ「フラッドバスター」

２．農業農村整備事業における防災・減災対策
2.1. 近年の自然災害
農林水産省では SDGs（持続可能な開発目標）
の取組みとして，良好な営農条件を整えた農地
の確保や担い手の次世代への継承を図るために
産地収益力の向上に向けた田畑の高機能化に取
り組んでいる。

近年は地球温暖化による気候変動に伴い，雨
の降り方が変化し，自然災害の頻発化・激甚化
が問題となっている。台風のみならず線状降水
帯による豪雨災害によって排水機場が浸水し，
機能不全に陥った結果，湛水期間が長期化し，
農作物や畜産への被害が大きくなっている事例
がみられる。
農地，そしてそこで産出される生産物は，農

業に従事している方々にとって重要な財産であ
り，社会にとっても欠かせないものである。そ
のため，持続可能な社会の構築にあたっては，
基盤となる農地を守る強靭な排水ポンプ施設の
整備が望まれる。

2.2. 農業農村整備事業における排水機場の課題
災害に強いインフラ整備
近年の国土強靭化における流域治水対策につ

いては，農業水利施設に関して既存施設の補修・
更新及び新たな整備の重要性について言及され
ており，その中でも排水機場は，必要な時に確
実に運転可能である必要があるため，信頼性が
高く，浸水に強い施設整備が求められる。

農業水利施設の適切な管理
従来の陸上ポンプを中心とした排水機場は，

機器点数が多く運転操作が複雑であり，日常の
維持管理項目も多い。
農林水産省の新たな土地改良長期計画におい
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ては，基幹的な農業水利施設の維持管理を行う
土地改良区等の組合員の高齢化・減少により，
施設維持管理が行き届かなくなる状況が懸念さ
れており，地域によっては複数の施設を一人で
管理する場合も想定される。
これらを鑑みると，今後の排水機場に求めら
れるのは，シンプルな機器構成で，運転操作・
維持管理が容易であることと考えられる。

３．フラッドバスターとは
弊社が開発した全速全水位型横軸水中ポンプ

「フラッドバスター（FLOOD BUSTER®）」は，
立軸陸上ポンプで適用されていた先行待機運転
（全速全水位運転）の機能を横軸水中ポンプに
付加した “ 世界初 ” のポンプであり，国内のみ
ならず海外からも注目されている。

3.1. 特長
最大の特長は，吸込み側の水位にかかわらず，

100％の回転速度で全水位において連続運転す
ることが可能な点である。このことで，従来の
ポンプのように，規定水位でポンプを停止する
必要がなくなる。
駆動機は，ポンプに内蔵された乾式三相誘導

電動機であり始動性が良く，発電機容量をイン
バータ始動時と同等にする専用始動器（EGス
ターター）もラインナップしている。本始動器
は，特殊コンドルファを用いた減電圧始動であ
るため，インバータのような電子機器ではなく，
高調波対策も不要である。

3.2. 外部評価
この技術は幅広い分野の振興・発展に資する

ことができるものと認められ，農業農村整備
民間技術情報データベース（NNTD_ 登録番号
1288），国土交通省における新技術情報提供シ

ステム（NETIS_ 登録番号 SK-180016-A）に登
録されている。また地方公共団体が独自に定め
る，採用を推奨すべき新技術登録（静岡県，茨
城県）にも登録されている。
 

3.3. 適用範囲
フラッドバスターは，最大口径φ 1200mm

（吐出し量 3.0m3/s/ 台），全揚程 9m以下まで
が対応可能であり，出力の目安は 250kWまで
となっている。下水道事業では，φ1200mm×
2 台とφ1000mm× 2 台を組み合わせた総排水
量 10m3/s を超える規模の機場への適用事例も
ある。

3.4. 導入効果
信頼性と維持管理性の向上
従来ポンプは，水位計が故障した際には停止

水位に達してもポンプが停止せず，大量の空気
吸込みによる落水や振動が増加し，ポンプが運
転不能な状態に陥る。一方，フラッドバスター
は，一定水位以下になると気水混合運転から待
機運転に切り替わるため，水位計が故障しても
安定した連続運転が可能である。このため，付
帯設備（水位計・除塵機）の不具合に起因した
ポンプの運転不可な状況を回避できるため，自
動制御でポンプの保護としてこれまで必要で
あった水位監視も不要となる。
また，水位監視を必要としないためだれもが

扱いやすい設備となり，万が一，機場周辺の水
位が上昇し運転操作者の安全確保のために退避
しなければならない状況に陥ったとしてもポン
プを止める必要はない。このように，有事の際
でも本来機場に求められた排水機能を保持しつ
つ運転操作者の安全を確保することが可能とな
る（図２）。
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耐水化・耐震化が容易
また，フラッドバスターは水中ポンプである
ことから，電気設備さえ浸水想定以上に設置し
てあれば浸水に強い耐水化設備とすることが可
能である。また，陸上ポンプのような建屋が不
要となることから，建設コストが安価となると
ともに耐震化にも貢献する設備となる（図３）。

既存施設の活用した能力増強と更新
フラッドバスターを用いたポンプゲートによ
り，既設排水機場に能力増強する事例を図４に

図2　従来型と全速全水位型の比較

図３　建屋を有しないポンプゲートの事例

図４　ポンプゲートを活用した既存施設の能力増強
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示す。工事期間中の排水能力低下を抑えつつ，
既存ストックを有効活用した能力増強が可能で
ある。さらに，既設ポンプ部分を定置式の全速
全水位型横軸水中ポンプに更新することも可能
である。

省スペース・安価に新設機場を実現
新設にあたり，フラッドバスターを用いたポ
ンプゲート機場は，従来の陸上ポンプを用いた
排水機場に比べ，安価・省スペースで早期に建
設することが可能である（図５）。過去の試算
では，φ 700mm× 2 台の比較において，建設
コストは約 44％減，ライフライクルコストは
約 37％減，建設用地は 85％減という試算結果
が得られている。

図５　従来機場とポンプゲート機場の比較

４．フラッドバスターの導入事例
4.1. 国内外の納入実績
フラッドバスターは，2015（平成 27）年の

発表以降，日本国内で施工中を含め 47 機場，
海外において１機場が公共事業で採用（2021
年９月現在）されている。

4.2. 新神子地区排水機場
新神子地区排水機場（表１，写真１）は，２
級河川筬川（おさがわ）の河川閉塞により地区
内に生じる畑作物の湛水被害を軽減することを
目的として建設され，2020（令和２）年４月に
供用が開始されている。本機場の計画段階にお
けるポンプ運転のシミュレーションの結果，イ

ンバータを用いた場合でも数分間隔での起動停
止を繰返すことが想定されたため，断続運転に
よる故障リスクが最も小さい全速全水位型横軸
水中ポンプが採用されたものである。

表１　新神子地区排水機場の概要

発 注 者 静岡県中遠農林事務所
事 業 名 用排水施設整備事業
所 在 地 静岡県御前崎市新神子
計画排水量 4.98 m3/s
納入設備 ポンプゲート
ポンプ仕様 全速全水位型横軸水中ポンプ（２台）

φ 1000mm × 2.49m3/s × 3m ×
132kW

ゲート仕様 鋼製ローラゲート（１門）
幅4.0m×高さ3.05m

写真１　新神子地区排水機場

５．おわりに
全速全水位型横軸水中ポンプ「フラッドバス

ター」は，近年激甚化する降雨に対し，「信頼
性が高く，安全で管理しやすい排水施設」を早
期・安価に実現し，その運転のし易さから将来
的な気象予測との連動やAI による自動運転と
相性がよいポンプであると考えている。
弊社はポンプメーカーとして，強靭な農地基

盤の構築に資する製品システムの開発によっ
て，次世代への魅力ある社会のバトンタッチに
貢献できるように，今後も取り組んでいく所存
である。
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