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１．工場外観
JR 内房線君津駅にて荏原製作所北陸支社長
の中川明彦氏と合流し，タクシーで富津事業所
に向かいました。JERA富津火力発電所（中部
電力と東京電力の合併会社）や日本製鉄など日
本を代表する企業が立地する千葉県富津地区工
業用地内の道路を進むと 15 分ほどで工場に到
着しました。ゲートからまっすぐに伸びた構内
道路には人影は少なく，道路右側には工場棟，
左側には事務厚生棟と開発棟が整然と並び，道

株式会社荏原製作所 富津事業所
㈱荏原製作所は，1912 年（大正元年）当時水力学の権威であった東京帝国大学井口在屋博士
の世界的な発明といわれる「渦巻ポンプに関する理論」を初代社長畠山一清氏が事業化したこ
とに始まる。現在は，創業時から続くポンプ事業をはじめ，ごみ焼却プラントの建設や半導体
製造装置の製造などを通じて，農業水利施設も含めた様々な社会インフラ，産業インフラを支
えている。2018 年の連結売上高は 5,091 億円で，各業界トップクラスの実績を有している。
現在，荏原グループは，ポンプ，コンプレッサ，冷熱機械などを扱う風水力機械カンパニー，
廃棄物処理施設の建設・運営を行う環境事業カンパニー，主に半導体製造に関わる装置や機器
を扱う精密・電子事業カンパニーの 3つのカンパニーのもとで事業が展開されている。
富津事業所（富津工場）は，それまで 72 年間操業していた旧羽田工場から 2010 年，千葉県
富津市に移転し，風水力機械カンパニーとして，水インフラ（農業水利施設を含む）を中心と
した大型ポンプ，高圧ポンプなどを生産する工場として稼働を開始した。

この企画も３回目となり，今回は，㈱荏原製作所富津事業所をお訪ねしました。富津事業所は，
その前身となる羽田工場の時代から，かつて東洋一の規模を誇った新川右岸排水機場や新川河口排
水機場（いずれも北陸農政局）のポンプを生産した荏原製作所の中核的な工場です。
最新鋭のポンプ工場は今どのような姿になっているのか。読者の皆様にその全貌を報告します。

グローバルに広がる各生産拠点をリードする
マザー工場，（株）荏原製作所富津事業所を訪ねて

訪問日時：令和元年９月３日 13：30 ～ 16：00
訪 問 先：㈱荏原製作所 富津事業所（千葉県富津市）
訪 問 者：若鈴コンサルタンツ㈱ 技術企画本部長 本間新哉

（一社）農業土木事業協会事務局長 山田耕士

介紹業企 職 場 訪 問

富津事業所 全景
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路脇の高いヤシの木が南国の雰囲気を醸しなが
らも，構内は凛とした空気に包まれていました。
工場棟の面積はA棟 B棟を合わせて３万４千
平方メートル。東京ドームの白い屋根の部分と
ほぼ同じ面積を持つスケール感です。

２．富津事業所の概要
（１）「安全に関するご案内」
事務厚生棟４階の会議室に到着。当日施設の
案内を頂いた富津事業所の関氏，本社からお見
えになった社会システム技術部長内田氏はじめ
皆様へ訪問の挨拶の後，関氏から富津事業所に
ついての説明が始まったのですが，驚いたのは
冒頭「安全に関するご案内」を頂いたことです。
これは，①火災時の避難方法，②地震時・津
波警戒時の避難方法，それから③工場見学時の
安全対策に関する説明でしたが，これまで工事
現場などの安全に関する案内を受けたことはあ
るものの，冒頭において建物火災や津波警戒時
の対応について説明を受けたのは初めての経験
でした。

（２）富津事業所は「マザー工場」
社内カンパニー制を採用する荏原製作所にお
いて，富津事業所は，①ポンプ，②コンプレッ
サー・タービン，③冷熱機械などの事業を行う
「風水力機械カンパニー」に属しており，その中
で，大型ポンプや高圧ポンプを中心とした様々
なカスタム製品を作る役割を担っています。

【本間】富津事業所は「マザー工場」と位置づ
けられているとのことですが，それはどのよう
な役割なのですか。

【関】国内はもとより海外に幅広く展開する荏
原にとって，この富津事業所は，世界トップレ
ベルの製品開発技術と設計製造技術を海外に展
開するための拠点であり，また機械メーカーと
して「ものづくり魂」を継承し，今後求められ
る新技術を追求するための中核工場です。さら
に，新しい製品を開発するということと，も

のづくりに携わる人
を生み出すというこ
とを象徴するものと
して，「マザー工場」
という言葉で表して
います。

【本間】大変大きな工場ですね。この工場の特
徴と概要を教えてください。

【関】工場の建物は，断熱パネルや自然採光など，
省エネに配慮した設備となっています。また，
製造効率を考慮したレイアウトになっています。
①工場に届いた金属材料（鋳物製造物）を削っ
て形を作り，②それを組み立て，③性能試験を
するという３つのセクションに分かれ，これら
が直線的に並んでいるのが，製造工程における
大きな特徴です。現在，富津事業所には約 650
名が勤務しています。工場には常時約 300名が
働いています。工場の生産規模は年間約 500台
ほどです。売上比で 70％以上が海外向けの製品
です。

【本間】工場はどのような理由でこの富津市に
立地したのですか。

【関】電力や通信インフラが整備されており，
旧羽田工場からさほど遠くないこと。更に大型
製品を海上輸送するということも考慮しまし
た。この工業用地は公共岸壁が隣接しており，
税関を有する港湾にも近く，これらの条件を満
足させる場所でした。

【本間】荏原製作所で製作されるポンプは，基
本的にはどのようなものなのですか。

【関】回転を使って，その羽根の揚力，あるい
は羽根を回すことによる遠心力，こういった力
を使って水を高いところへ持ち上げる，あるい
は移動させるといったものが荏原の作っている
ポンプです。
余談になりますが，シンガポールでマーライ

オンが口から水を出している風景が見られます
が，この噴水にも荏原のポンプが使われていま
す。

関 氏
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め，この規模のポンプになりました。ちなみに
このダムの貯水量は 400 億トンで，日本の全ダ
ムの貯水量の約1.8倍の大きさと聞いています。

【本間】このポンプの技術的な特徴を教えてく
ださい。

【関】通常，この規模の水中ポンプでは複数の
羽根車からなる多段構造が一般的なのですが，
維持管理性の向上を図りライフサイクルコスト
を低減するため，単段構造の羽根車で要求性能
を達成することに成功したことです。

３．工場見学
（１）開発棟
ヘルメットと保護眼鏡を着用して，まず開発
棟を見学。最初に創業者畠山一清氏と渦巻ポン
プ理論を発明した井口在屋博士の肖像写真が飾
られたメモリアルルームへ案内されました。部
屋には畠山氏愛用の机といのくち式ポンプの図
面もありました。
畠山氏の精神的な支柱は報徳精神であり，氏
が建設し東京府に寄付をした旧神田上水からの
揚水施設は，関東大震災により著しい損傷を受
けた玉川用水に代わり，東京府民の生活を救っ
たとのことです。
次に，ポンプ技能道場を訪問。技術者のたま
ごの皆さんが熱心に実習している姿が見られま
した。また，千葉県内の中学校・高校から体験
学習の受け入れも行っているとのことでした。

（２）いよいよ工場棟へ
開発棟を出て，構内道路を横切り工場入口

（A棟）の前に向かいました。職員・見学者は，
資機材を搬入・搬出する大きなシャッター扉で
はなくその横にある通用口から中に入ることが
ルールになっています。そこから中は，ベージュ
色に着色された作業用通路を進みます。

【工場の第一印象】
天井の高さは 20mほど，天井には大小のク

レーンが配置されていました。耳障りな騒音は
なく関氏の説明も概ね聞き取れる状況でした。
大型の工作機械が整然と並び，人の姿はそれ

に隠れてあまり目立たない様子でした。工場内
部の温度は，すべての扉が開放されているため，
外気温に近い状況と思われました。

【工場内の設備配置（A 棟）】
工場は３つのセクションにわかれています。

①ポンプを加工するための機械が配置されてい
る機械職場，②部品を完全な状態に組み立てる
組立職場，③ポンプの性能試験を行う試験職場
が長さ約 330mの直線に沿って効率的に流れる
様に配置されています。
工場内の部品の移動はクレーンで，A棟・B

棟間の部品の移動は，レール式台車で行われて
いました。ベルトコンベアに乗った部品を加工
するような工場の様子とは大きく異なってお
り，またロボットのような機械も見当たりませ
んでした。

メモリアルルーム

いのくち式渦巻ポンプ

      



16 JAGREE 97．2019・11

【①機械職場】
まず，機械職場を見学。鋳物部品を様々な工
作機械で削り出していく作業エリアです。ク
レーンで運ばれてきた大型部品を固定して工作
機械により平面や曲面を高精度で削りだしてい
く作業は，人間と機械が一体となって製品を作
りだしているようでした。いや高精度で加工す
るという点では，むしろ手作業に近いのではと
の印象でした。
技術者の皆さんは，部品を工作機械へ固定す
る際のセッティング誤差をほぼ０（ゼロ）にす
るということに技術者の誇りをかけており，大
きな部品を正確に加工する為に技術者が一番神
経を使う工程の１つとのことでした。

【②組立職場】
機械職場を一回りして，組立職場へ。ここで
はすべての部品を完全な状態に組み立て，寸法
や構造上の問題がないことを確認する作業が行
われています。このエリアで興味をひかれたの
は，回転体のバランス調整です。バランス調整
は，部品をダイナミックバランサーで測定し，
手作業で部品を削って重量を合せていく作業と
のことですが，多段のポンプでは熟練作業者の
経験と感覚が極めて強く必要とされるとのこと
でした。

【③試験職場】
階段を上がり上から試験職場を見学。ここで
は，横軸及び縦軸の大型ポンプ，及び高圧ポン

プの性能試験が行われます。地下に深さ 10m，
貯水量約 5,000m3 の水槽があり，試験能力は毎
分 1,320m3，出力 10,000Kw まで対応可能との
ことです。地下には流量計測のための三角堰も
あります。

４．ディスカッション
（１）農業分野における課題

【本間】御社は戦後，食糧増産や土地改良を目
的として数多くのポンプを生産し，我が国の農
業農村を支えてこられました。農業農村整備の
分野にこれまで長く携わられてきたご経験か
ら，今後の技術開発の方向について，どのよう
に考えておられますか。

【内田】農業分野では，1970 年
代に数多く建設された湛水防
除用の排水ポンプや灌漑用の
ポンプについて，設備の長寿
命化及び設備更新時の建設費
低減，新たな設備における維

富津工場のレイアウト
機械職場 組立職場 試験職場

ディスカッションの様子

内田部長
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（４）立軸ポンプの課題（楽々点検ポンプ）
【本間】立軸ポンプにはどのような課題があっ
たのですか。

【仙洞田】従来型の立軸ポンプは，水中軸受が
吐出ボウル内に設置されているため，水中軸受
を点検・整備するためにはポンプを引き上げて
分解する必要がありました。
このため，水中軸受を羽根車の下部に設置す
ることで，ポンプを据え付けた状態のまま水槽
内部から水中軸受の点検や交換を可能とし，作
業時間の大幅な短縮と維持管理の縮減を実現し
ました。この技術を「楽々点検ポンプ」として
提案したところ，2011 年（公社）発明協会関
東地方発明表彰の発明奨励賞と 2017 年第一回
インフラメンテナンス大賞国土交通大臣賞を受
賞しました。

【本間】評価の高い技術ですね。

（５） 立軸ポンプの課題（水密型フレキシブル
ポンプベース）

【本間】立軸ポンプでは他にも課題はありまし
たか。

【仙洞田】地震や地盤状況の影響を受け立軸ポ
ンプが傾いた時は，従来はポンプ基礎を再構築
するなどにより水平度を修正する必要がありま
した。

【本間】ポンプ基礎の再構築をなくしたのです
か。

【仙洞田】ポンプ本体をジャッキアップしてシ
ムの厚さを調整することによりポンプの水平度
を調整する新型のベース構造を開発しました。

【本間】この技術の評価はいかがですか。
【仙洞田】作業時間の大幅な短縮と維持管理
費の縮減が期待できることから，この技術も
2016 年，（公社）発明協会関東地方発明表彰の
発明奨励賞を受賞しました。

５．訪問を終えて
ポンプ製造といえ

ば鋳造現場（鋳鉄を
型に流し込む工場）
を思い浮かべていま
したが，ここは，他
部署で製造された鋳
鉄品を精密に加工し，組立て，製品として出荷
する工程を行う工場でした。
ポンプといえば，メンテナンスにより，40

年以上も使用が可能ですが，大水量や高圧力を
長時間堅持する物を作るためには，羽根車と
ケーシングの隙間のミクロン単位の調整や，羽
根車の微妙な角度調整が必要とされます。すな
わち，強い力のかかる状態で長期間の耐用を有
する回転体（羽根車）と外枠である精巧なケー
シングの製造が求められます。このためには，
非常に精密なバランス調整と精緻な加工技術が
必要とされることはいうまでもありません。工
場で働く熟練作業者の経験と感覚が存分に生か
されている状況を見ることができました。
これらのことはすべて，創業者である畠山一

清氏の精神である“熱と誠”の「ものづくり魂」
が脈々と確実に引き継がれているからなのだと
強く実感しました。
このように，各種加工機械と熟練技術者の融

合作業により，優秀な製品が製造されている現
場を見学する機会を得ることができたのは本当
に貴重であると改めて感じました。

楽々点検ポンプ

筆者（ 右）

      



19JAGREE 97．2019・11

企業紹介／職場訪問

【新川河口排水機場（新潟県）】

排水能力（１台当たり）

今回ご協力いただいた富津事業所の皆様に心
からお礼を申し上げるとともに，㈱荏原製作所
の挑戦と創造の歩がこれからも着実に進まれま

すことをご祈念申し上げ，お礼の言葉とさせて
いただきます。

前列左から内田部長，川口担当課長，仙洞田氏，協会山田事務局長
後列左から関氏，立花工事管理課長，中川北陸支社長，筆者

 （出典：新潟県 HP）

原動機  口径  ポンプ形式  揚程  排水量  

4,200mm電動機  1,400kW 2.4ｍ  
横軸円筒型軸流

（可動翼）  
40ｍ 3/秒  

      






