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技術の課題と展望

国内ポンプメーカーは，協会設立時よりポン
プ部門・研究会メンバーとして，長年にわたり
揚水・排水ポンプ設備の計画・設計・施工全般
の技術進歩や設計基準作成に貢献してきた。こ
れまでのポンプ設備の歴史を振り返り，求めら
れる役割と今後の展望について記述する。

１．農業農村整備事業の変遷とポンプ場の歴史
かんがい排水事業の進展に伴い昭和 40

（1965）年代からは排水機場が大規模化する中
で，大和田排水機場（1966（昭和 41）年）や
新川河口排水機場（1968（昭和 43）年）が建
設された。ポンプ場建設が増え大型化すること
により各ポンプメーカーがしのぎを削ってポン
プ本体の技術開発を進めると共に駆動設備のエ
ンジニアリング技術も向上した。昭和50（1975）
年代以降も排水対策の強化，パイプラインと水
管理システムの導入等が促進され，刈谷田川右
岸（1976（昭和 51）年），江尻（1990（平成２）

年）等の排水機場や須川第一（1977（昭和 52）
年），一ツ瀬平原（1980（昭和 55）年）等の揚
水機場が建設された。平成以降，新設の大規模
機場の建設は少なくなり，昭和時代に建設され
た新井郷川（土木を含め 1994（平成６）年），
新川河口（2015（平成 27）年）等の排水機場
や須川第一（2000（平成 12）年），横芝（2018（平
成 30）年）等の揚水機場が老朽化に伴い更新
された。

２．社会のニーズと設計基準の変化
全国的にポンプ場の建設事業が増加するにし

たがい技術基準類の整備が求められ，「土地改
良事業計画設計基準・設計「ポンプ場」（※２）」
が 1982（昭和 57）年に制定された。その後も
新技術や防災・減災対策，ライフサイクルコス
ト低減等に関する内容をその都度追加し，2019

（令和元）年に４回目の改訂を行い現在に至っ
ている。　　
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写真１－１　新川河口排水機場の回転体写真（更新前） 写真１－２　同（更新後）※１）
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1980（昭和 55）年以降，農業農村整備事業
の予算は増加し 1997（平成９）年にピークと
なった。しかしながら，2001（平成 13）年か
らは公共事業費が削減され 2010（平成 22）年
には農業農村整備事業費も大幅削減されること
となった。時代の流れを受けて，ポンプ場の土
木構造物とポンプ設備の建設コスト縮減のため
の「高 Ns・高流速ポンプ設備　計画・設計技
術指針」が 2000（平成 12）年に制定された。
また，既設ポンプ設備のライフサイクルコスト
低減を目的としたストックマネジネント事業へ
の対応として「農業用施設機械設備更新及び保
全技術の手引」が 2006（平成 18）年に制定さ
れた。さらに，農業水利施設の機能・保全を適
切かつ効率的に行うことのできる技術者を養成
する目的で，2007（平成 19）年に「農業水利
施設機能総合診断士制度」が制定され，その診
断士の資格者が全国の既設ポンプ設備のストッ
クマネジメントに携わっている。

３．世の中の技術進歩とポンプ設備の技術開発
（１）世の中の技術進歩とポンプ設備への応用

ポンプ設備や電気制御設備で採用される新技
術は，ポンプ本体に関する技術を除いて，世の
中の各分野の技術進歩で生まれた新技術を応用
し実用化した技術がほとんどである。

ポンプでは，セラミックスや樹脂等の新素材
を主ポンプ水中軸受の摺動部材に適用すること
で無給水水中軸受（セラミックス軸受，樹脂軸

受）を実用化し，系統機器の簡素化を実現した。
原動機分野でも，ポンプ駆動用原動機として空
冷ディーゼル機関やガスタービンを採用し，冷
却水設備を省略化することが可能となった。ポ
ンプ駆動用電動機では，トップランナー制度に
沿った省エネ電動機や半導体技術の進歩による
電力変換装置（インバータ）の採用により，ポ
ンプ設備の省エネが可能となった。

受配電盤では，トップランナー制度の適用に
よる省エネ化，高圧インバータ装置によるかご
形電動機の回転数制御化等の各技術が取り入れ
られている。監視操作制御設備では，IoT 普及
よる通信回線の低価格化，クラウドサーバ・モ
バイル機器の普及による維持管理の効率化等の
技術が取り入れられている。

（２）ポンプ設備固有の技術開発
かんがい排水事業に求められる建設コスト縮

減や排水機能向上のニーズに応えるため，ポン
プ設備固有の技術開発がポンプメーカーによっ
て継続的に行われてきた。

建設コスト縮減に有効な新技術として，ポン
プ場の土木構造物をコンパクト化できる高流
速吸込水槽及びポンプ本体をコンパクト化で
きる高 Ns・高流速ポンプが開発・実用化され，
2000（平成 12）年に排水量 30m3/s ポンプ以下
に適用される「高 Ns・高流速ポンプ設備　計
画設計技術指針」として認定された。親松排
水機場で更新（2007（平成 19）年）した立軸

写真２－１　セラミックス軸受の例 写真２－２　インバータの例※３）
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軸流ポンプ（15m3/s ×４台）の事例のように，
ポンプの高流速小型化や吸込水槽高流速化な
ど，ポンプメーカー各社がコンパクト技術を開
発し実用化している。

ポンプ性能向上に資する技術として，水理解
析技術が挙げられる。従来から吸水槽の流れ解
析や管路のウォーターハンマー（水撃）現象解
析などで活躍しているが，コンピューター性能
の飛躍的向上に伴い，ポンプメーカー各社はポ
ンプ効率アップやキャビテーション抑制等のポ
ンプ性能向上のツールとして CFD（数値流体
力学）解析などの水理解析技術を駆使している。

既設機場の運転条件や運用方法の変化に対応
する技術として，既設の横軸ポンプを立軸ポン
プに更新する減速機搭載型立軸ポンプ（2007（平
成 19）年），既設機場の吸込水位を下げる技術
として，低吸込水位運転対応ポンプ（2016（平
成 28）年）等が開発・実用化されている。

４．老朽化／維持管理時代の技術課題
数多くの揚水・排水ポンプ機場が高度経済成

長期に建設され，近年はポンプ設備が老朽化し
つつある。そのため，全面的な設備更新ではな
く，既設設備の長寿命化により更新コスト抑制
を図る「ストックマネジメント事業」を導入し，
ポンプ場の機能確保を図る方針で事業が進めら
れている。国営事業で造成されたポンプ場の機
能保全計画を策定し，従来の「地区全体の一括
更新」から「設備診断の結果に基づき取替・修

繕を行い，ライフサイクルコストを最小限に抑
える部分更新」の時代に変わってきた。また，
ポンプ設備の老朽化対応だけでなく，運転操作
員や管理者の高齢化・少子化への対応，さらに
水災害の激甚化への対応強化も求められる時代
になっている。

（１）厳しい公共事業予算への対応
厳しい公共事業予算に対応するためには，維

持管理費の低減，運転費の低減，建設費の低減
に有効な技術を開発し実用化する課題に取り組
む必要がある。
①維持管理費低減に向けた検討課題

ポンプ設備，電気・監視操作設備それぞれで
維持管理費（取替・修繕費用）低減のための技
術検討が求められている。
〇設備簡素化による修繕費用低減
〇	電気設備，監視操作制御設備の長寿命化によ

る更新頻度（費用）低減
〇	老朽化したポンプ設備の診断技術実用化（潤

滑油診断等）
②ランニングコストの低減

ランニングコスト低減のためには，ポンプの
効率向上だけでなく，ポンプ場に適用できる高
効率の電動機や受変電設備の製品開発が求めら
れている。
〇	電動機効率が高い IE3 モータの適用範囲の

拡大
〇	トップランナー変圧器以上の高効率変圧器の

適用

図１　ポンプの CFD 解析事例
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③建設費用の低減
設備の運用面から機器仕様を見直し建設費を

低減することも求められている。
〇	ポンプ設備性能アップ（排水量アップ）によ

り投資対効果を高めるコスト縮減
〇	汎用製品や汎用監視システム採用による設備

費低減
（２）運転操作員・施設管理者の少子・高齢化

への対応
運転操作員や施設管理者の高齢化・少子化へ

対応するためには，担当者の実務経験が浅くて
も保守点検や運転操作が問題なく行えるように
設備を簡素化していく必要がある。
①保守点検作業の簡素化

専門知識を必要としない機器の採用による保
守点検の簡素化が求められている。
〇	設備簡素化や汎用製品採用による保守点検作

業の低減
〇 	ICT 技術導入による保守点検作業の効率化
②運転操作の簡素化

操作員の専門知識にたよらない運転操作シス
テムの適用が求められている。
〇設備簡素化による運転操作の簡素化
〇自動運転システム採用による操作の簡素化
〇 AI 技術やドローンの活用

（３）水災害発生時の対応
地球温暖化に伴い頻発する大型台風や線状降

水帯発生による水災害の激甚化，東日本大震災
で発生したような津波等の発生リスクを想定し

た対応強化が求められており，ポンプ設備にお
いては設備の耐水化，迅速な応急復旧対応を進
めていく必要がある。
①設備の耐水化

高所設置による浸水対策だけでなく，設備自
身の耐水化技術が求められている。
〇耐水型機器の開発・実用化による浸水対応
〇系統機器や電気制御設備の耐水化
②迅速な応急復旧対応

水災害発生後の次の運転に備えて，迅速な応
急復旧対応が求められている。
〇	大型の移動式排水ポンプや電源設備の実用化
〇	浸水後の電気設備を迅速に機能検査する技術
〇	地震動により土木躯体に発生する不同沈下に

対する対策技術

５．求められる新技術／システムと次世代への
展望

（１）求められる新技術
昭和 40（1965）年代に農業用揚排水ポンプ

場が建設されて以降，ポンプ設備の大型化，高
機能化に向けて技術開発が進められましたが，
平成時代後半からは社会情勢の変化を受けてコ
スト縮減，維持管理関連の技術開発へと方針転
換した。近年は，事業予算は絞りつつも少子高
齢化，水害激甚化への対応という厳しいニーズ
が加わり，更なる技術開発が求められている。
ポンプ設備・電気設備共に従来延長線上の技術
にとらわれず，世の中の日進月歩している技術
を取り込んでいく姿勢が不可欠である。

ポンプ設備に求められている技術としては，
実用的な設備診断技術，安価に修繕・取替でき

写真３　ポンプ場の水害による被害事例※４） 図２　AI の活用イメージ※５）
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るポンプ，運転操作が簡単なポンプ等だと考え
ている。電気制御設備に求められている技術と
しては，監視制御設備の低コスト化，気象情報
から運転制御まで AI 技術を広範囲で活用する
こと等だと考えている。

（２）次世代の課題と展望
国の農業政策として，我が国が持続可能な活

力ある地域経済社会を構築するためには，時代
の変化を見通し，新技術を社会実装することに
より自然環境や社会環境の変化に対応し成長に
つなげていく，という政策が前面に打ち出され
ている。

湛水防除事業においても，自然環境の変化に
対して，国交省，自治体と連携して流域治水を
担う排水ポンプ施設の機能アップ（B/C アッ
プ）が求められており，従来の役割分担にとら
われない課題解決の取組みと世の中の革新的な
技術の積極的な取込みが今後の課題である。ま
た，施設管理者の減少や高齢化，ポンプ設備の
老朽化という社会環境の変化に対して，基幹施
設から末端に至る一連の農業水利施設の機能を
安定的に発揮し次世代に継承してことが必要で
あり，設備の点検・機能診断・監視によって計
画的かつ効率的な補修，更新を進めることが求
められている。施設を長寿命化し，ライフサイ
クルコストを低減する戦略的な保全管理が今後
の課題である。

一方，全世界で持続可能な社会の実現に向け
た SDGs（持続可能な開発目標）の取り組みが
国際的に広がりつつある。ポンプメーカーの取
り組みは始まったばかりであるが，水インフラ
を支える企業として SDGs の目標達成に貢献す
べく，目標 11（住み続けられる街づくりを），
目標 13（気候変動に具体的対策を）を中心に
具体的な目標を掲げて企業活動を進めている。

ポンプメーカー各社は社会に貢献し続ける企
業であることを理念として，これまで実用化し
てきた建設コスト縮減技術，維持管理技術等の
開発に続いて，自然環境と社会環境の変化に対
応すべく水災害に強く，LCC が低減できるポ

ンプ設備の開発・実用化を進めていく所存で
ある。

	 以上
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