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設計「ポンプ場」の改定について

農村振興局



○ 土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計（以下、「設計基準」という。）は、国営

土地改良事業の工事の設計及び施工の基準に関する訓令（最終改正昭和52年農林省訓令第19

号）に基づき、国営土地改良事業の実施に当たり設計を行う際に、遵守しなければならない基

本的な事項等を定めたもの。

○ 設計基準は、基準書及び技術書で構成しており、それぞれの構成と位置付けは以下のとおり。

設計基準

① 基準
（事務次官通知）

② 基準の運用
（農村振興局長通知）

③ 基準及び運用の解説
（設計課長通知）

設計に際し、遵守しなけれ
ばならない基本的な事項

設計に際し、遵守すべき
具体的な運用

①、②で定めた事項
及び

運用の意味や解釈

（設計課長通知）

一般的な技術解説、標準的な設計事例、その他参考となる事項等

基準書

技術書

１．設計基準の位置付けと構成
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○ 設計基準「ポンプ場」（以下、「本基準」という。）の構成は以下のとおり。

２．設計基準「ポンプ場」の構成

基準 基準の運用・解説

1 基準の位置付け 1 運用の位置付け

2 ポンプ場の定義 2 ポンプ場の定義と基準の適用範囲

3 設計の基本 3 設計の基本

4 関係法令の遵守 4 関係法令の遵守

5 設計の手順 5 設計の手順

6 調査 6-1 調査項目

6-2 気象・水象・海象調査

6-3 河川・湖沼・海浜の状況調査

6-4 地形調査

6-5 地盤調査

6-6 立地条件調査

6-7 環境調査

6-8 管理関係調査

6-9 工事施工条件に関する調査

7 基本設計 7-1 基本設計の項目

7-2 吸込水位、吐出し水位及び実揚程

7-3 揚水量の決定

8 細部設計 8 細部設計

基準 基準の運用・解説

9 ポンプ設備の設計 9-1 ポンプ設備の設計

9-2 主ポンプの設計

9-3 主原動機の設計

9-4 動力伝達装置

9-5 吸込管及び吐出し管

9-6 弁類

9-7 補機設備

9-8 監視操作制御設備及び電源設備

10 吸込水槽及び吐出し水槽の設計 10-1 吸込水槽の水理設計

10-2 吐出し水槽の水理設計

10-3 吸込水槽及び吐出し水槽の構造設計

10-4 基礎工の設計

11 建屋の設計 11-1 建屋設計の基本

11-2 各室の設計

11-3 建屋の構造

12 附帯設備の設計 12-1 水門設備

12-2 除じん設備

12-3 クレーン設備

12-4 換気設備

12-5 屋内排水設備

13 管理設備の設計 13 管理設備の設計

基 準 書

技 術 書
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○ 本基準でいうポンプ場は、①農地の用水改良を目的とするポンプ施設（用水ポンプ場）、②農

地の排水改良を目的とするポンプ施設（排水ポンプ場）の総称。

○ ポンプ場の構成は、下記の施設から構成され、本基準では、「ポンプ設備」、「吸込水槽及び

吐出し水槽」、「建屋」、「附帯設備」、「管理設備」を取り扱う。

３．ポンプ場の定義

ポンプ場

取水口*

導水路*

沈砂地（遊水池）*

ポンプ設備

主ポンプ、主原動機、動力伝達装置、吸込管、弁類、
補機設備、監視操作制御設備及び電源設備

吸込水槽及び吐出し水槽

吸込水槽、吐出し水槽、基礎工

建屋

ポンプ室、操作室、電気室、管理室 等

附帯設備

水門設備、除じん設備、クレーン設備、換気設備、
屋内排水設備

送水路*

吐出樋門（樋管を含む）*

管理設備
赤字：本基準の取り扱い範囲
＊：関連する技術書等を適宜適用

【用水ポンプ場の例】

【排水ポンプ場の例】

ポンプ場全景

横軸斜流ポンプ（口径1,650mm）

新川右岸排水機場（北陸農政局）

片島揚水機場（中四国農政局）

建屋外観

両吸込渦巻ポンプ（口径350mm）

３



○ ポンプ場の構成例と整備状況

【ポンプ場の整備状況】

造成区分 施設数
耐用年数超過※３

用水施設 排水施設※２ 施設数 割合

国 営※1 746 522 214 498 67％

県営ほか 2,131 1,155 953 1,726 81％

合 計 2,877 1,677 1,167 2,224 77％

送水路

堤防

導水路

HWL

LWL

沈砂池

（遊水池）

吸込水槽

吐出し水槽

GL GL

建　屋

ポンプ室

HWL

LWL

P

角
落
し

ス
ク
リ
ー
ン

HWL

取
水
口

河床

FLOW

建　屋

吐出し水槽

吐出樋門（樋管含む）

HWL角
落
し

ス
ク
リ
ー
ン

堤防

LWL
吸込水槽

【排水ポンプ場の構成例】

【用水ポンプ場の構成例】

資料：農業基盤整備情報基礎調査（H27.3）を基に受益面積が100ha
以上の基幹的農業水利施設を対象に整理

※１）国営施設には水資源機構造成施設を含む
※２）排水施設には用排兼用施設を含む
※３）耐用年数は「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数

について」における機場の標準耐用年数（20年）を基に試算

本基準の取扱い範囲

本基準の取扱い範囲
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○ 本基準は、昭和57年に制定して以降、平成9年の2度の改定を経て、平成18年に現行基準に改定。

○ 制改定の経緯と今回の改定の背景は以下のとおり。

ポンプ場の計画及び設計の手引き書であった「ポンプ計画技術マニュアル」（S49.8制定）を基
として新たに設計基準を制定

① 基準書及び技術書の体系に再編
② 吸込水槽・吐出し水槽の構造設計の計算手法を追記
③ 基礎工の設計に砂地盤の液状化検討方法を追記
④ 新技術（管内クーラ方式、空冷式歯車減速機、セラミック軸受等）を追記

① 阪神淡路大震災を踏まえ、耐震設計の実施基準を追記
② 水槽及び建屋の構造設計に係る土圧等の荷重条件を追記
③ 基礎杭の設計等にコスト縮減の観点を追記

① ポンプ設備設計に係る性能規定を追記
② 環境との調和に配慮したポンプ場設計手法を明記

昭和57年12月
制 定

平成9年1月
改 定

平成9年11月
改 定

平成18年3月
改定（現行）

４．設計基準「ポンプ場」制改定の経緯と今回の改定の背景

【経 緯】

【今回の改定の背景】

○ 前回（平成18年）の改定から11年が経過し、東日本大震災の経験、戦略的な保全管理の取組や省エネルギー化

などの時代の要請、技術の進展等を踏まえ、以下に関する検討が必要。

① 河川の氾濫や津波等の災害においてもポンプ場の機能を維持する防災対策や被害を最小化する減災対策に関

する記載の充実

② ポンプ設備の特性を踏まえた施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減に関する記載の充実

③ 近年における各種法令及び設計基準類の制・改定内容の反映

④ 新技術やユーザーの意見の反映 など
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○ 現行基準におけるポンプ設備の浸水対策は、最高吸込水位を基準として、ポンプを当該水位以上に据付けるか、
低い位置に据付ける場合は土木・建築構造物を水密構造とするなど、ポンプの運転に支障を来さないことを求め
ている。
○ 東日本大震災においては、最高吸込水位を超える津波により、ポンプ設備が浸水し、復旧に時間を要する事態

が発生。
○ このため、最高吸込水位を超える河川の氾濫や津波等の発生リスクを想定して事前に講じておくべき対策につ

いて追記。

５．設計基準「ポンプ場」の主要な改定内容

（１）河川の氾濫、高潮、津波等に対する対策

《主な改定内容》

● 基準及び運用の解説

9－2 主ポンプの設計 （資料2-2のP.37）
(5) 主ポンプの据付高さと回転速度の決定

キャビテーションの発生を防止する方法の一つとして、主ポンプの据付高さをなるべく低くすることが有利であるが、洪水時の
浸水により運転不能に陥ることは許されない。

水位が上昇しても浸水しないよう、既往 高湛水位又は計画基準降雨時のポンプ無稼働湛水位に基づき設定する 高吸込水位を
考慮して据付高さを決定する必要がある。

また、選定された主ポンプ形式について、 高吸込水位以上の高さに据付けた時に吸込性能上支障がなければ、これによって主
ポンプの据付高さを決定し、支障のある場合は土木建築構造を水密構造とし、主ポンプ据付高さを低くしたり、立軸ポンプにして
主原動機を 高吸込水位以上に据付けるなど、土木建築構造と主ポンプ形式の両面から検討しなければならない。

さらに、想定し得る 大レベルの洪水、高潮、津波等により発生する浸水位についても検討し、 高吸込水位を超える場合には、
ポンプ設備の早期の機能回復及び浸水被害の軽減を可能とする対策を講じる必要がある。

11－1 建屋設計の基本 （資料2-2のP.55）
建屋の設計、施工に当たっては、別途定められている建築基準法、同施行令及び消防法・同施行令等関連法規と各種構造計算基

準又は地方公共団体の条例等を事前に調査して確認し、これらを遵守する必要がある。
なお、建屋はポンプ送水時に発生する推力を確実に支持できる構造とする。
また、ポンプ設備を 高吸込水位より低い高さに据付ける場合には、ポンプ設備が運転不能に陥らないよう、建屋を水密構造に

する。さらに、想定し得る 大レベルの洪水、高潮、津波等により発生する浸水位が 高吸込水位を超える場合には、ポンプ設備
の早期の機能回復及び浸水被害の軽減を可能とする対策を講じる必要がある。 ６

《改定の主旨》



◆ 技術書

第12章 吸込水槽及び吐出し水槽の水理設計 （資料2-3のP.33）
12.1.2 排水ポンプ場

排水ポンプ場の吸込・吐出し水槽あるいは導・送水路を既存の河川に接続させる場合には、周辺の地形並びに河川の状況等を考
慮して、排水機能が十分に発揮できるように施設を適切に配置する。

また、津波により浸水する可能性がある場所においては、建屋にかかる波圧の軽減対策として、吐出し水槽を建屋の海側に配置
することを考慮する。

第16章 建屋の設計 （資料2-3のP.36）
16.1.2 想定し得る最大レベルの洪水、高潮、津波等に対する対策

ポンプ設備が 高吸込水位に対して運転不能に陥らないよう、前項に記載する対策を講じることとするが、想定し得る 大レベ
ルの洪水、高潮、津波等により発生する浸水位についても検討し、浸水位が 高吸込水位を超える場合には、ポンプ設備の早期の
機能回復及び浸水被害の軽減を可能とする対策を講じる必要がある。

(1) 想定浸水位の検討
想定し得る 大レベルの洪水、高潮、津波等により発生する機場地点の浸水位は、都道府県及び市町村が公表する「ハザー

ドマップ」等を基に検討する。

(2) 対策の内容
対策は、建屋の止水化・耐水化と機器の高所化・耐水化に分けられる。対策の内容は、想定される浸水の高さ・要因、ポン

プ場の重要度等に応じて、経済性、維持管理の容易性、操作性等を考慮して、適切な対策を組み合わせて選定するものとする。

表-16.1及び図-16.2に対象施設ごとの対策の例を示す。

16.4.1 構造形式 （資料2-3のP.39）
建屋の構造形式には、鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造、木構造等があるが、そのポンプ場の規模

に応じて も適した構造形式を選ばなければならない。
特に小規模のポンプ場の建屋（走行クレーン設備を必要としないもの）については、軽量鉄骨構造、補強コンクリートブロック

構造等が一般に用いられている。
また、東日本大震災の津波により浸水した建屋においては、鉄筋コンクリート構造が鉄骨造に比べて津波の衝撃に伴う損壊率が

低い状況であったことから、津波により浸水する可能性がある場合にはこれを考慮して構造形式を選定する必要がある。
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表-16.1 想定し得る 大レベルの洪水、高潮、津波等に対する対策の例 （資料2-3のP.37）

項 目 対 策 対策の内容 効 果

①施設の配置・
構造

建屋開口部の位置の工夫 吸込水槽や搬入口等の大きな開口部を海側、
河川側に設けない。

浸水の流入を防ぐ。

機器の高所化 機器を高所に配置する。 水に弱い設備の浸水被害を防止する。

機器の耐水化 機器を耐水化する。 水に弱い設備の浸水被害を防止する。

立軸ポンプの採用 立軸ポンプを採用する。 主原動機をより高所に配置することで浸水被
害を防止する。

②建屋構造 鉄筋・鉄骨鉄筋コンク
リート化

建屋構造を鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コ
ンクリート造とする。

津波等の衝撃に対する耐久性を高める。

電気室等の高所化 電気室、操作室、自家用発電機室等を2階以上
に配置し、テラス形式の資機材搬入口を設け
る。

水に弱い設備の浸水被害を防止する。

③マンホール マンホールの屋外設置 下部工への進入用マンホールは屋外に設置す
る。

マンホールからポンプ室内への水の浸入を防
止する。

④窓、換気施設 高所化 窓や換気施設の開口部を想定浸水位より上部
に配置する。

ポンプ室内への水の浸入を抑制する。

耐久性向上 網入りガラスとする。
既設はガラスブロック等により閉塞する。

水圧による窓ガラスの損壊を防止する。

配置・閉塞 海側、河川側には設置しない。既設はブロッ
ク等により閉塞する。

ポンプ室内への水の浸入を抑制する。水圧に
よる窓ガラスの損壊を防止する。

⑤資機材搬入口 角落し、止水板の設置 搬入口に角落しや止水板を常設する。 搬入口からポンプ室内への水の浸入を抑制す
る。

鉄扉化 外開き鉄扉とする。 搬入口からポンプ室内への水の浸入を抑制す
る。

⑥管理者用出入
口

高所化 昇降階段式の構造とする。 出入口扉の損壊による水の浸入を抑制する。

鉄扉化 外開き鉄扉とする。 出入口扉の損壊による水の浸入を抑制する。

搬入口との兼用化 搬入口内の小扉とする。 開口部を減らし、浸水を抑制する。

⑦避難場所 避難場所設置 建屋内の高所に避難場所を設置する。 浸水時における安全を確保する。

屋根への開口部設置 屋根に開口部を設ける。 浸水時に舟等を使用した屋外への避難経路を
確保する。
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（２）施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減

○ 老朽化が進行する既存の農業水利施設の機能を将来にわたって安定的に発揮させるためには、施設の長寿命化
とライフサイクルコストの低減を図る必要。

○ ポンプ場の設計においては、ポンプ場の設置目的・使用条件に適合した機能を確保し、施設建設費用だけでな
く、ライフサイクルコストの観点からも経済的となるよう設計することが重要。

○ このため、ポンプ場におけるストックマネジメントの概念や保全管理の考え方を記載。

《主な改定内容》
● 基準及び運用の解説

3 設計の基本 （資料2-2のP.9）
ポンプ場に限らず、公共事業で建設する土木構造物設計の基本は、所定の機能と安全性を確保した上で、できるだけ経済的な施

設とすることである。
さらに、経済性の検討の際には、施設建設費用だけでなく、ライフサイクルコストについても併せて総合的な検討を行う必要が

ある。

◆ 技術書

第21章 ポンプ場の保全管理 （資料2-3のP.41）
ポンプ場の保全管理は、土地改良法、河川法、その他の関係法令等を遵守しつつ、効率的な点検、補修、整備、適正な管理の記

録を行うことにより、施設の有する安全性・信頼性を確保し、ライフサイクルコストを低減するように行う必要がある。

第1章 総論 （資料2-3のP.3）
1.3.2 設計の基本
(11) ポンプ場を経済的な施設とするためには、施設造成のための初期投資費（建設コスト）のみならず、管理費（ランニングコス

ト）や将来的に必要な施設更新等も考慮したライフサイクルコストという観点からその経済性を検討する必要がある。

９

《改定の主旨》



21.1.1 保全管理の概要 （資料2-3のP.41）

【参考】軸受及び歯車減速機の新たな診断技術

機械設備のメンテナンスの現場においては、回転機械の主要な故障原因である軸受の損傷や異常を的確かつ早期に検出する状態

監視診断技術として、振動法や温度法、AE（Acoustic Emission）法、超音波法、油中摩耗粒子分析法等がよく用いられている。

振動法には、回転体振動値（振動加速度）を計測することにより異常の程度を判断する簡易診断法とその計測結果に応じて異常

の部位を特定し、有効な対策を決定する精密診断法がある。

温度法は、回転機械の温度上昇が軸受の焼付き等の前兆現象であることを利用し、温度計や温度センサーによる常時監視を行う

方法である。

油中摩耗粒子分析方法は、潤滑油中の金属摩耗粒子を調べることで機械の状態を推測する方法であり、フェログラフィー法や

SOAP（Spectrometric Oil Analysis Program：金属濃度分析）法が代表的である。

これまでは、ポンプの機械設備を点検するために、多大な費用をかけて分解し、内部点検を実施してきたが、今後は、供用年数

を目安とした分解点検ではなく、施設を分解することなく低コストかつ的確に診断し、実際に性能が低下している施設から優先的

に保守・保全することが必要であり、上記診断方法等の診断結果のデータ蓄積を行い、診断精度の向上を図ることが望まれる。な

お、上記の診断技術の実施については、費用面や精度面等に留意する必要がある。

（潤滑診断の例）

油中摩耗粒子分析法による診断技術は、ポンプ設備の軸受や減速機、エンジンなどから潤滑油やグリースを採取し、油中に含ま

れる金属摩耗粒子の量や形態などの情報を用いて、ポンプ設備を分解せずに軸受などの摩耗状態を把握する手法である。

10

潤滑油の採取状況

金属疲労時の摩耗粒子

金属摩耗粒子形態の分類と発生原因の一例

【油中摩耗粒子分析法を用いた潤滑剤の評価による機能診断技術の例】

正常運転時の摩耗粒子

潤滑剤の分析による機器の劣化診断のイメージ



写真1-① ケーシング補修前
（腐食・摩耗の状況）

写真1-② ケーシング補修後
（異種金属を組み込み）

写真2-① インペラ補修前
（インペラ端部の打痕状況）

写真2-② インペラ補修後
（溶接による成形状況）

【参考 ポンプ設備の更新・補修技術（対策例）】 （資料2-3のP.43）
主ポンプ設備の更新・補修技術の主な対策例を以下に示す。

対策 工法内容 対策可能な主ポンプ形式

水中軸受の無給水化
潤滑水の供給が必要な既設の軸受を、潤滑水の供給が不要とな
る無給水軸受に更新する。なお、これに伴い主軸の改造が必要
となる。

立軸（軸流・斜流）

軸封部の無給水化
潤滑水の供給が必要な既設の軸封部を、潤滑水の供給が不要と
なる無給水軸封装置に更新する。なお、これに伴い主軸の改造
が必要となる。

横軸（渦巻・軸流・斜流）
立軸（渦巻・軸流・斜流）
チューブラ（軸流・斜流）

回転体の更新
ケーシングは既設のものを流用し、回転体（主軸、羽根車、軸
受、軸封部）を更新する。

ケーシングの補修

既設ケーシングの局部的な腐食、摩耗に対して、
① 鋼板製ケーシングでは溶接（パッチワーク）、
② 鋳鉄製ケーシングでは工業用メンテナンス用補修材による
肉盛・成形、耐摩耗性・耐食性に優れた金属への置換

等によりケーシング形状を復元する。

インペラ及びインペラ
ハブの補修

ステンレス製のインペラ及びインペラハブの著しい腐食、摩耗
に対して、溶接（肉盛溶接）して形状を復元する。

パッキンブスリーブ表
面の硬質加工

グランドパッキンとの摩擦によるパッキンブスリーブ表面の摩
耗を抑制するため、パッキンブスリーブ表面に耐摩耗性金属を
溶射する。

【ケーシングの補修状況】 【インペラの補修状況】
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○ ポンプ設備の主電動機に多く用いられている「三相誘導電動機」が「エネルギー使用の合理化等に関する法
律」（省エネ法）に基づくトップランナー制度※の対象機器として指定され、製造事業者等は平成27年度以降
に販売する製品について、目標基準値を達成することが求められる。

○ このため、トップランナー制度に適合した三相誘導電動機（トップランナーモータ）の規格、適用上の留意
点等を追記。

（３）関連する法令等の反映

9－3 主原動機の設計 （資料2-2のP.39）
なお、電動機及び変圧器については、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年6月22日 法律第49号）」に基づく

「トップランナー制度」の対象機器に指定されていることを踏まえ、同法律等に基づき地球温暖化防止等を推進する観点から、各
設備の設計においてはトップランナーモータの適用を考慮するものとする。

◆ 技術書

第6章 主原動機の設計 （資料2-3のP.15）
6.1.1.1 主ポンプ用電動機
(4) トップランナーモータ

三相誘導電動機は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年6月22日 法律第49号）」に基づく「トップランナー制
度」の対象機器として、平成27年4月から、電動機製造事業者等が加重平均で電動機効率の目標基準値を達成したものを出荷する
ことが義務付けられている。適用範囲は、「JIS C 4213 低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ」による。

この目標基準値に適合する「トップランナーモータ」は、始動電流が600％～900％と標準電動機の500％～800％と比べて大きく
なるので、電気設備のシステムとしての保護協調（ブレーカー容量・電圧降下・フリッカー、力率値等の再確認）が必要である。
また、トップランナーモータは標準電動機に比べて回転速度及び電動機寸法が大きくなるので、既設の電動機のみを更新する場合
には、ポンプ軸動力の増大を考慮した羽根車外径の修正、電動機寸法を考慮した共通ベース・軸継手の取替について検討する必要
がある。

《主な改定内容》
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《改定の主旨》
① トップランナー制度

※ 特定の機器を対象として、エネルギー消費効率の高い製品を基に機器のエネルギー消費効率の基準値を設定し、製造業者に製品の省エネ化
を求めるもの。

● 基準及び運用の解説



○ 「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」（平成22年10月1日施行）に基づき国が定めた「公共

建築物における木材利用の促進に関する基本方針」（最終改正：平成29年6月16日 農林水産省、国土交通省告

示）において、① 低層の公共建築物について、原則として全て木造化を図る、② 木造化が困難な場合でも内

装等の木質化を促進することを規定。

○ これを踏まえ、建屋構造の木造化、内装等の木質化について追記。

◆ 技術書

11－3 建屋の構造 （資料2-2のP.55）
① 建屋の構造形式
建屋の構造形式には、鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造、木構造がある。

第16章 建屋の設計
16.1.1 建屋の設計に当たっての留意事項 （資料2-3のP.35）
(7)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」を踏まえ、木材の利用を促進し、地球温暖化対策に貢献する観点か
ら、間伐材等を利用した木造化や内装等の木質化に努める。

16.4.1 構造形式 （資料2-3のP.40）
建屋の構造形式には、鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造、木構造等があるが、そのポンプ場の規模

に応じて も適した構造形式を選ばなければならない。（途中略）
(4) 木構造

木構造は、木材を主材料として組み立てた骨組を建物の主体とする構造体の総称であり、一般的な木造建築において、材料は構
造材と造作材に分けられる。

「公共建築物における木材利用の促進に関する法律」において、国は率先して公共建築物における木材の利用の推進に努めるこ
ととされ、また、同法に基づく「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」において、国自らが整備する低層の公
共建築物については、原則として木造化を図ることとされていることに留意して木構造の適用を検討する。

ただし、建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められ
る施設、災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設、危険物を貯蔵又は使用する施設等、当該施設に求められ
る機能等の観点から、木構造の適用の対象とならない場合がある。

《主な改定内容》
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《改定の主旨》
② 木材利用の促進

● 基準及び運用の解説



（４）送水路（パイプライン）を含めた最適設計

○ 畑地かんがい地区などで導入されている直送式ポンプ場の設計において、ポンプ場及び送水管路に係る全体

のコストを最適化する考え方を追記。

《主な改定内容》

第8章 吸込管及び吐出し管の設計 （資料2-3のP.21）
8.6  吐出し管の設計上の留意点
(5) 経済的な配管とするため、下記の事項に配慮する。

② かんがい地区に直送する場合の管路の平均流速は、与えられた流量に対して、管関係費とポンプ関係費の和が 小となるよ
うに経済比較を行って決定することが望ましい。口径を小さくすれば管関係費は少なくてすむが、通水抵抗が増加することで
ポンプ揚程が高くなり、結局ポンプ設備費と運転費がかさむことになる。逆に口径を大きくすればポンプ関係費は少なくなる
が、管関係費が増加する。いずれの場合も不経済な設計となるためである。
なお、管路の設計の詳細については、土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」を参照のこと。
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《改定の主旨》

◆ 技術書

口 径（mm） 平均流速（m/s）

75 ～ 150 0.7 ～ 1.0

200 ～ 400 0.9 ～ 1.6

450 ～ 800 1.2 ～ 1.8

900 ～ 1,500 1.3 ～ 2.0

1,600 ～ 3,000 1.4 ～ 2.5

土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」 技術書 7. 定常的な水理現象の解析

表-7.2.1 ポンプ圧送式の平均流速

図-7.2.1 経済性の概念図

第1章 総論 （資料2-3のP.3）
1.3.2 設計の基本

基準3及び運用3では、ポンプ場の設計に関する基本的な方針を規定している。具体的には、次に示す諸条件を総合的に検討し、必要とされ
る機能と安全性を確保した上で、できるだけ経済的な施設とする必要がある。（途中略）
(11) ポンプ場を経済的な施設とするためには、施設造成のための初期投資費（建設コスト）のみならず、管理費（ランニングコス

ト）や将来的に必要な施設更新等も考慮したライフサイクルコストという観点からその経済性を検討する必要がある。
なお、ポンプ直送式の送水管路を設ける場合は、当該管路を含めた施設全体を対象とした経済性を検討する必要がある。



（５）新技術等の反映

○ 地震動によりポンプ場の据付床に不同沈下が発生した場合においても、ポンプ設備の致命的な損傷を防止し、

復旧が容易な構造となる対策の例を追記。

第5章 主ポンプの設計 （資料2-3のP.13）
5.6.3 不同沈下対策

ポンプ場建設後においては、地盤状況や地震動の影響等によりポンプ据付床面に不同沈下が生じる場合がある。例えば、立軸ポ
ンプにおいては、ポンプケーシングはポンプ据付床面に固定して床面に垂直に設置されているが、回転体（羽根車及び主軸）は原
動機又は減速機等により吊下げられていることから、ポンプ据付床面に傾きが生じると、鉛直に吊下げられた回転体とケーシング
が接触し、運転不能となる。こうしたことを踏まえ、地震等によりポンプ据付床面に不同沈下が発生した場合においてもポンプ設
備の致命的な損傷を防ぎ、復旧を容易とする対策について検討する必要がある。

不同沈下対策の例を以下に示す。
(1) 管の配管上の対策

たわみ管継手など伸縮継手を設ける等により変位に対応できるようにする。また、損傷時における復旧が容易となるように、
屋外の小配管等は直埋設を避けてピット内配管とする。

(2) 立軸ポンプにおける対策
原動機（又は減速機）とポンプとを繋ぐ動力伝達用の中間軸継手として、変位等を吸収するたわみ軸継手や自在軸継手を採用

するとともに、ポンプケーシングの据付基礎にケーシングの傾きを修正する装置を設ける（下図参照）。合わせて、予防保全と
して不同沈下測定用の座を設置し、傾向管理を行う。

＜立軸ポンプの不同沈下対策事例＞

θ：ポンプ据付床面の傾き
Ａ：水中軸受部の変位

不同沈下によりポンプ
据付床面に傾きが発生
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① 不同沈下対策
《改定の主旨》

《主な改定内容》
◆ 技術書



○ 水中軸受については、従来、ゴム、セラミック等が多く用いられてきたが、近年、耐衝撃性に優れた材質

（樹脂製）の軸受が開発。

○ 水中軸受に関する参考資料として、新材質を含めた材質ごとの特性に関する比較表を追記。

材質
事項

セラミックス
ゴム

（カットレス）
樹脂 ホワイトメタル 青銅系特殊合金

潤滑方式 無注水 注水 無注水 グリース グリース

主な適用機種 立軸 立軸 立軸 横軸 横軸

負荷条件 軽荷重 軽荷重 軽荷重 中荷重 中荷重

耐摩耗性 ○ ○
△

砂が多いと摩耗
が進みやすい

○ ○

耐衝撃性
△

樹脂等と比べ衝
撃に弱い

○ ○ ○ ○

耐希釈海水
耐食性のよいス
リーブを用いる
必要がある

接液しないため
問題なし

良好
接液しないため
問題なし

接液しないため
問題なし

気中運転の
可否

△
始動時程度の短
時間の気中運転
は可能

○ ○
×

横軸ポンプの気
中運転は不可能

×
横軸ポンプの気
中運転は不可能

第5章 主ポンプの設計 （資料2-3のP.12）
5.6.1 主ポンプの構造と材料
(2) 主ポンプの主要材料

主ポンプに使用する材料は、設置場所、使用条件を検討し、安全かつ経済的で維持管理も考慮した も適したものを選定する必
要がある。

9) 水中軸受に用いる材質は、「表-5.63-参 水中軸受の比較」に示す材質ごとの特性を考慮して選定する。

表-5.63-参 水中軸受の比較

《主な改定内容》
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② 軸受

《改定の主旨》

◆ 技術書

樹脂軸受 セラミック軸受 ゴム軸受

【水中軸受】

立軸斜流ポンプ



項 目 主 旨
資料2-3

該当ページ

ア．主ポンプ
の設計

第5章 主ポンプの設計 5.6.1 主ポンプの構造と材料 (2) 主ポンプの主要材料
立軸斜流ポンプ及び軸流形チューブラポンプの主要部（インペラハブ）に用いる材質として

ステンレス鋳鋼を追記
P.11

イ．主原動機
の設計

第6章 主原動機の設計 6.1.1.1 主ポンプ用電動機 〔参考〕3.高調波対策
電動機から発生する高調波に関して、高調波による影響（周辺機器の振動、劣化等）、代表

的な対策方法等を追記
P.16

第6章 主原動機の設計 6.1.2 主ポンプ用内燃機関 〔参考〕3.ディーゼル機関の冷却方式
水冷ディーゼル機関の設計において、適切な冷却方式が選定可能となるよう、各冷却方式に

対応する単機出力等を追記
P.18

第6章 主原動機の設計 6.1.2 主ポンプ用内燃機関 〔参考〕4.内燃機関の付属装置
水冷ディーゼル機関の設計において、適切な電気設備設計が可能となるよう、初期潤滑油ポ

ンプの電動機出力の目安を追記
P.19

ウ．補機設備
の設計

第10章 補機設備の設計 10.2 給水系統補機設備 (3) 給水の水質
冷却水等に求められる水質の目安値等を追記するとともに、ポンプ場周辺の環境変化に伴う

水源の水質変化等に対応するための水質改善の処理方法を追記
P.22

第10章 補機設備の設計 10.8 小配管類
小配管類の設計上の留意点等を追記

P.24

第10章 補機設備の設計 10.9 配線
電線路の配線方式、設計上の留意点等を追記

P.29

エ．耐震診断
第21章 耐震診断
ポンプ場の建屋の耐震診断に適用する診断基準を追記

P.44
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③ その他

《主な改定内容》

◆ 技術書



６．前回の技術小委員会における主な指摘事項と対応方針（案）

項 目 指摘事項 対応方針（案）

① 浸水対策の検討 ○ 電気設備の高所化や水没のリスクを考慮
したポンプ形式（立軸ポンプ）の選定がで
きないか。

○ 低平地の建屋において、管理者の避難路
などの設置が検討できないか。

○ 災害の種類に応じた浸水対策を検討でき
るようにしてはどうか。

○ 想定し得る 大レベルの洪水、高潮、津波等を
踏まえた浸水対策の例として、ポンプ形式（立軸
ポンプの採用）、避難場所（避難場所設置）を記
載。

○ 浸水対策の内容について、想定される浸水の高
さ・要因、ポンプ場の重要度等に応じて適切に検
討することを記載。

（資料2-3のP.36～37）

② トップランナー制度の
適用の考え方

○ 法令の反映ということもあるが、地球環
境問題にしっかり対応していく観点を前面
に出してはどうか。

○ 省エネ法等を踏まえ、地球温暖化防止等を推進
する観点から、トップランナーモータの適用を考
慮することを記載。

（資料2-2のP.39）

③ 建屋の木造化の考え方 ○ 国産材の利用を明記してはどうか。
○ トップランナー制度と同様に「地球環境
問題にしっかり対応していく観点を前面に
出してはどうか。

○ 木造化は、津波の対策として鉄筋コンク
リート造を採用することとは逆行するもの
であり、適用範囲を明確にする必要がある。

○ 木材の利用を促進し、地球温暖化対策に貢献す
る観点から、間伐材等を利用した木造化や木質化
に努めることを記載。

（資料2-3のP.35）
○ 法律等に基づき原則木造化を図ること、及び木
構造の適用の対象とならない場合があることを記
載。

（資料2-3のP.40）

④ 適設計の検討 ○ ポンプ直送式のパイプラインにおいては、
ポンプ場とパイプラインを一つのシステム
として考え、ライフサイクルコストの観点
から経済的に 適な設計をする必要がある。

○ 設計基準「パイプライン」の記載内容と整合を
図り、ポンプ直送式の場合の設計上の留意点とし
て、管関係費とポンプ関係費の和が 小となるよ
う経済比較を行うことが望ましいことを記載。

（資料2-3のP.3、21）
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７．【参考】ポンプの構造（例）
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番 号 名 称

4105 上部ケーシング

4106 下部ケーシング

4108 吸込ケーシング

4204 点検カバー

4301 インペラ

4306 インペラハブ

4401 主軸

4502 パッキンブスリーブ

4503 水中軸受スリーブ

4512 インペラナット

4516 水切りツバ

4601 グランドパッキン

4706 パッキン押さえ

4708 封水リング

4803 水中軸受

6109 軸継手

（１）横軸軸流ポンプの構造



番 号 名 称

4110 吐出しボウル

4111 吐出しエルボ

4112 揚水管

4115 吸込ベル

4301 インペラ

4306 インペラハブ

4402 上部軸

4403 下部軸

4405 中間軸継手

4503 水中軸受スリーブ

4512 インペラナット

4601 無給水軸封装置

4803 水中軸受

4804 水中軸受支え

4951 原動機架台

6107 ソールプレート

6109 軸継手

（２）立軸軸流ポンプの構造
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８．設計基準「ポンプ場」の改定スケジュール（案）

○ 農業農村振興整備部会技術小委員会で審議の後、平成２９年度内に同部会に対して結果を報告。

○ 審議結果を踏まえ、設計基準「ポンプ場」を改定予定。

○ 本基準改定に係るスケジュール（案）
＜平成２８年度＞

３月１５日 農業農村振興整備部会（技術小委員会へ付託）

＜平成２９年度＞
９月２５日 技術小委員会（１回目審議）

１１月２８日 技術小委員会（２回目審議）

年度末 技術小委員会（３回目審議予定）
農業農村振興整備部会（報告）

※２回目の審議後に、農林水産省のホームページ等を通じ、パブリックコメントを実施

＜平成３０年度＞

審議結果を踏まえ、設計基準「ポンプ場」を改定
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