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第 1章 総 論 

関連条項〔基準 2、運用 2、基準 3、運用 3、基準 5、運用 5〕 

 

1.3 設計の基本 

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。 

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。 

 

(1) ポンプ場の組織的な水利条件を把握する場合、特に次の事項について留意する必要がある。 

① 現況用排水系統と計画用排水系統との関係 

② 用排水慣行とポンプ場計画との関係 

③ 用排水路系とポンプ場との組織的な水利計画及び水理・構造設計上の関係 

 

(2) ポンプ場の位置は、受益地区の地形等に応じた水理、構造条件の確保、環境条件の適合性を考慮

して、用排水計画を検討する過程で、概定的に候補地を選び、さらに総合的な検討を加えて決定す

る必要がある。「第 2章 ポンプ場の設計に必要な各種調査」、「第 12 章 吸込水槽及び吐出し水槽

の水理設計」を参照のこと。 

① 位置の概定に当たっては、受益地区全体の用排水計画において、当該ポンプ場が受け持つ機能

を十分確保するために最も有利な位置とする。なお、概定した位置については、当該ポンプ場の

機能を制約する条件について、地域振興（地域開発）計画との関連、騒音、振動等の公害防止対

策等を十分に検討しておく必要がある。 

② 位置の決定に当たっては、概定した候補地を次の各項に示す諸条件について総合的に検討し、

最も有利となる位置をポンプ場の位置として決定する。 

（ i ）地形条件 

a．受益地域とポンプ場との位置関係は、用水ポンプ場では、地域の最上流部、排水ポンプ

場では、地域の最低位部となることが多く、内外水位の関係からは、できるだけ揚程が小さ

くできること。 

b．河川取水等の場合は、土砂、浮遊物の流入堆積の少ないところとし、洪水に対し施設の安

全とその機能が確保できること。 

c．ポンプ場に接続する導水路又は送水路の延長をできるだけ短くし、その線形を極力直線的

に選定できること。 

（ ii ）地盤条件 

a．基礎工が安全かつ経済的に施工できること。 

b．将来、地盤沈下や地滑り等が起こる危険性がなく、地盤が安定していること。 
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なお、計画地域が地盤沈下地帯の場合は、あらかじめ沈下の動向を十分把握し、それを設

計に反映させる必要がある。 

（iii）環境条件 

a．環境保全用地、防災用地等地域の土地利用計画との調和が図られること。 

b．周辺環境の動植物の生息・生育環境の保全が図られていること。 

c．環境との調和や景観に配慮した資材の活用が図られていること。 

d．ポンプ場の設置に伴い、近傍の既存施設等に障害となるものが少ないこと。 

e．騒音、振動、排気ガス等が周辺の公害問題とならないこと。 

f．地下水の利用に当たって、周辺に悪影響を及ぼさないこと。 

（iv）その他 

a．用地確保が容易であること。 

b．施工時及びポンプ場完成後に必要な動力源の確保が容易であること。 

c．資機材の搬入、搬出が便利であること。 

d．仮設工事の施工が容易であること。 

e．管理が容易であること。 

 

(3) ポンプ場は、吸込水槽及び吐出し水槽、ポンプ設備等を収容・保護する建屋及び附帯設備等から

なり、目的とする揚水機能に合致するとともに、環境条件を考慮して基礎工の選定、建屋の構造、

附帯設備の規模等について、十分に検討する必要がある。「第 13 章 ポンプ場の構造設計の基本」、

「第 14 章 吸込水槽及び吐出し水槽の構造設計」、「第 15 章 基礎工の設計」、「第 16 章 建屋の

設計」、「第 17 章 ポンプ場附帯設備の設計」を参照のこと。 

 

(4) ポンプ場の構造形式は、主として地形、地質、水象等物理的な諸条件及びポンプ機種の特性に対

し機能が確保できるとともに、建屋構造、ポンプ設備、管理設備、導水路、送水路、附帯設備等が

適正に組み合わされて一体として構成される必要がある。「第 5章 主ポンプの設計」、「第 8章 吸

込管及び吐出し管の設計」、「第 13章 ポンプ場の構造設計の基本」を参照のこと。 

 

(5) ポンプ設備は、主ポンプのほか主原動機、補機等をいう。ポンプ設備の規模、諸元の決定に当た

っては、計画揚水量を的確に、また効率よく揚水できるとともに、安全でかつ経済的なものとする。

「第 6 章 主原動機の設計」、「第 7 章 動力伝達装置の設計」、「第 9 章 弁類の設計」、「第 10 章 

補機設備の設計」を参照のこと。 

なお、運転管理方式及び管理体制等についてもあらかじめ十分検討する必要がある。 

 

(6) 主ポンプの形式は、軸形式・機種形式・据付形式等の組み合わせからなり、水力学的条件、構造

条件、運転管理条件等によって適正に選定する必要がある。「第 5章 主ポンプの設計」を参照の

こと。 

  

(7) 管理設備は、ポンプ場の運転管理を合理的に行うため目的に応じた施設を必要に応じて設ける。

管理設備は、主ポンプが安全で確実に運転でき、かつ操作取り扱いが容易な運転方式を選定し、適
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正な運転制御設備の構成等について十分に検討する必要がある。「第 11 章 監視操作制御設備及び

電源設備の設計」、「第 17 章 ポンプ場附帯設備の設計」、「第 18 章 管理設備の設計」、「第 20 章 

ポンプ場の運転管理」を参照のこと。 

 

(8) ポンプ設備は、その機能を常に発揮できるように維持しておく必要があるので、定期的な管理運

転が重要である。管理運転の方法については、実際の運転と同様な実負荷運転を原則とする。水位

関係、ポンプ場の立地条件等により実負荷運転ができない場合は、低速度運転、少水量での再循環

運転、原動機単独運転等を考慮する。ポンプ設備及び土木構造の決定に当たっては、これらの管理

運転方式について、十分検討する必要がある。 

① かんがいポンプ及び常時排水ポンプ 

かんがいポンプ及び常時排水ポンプの場合、運転期間中は長期間にわたり連続運転となり、管

理運転を必要としない。 

② 洪水時排水ポンプ 

洪水時排水ポンプの場合、ポンプ運転の頻度は少ないが、運転時には確実な始動が必要である。

したがって、管理運転は運転期間に入る前と運転期間中に行うことが望ましい。 

主な管理運転方式例は「第 18 章 管理設備の設計」を参照のこと。 

 

(9) 附帯設備は、ポンプ設備の運転管理のためにポンプ場内に設けるものと、ポンプ場の各種施設の

保護、管理のためにポンプ場外に設けるものとがある。附帯設備については、ポンプ場の規模、重

要度、立地条件等により検討し、必要に応じて設ける。「第 17 章 ポンプ場附帯設備の設計」を参

照のこと。 

 

(10) 施工計画は、ポンプ場の構成、規模に応じて土木工事、建築工事、施設機械工事等の各工事の

工程調整を十分検討するとともに、工事現場の施工条件等を考慮した工事の施工計画を立案し、安

全かつ経済的なものとする必要がある。「第 19 章 ポンプ場施工上の留意事項」を参照のこと。 

 

(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の

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。 

ポンプ場等土地改良事業で造成される施設のほとんどは当該世代の施設一代のみではなく、更新

を繰り返しながら数世代の長期にわたって使用されるものであり、これらそれぞれに要する管理費

やランニングコスト及び施設の更新費等は受益農家等が長期にわたって経済的に負担して行くも

のである。 

そのため、ポンプ場の計画に当たっては、当該施設の建設コストに加えランニングコストの低減

という観点から、①水利用条件や用排水計画に基づき、効率的・経済的な運転や運用が計れるポン

プ設備や施設等の検討、及びこれらの運転等に関連して必要となる塵芥処理等の作業やこれらを効

率的に行うために必要な附帯施設等の検討、②長期間に渡り必要な機能や性能を安定的・経済的に
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維持するための定期点検や部品交換、補修等ポンプ設備のメンテナンスやその計画に関する検討、

③当該ポンプ場の設置目的や運用形態等を踏まえ、効率的かつ経済的な次期ポンプ場の全面更新を

念頭に置いた施設配置計画やその他必要な検討、など建設から運用及び次回更新までを踏まえた経

済性についての検討が必要である。 
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第 3章 基本設計 

関連条項〔基準 7、運用 7-1、7-2、7-3〕 

 

3.1 吸込水位、吐出し水位及び実揚程の決定方法 

3.1.1 かんがいポンプ 

(2) 吐出し水位 

かんがいポンプの吐出し水位は、送水方式及び揚水量の変動等により、次のように設定する。 

① 計画吐出し水位 

吐出し水槽を設置する場合は、かんがい区域内の農地面標高に末端での必要水頭を考慮し、その

地点までの送水諸損失水頭（吐出樋門等損失水頭）を加えた値が最大となる吐出し水槽の水位を計

画吐出し水位とする。吐出し水槽にポンプ運転のための制御容量やポンプ運転時間と末端かんがい

時間との調整容量を付加する場合は、主ポンプの特性及び制御方法などを考慮し計画吐出し水位を

決める必要がある。 

なお、送水諸損失水頭については、「12.3.2 接続送水路（吐出し水槽以降）」によるものとする。 

かんがい区域が起伏の多い場合には、全量を最高の位置まで揚水せず、ブロック別に区分して二

段揚水等を考慮した方が経済的になることがあるので、十分検討する必要がある。また、揚程が

300m を超えるような場合にも 2段揚水を検討する必要がある。 

吐出し水槽を設けないで、かんがい地区に直送する場合は、一般にクローズドタイプのパイプライン

方式が多く、送水諸損失水頭のほか、末端での必要な水頭を考慮する必要があるので計画吐出し水位を

一義的に決めることが困難なため、数理モデルによるシミュレーションでの検討が必要である。 

なお、かんがい地区に直送する場合におけるパイプラインの管路内の流速すなわち口径とポンプ揚程

の組み合わせは多様であることから、管関係費とポンプ関係費の和が最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。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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第 5章 主ポンプの設計 

関連条項〔基準 7、運用 7-1、7-2、基準 9、運用 9-1、9-2〕 

 

5.5 主ポンプの据付高さと回転速度 

5.5.3  主ポンプの据付高さと回転速度 

主ポンプの据付高さを検討する場合は基準となる面が必要となり、主ポンプ基準面として吐出し水頭、

吸込水頭等を計算するとき、位置水頭の基準となる水平面で、これはインペラの羽根入口端の描く円の

中心点を通る水平面である。（JIS B 0131） 

この基準面が吸込水位より高い位置にある場合を吸上げといい、低い位置にある場合を押込みという。 

吸上げとするか、押込みとするかは経済比較等を行い決定するのが一般的である。 

主ポンプの据付高さと回転速度は、吸込実揚程（高揚程の場合はインペラ中心と 低吸込水位との差、

低揚程ポンプの場合はインペラ上端と 低吸込水位との差）と、主ポンプの運転範囲（吐出し量が設計

点に対して、どの程度変動するか）の要因により、有害なキャビテーションを起こさないように決める

必要がある。 

有害なキャビテーションが発生しないためには、 

hsv（利用有効吸込ヘッド）≧Hsv（必要有効吸込ヘッド）の条件が成り立つことが必要である。 

高揚程ポンプの場合は、式（5.31）、式（5.33）、図-5.25 及び図-5.27 を利用して据付高さと回転速

度を決定すれば有害なキャビテーションは発生しない。図-5.26及び図-5.28は吐出し量が 120％以内の

範囲を条件に作成しているので、利用に際しては 大吐出し量が 120%以内であることを確認する必要

がある。 

120%を超える場合には、別途検討が必要である。 

(1) 高揚程ポンプ 

① 渦巻ポンプ 渦巻ポンプの回転速度は一般に、式（5.31）により求められる。 

 
Q

43

＝ ss hH S
N

 ＋・ ........................................................................ （5.31） 

N ：主ポンプの回転速度（min-1）  

S ：吸込比速度 

主ポンプの運転範囲により、図-5.25 から求めた吸込比速度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.25 渦巻ポンプの吸込比速度 
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Q：設計点吐出し量（m3/min） 

 

hs：吸込揚程（m） 

吸込実揚程（吸上げの場合は－符号、押込みの場合は＋符号とする）＋hℓs（吸込管損

失水頭で、キャビテーション検討を行う任意の吐出し量における損失水頭、－符号）         

Hs＝大気圧（m）－水の飽和蒸気圧（m）－余裕水頭（m） 

Hs＝106・（Pa－Pv）/g－＝9.5m 

：揚水の密度（kg/m3）   ＝1,000 kg/m3 

g：重力の加速度（m/s2） g ＝9.8m/s2 

Pa：大気圧（MPa） Pa ＝0.101MPa 

Pv ：水の飽和蒸気圧（MPa） Pv ＝0.0032MPa（at 25℃） 

：吸込余裕水頭（m）   ＝0.5m 

 

式（5.30）で求めた主ポンプ回転速度 N が主原動機回転速度 Nmと異なるときは、Nm≦N の条件で Nm

を選定し、主ポンプの回転速度とする。（「6.2 主原動機の回転速度及び出力」参照） 

なお、決定した主ポンプの回転速度から式（5.32）により比速度（Ns ）を求めて、この値が小さいか（Ns

≦100）あるいは大きな場合（Ns≧650）には主ポンプ効率や主ポンプの寸法、形状等に影響することが

あるので、主ポンプの回転速度の決定にはさらに詳細な検討を行う必要がある。これは、図-5.26 を使

用して主ポンプの回転速度を決定する場合も同様である。 

 

Ns＝N･
43H

Q  ................................................................. （5.32） 

Ns ：比速度 

N ：決定した主ポンプの回転速度（min-1） 

Q  ：設計点吐出し量（m3/min） 

ただし、両吸込ポンプの場合は  で計算する。 

H ：全揚程（m） 

ただし、多段の場合は１段当たりの全揚程とする。 

 

ただし、両吸込ポンプの場合は  で計算する。 
Q 
2 

Q 
2 
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注 1） 回転速度は標準電動機の場合、同期速度に約 3 ％スリップ率を考慮したものである。 

（）書きはトップランナーモータの値である。この値は誘導電動機の特性により多少変化する。 

2) トップランナーモータ（かご形三相誘導電動機、200V、400V、375kW 以下、2,4,6P）は、標準電動

機より回転速度が高くなるが、上記線図上では回転速度の差がほとんどないため、併用して問題ない。 

なお、吐出し量と揚程の交点が回転速度の境界線付近にきた場合は、詳細な計算によるものとする。 

3) 吸込実揚程は、次による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） 吸込揚程 Hs1 は、吸込実揚程（押込み：＋符号、吸上げ：－符号）に吸込管の配管損失水頭（－符号）

を加算したものである。 

4） 図中の主ポンプ吐出し量は、設計点吐出し量のことで、吐出し量が 120％以内の使用範囲に適用。 

 

図-5.26  渦巻ポンプ（片吸込、両吸込）の回転速度と吸込揚程（横軸、立軸共用） 

 

 

吸上げの場合 押込みの場合 立軸片吸込渦巻きポンプの場合 
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表-5.58 押込み・吸上げ方式の比較 

配 置 
項目 

  

インペラと吸込水位

の関係 

・インペラが吸込水位より低い位置となる。 

 

 

・インペラが吸込水位より高い位置となる。 

 

主ポンプ回転速度 一般に吸上げよりも速い。 
一般にキャビテーションの発生を防ぐため押込

みより遅い。 

満水系統設備 不要である。 必要である。 

弁類（吸込側） 
メンテナンス時に主ポンプ吸込側を締切るため

に必要である。 
不要である。 

主ポンプの始動性 早い。満水動作の必要が無い。 遅い。満水動作が必要となる。 

自動運転に対する 
信頼性 

補機が少なく信頼性が高い。 補機が多く信頼性がやや低い。 

土木費 土木構造がやや複雑となり高価である。 土木構造が簡単で安価である。 

注 1） 押込み方式には、上表のように常時インペラが水面下の場合のほか、運転中や休止時には水面上にあるが、運転開始時にイン

ペラが完全に水面下にあって、満水行程を必要としない場合もある。 

2） 主ポンプのキャビテーションの検討から主ポンプ据付レベルを決定する場合は、設計当初から押込み方式とはせずに、キャビ

テーションが発生しないレベルまで床を下げることが経済的な場合があるので、計画時に十分留意する。 

 

② 高揚程斜流ポンプ 斜流ポンプの回転速度は、式（5.33）により求められる。 

       
Q

43
＋

＝ shS
N

・   ................................................................. （5.33） 

 N ：主ポンプの回転速度 （min-1）  

 S ：吸込比速度 

主ポンプの運転範囲により、図-5.27 から求めた吸込比速度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL

WL

押 込 み 方 式 吸 上 げ 方 式 

図-5.27  高揚程斜流ポンプの吸込比速度 

吐出し量比 q（％） 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

900

800

700
110 120 130 

吸
込

比
速

度
S 

100 
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Q ：設計点吐出し量（m3/min） 

hs ：吸込揚程（m） 

吸込実揚程（ 低吸込水位からインペラ入口までの高さ：表-5.30の E 寸法から表

-5.59 の U 寸法を差引いた値。押込みであるから、＋符号とする）＋hℓ s（立軸斜流

ポンプの場合、吸込管損失水頭＝0m）

Hs ＝大気圧（m）－水の飽和蒸気圧（m）－余裕水頭（m）

Hs ＝106・（Pa－Pv）/g－ ＝9.5m

：揚水の密度（kg/m3）   ＝1,000kg/m3 

g：重力の加速度（m/s2） g ＝9.8m/s2 

Pa：大気圧（MPa） Pa ＝0.101MPa 

Pv：水の飽和蒸気圧（MPa） Pv ＝0.0032MPa（at 25℃） 

：吸込余裕水頭（m）   ＝0.5m 

式（5.33）で求めた主ポンプ回転速度 N が主原動機回転速度 Nmと異なるときは、Nm≦N の条件で Nm

を選定し、主ポンプの回転速度とする。（「6.2 主原動機の回転速度及び出力」参照）

立軸斜流ポンプの回転速度を求める簡略法としては、吐出し量の 大値の目安が設計点の 120％ 以内

の場合、全揚程と設計点吐出し量から、図-5.29 により求めることができる。
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注 1） 回転速度は標準電動機の同期速度に約 3 ％スリップ率を考慮したものである。 

（）書きはトップランナーモータの値である。この値は誘導電動機の特性により多少変化する。 

2） トップランナーモータ（かご形三相誘導電動機、200V、400V、375kW 以下、2,4,6P）は、スリップ率が少ないので、

回転速度が上記より高くなるので、注意が必要である。 

3） 電動機回転速度の選定は、 

Nm≦N の条件を満足するように決定する。 

Nm：電動機実回転速度（min-1） 

N ：本図により選定された主ポンプ回転速度（min-1） 

4)  H≦12m の場合、主ポンプの比速度は Ns＝900、 

H≧14m の場合、主ポンプの比速度は Ns≦800 とした。 

5)  吐出し量が 120％以内の使用範囲に適用。 

 

〔参 考〕 
（例）吐出し量 50m3/min で、全揚程 16m のとき、主ポンプ回転速度は約 750min-1、これから電動機実回転速度は、 

次のようになる。 

50Hz  8P  730min-1 

60Hz  10P  700min-1 

 

図-5.28 立軸高揚程斜流ポンプ回転速度選定図 

  

（1465）

（1765） 
（1465） 

（1765） 
（1465） 

（985） 
（1175） 

（1175） 
（985） 
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5.6 主ポンプの構造と材料 

5.6.1 主ポンプの構造と材料 

主ポンプの構造は、施工や維持管理に配慮した構造にするものとする。具体的には、横軸軸流・斜流

ポンプは上下二分割構造のケーシングとし、分解及び吊り上げが容易な構造とする。立軸軸流・斜流ポ

ンプは揚水管及び主軸の長さをクレーンによる吊り上げ、吊り下ろしができるものとし、主ポンプ本体

は吊り上げが容易な構造とする。 

 

(2) 主ポンプの主要部材料 

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。主ポンプに使用される一般的な材料を表-5.62に示す。 

 

表-5.62  主ポンプ主要部の材料 

  主ポンプ 

形式 

部品 

片吸込渦巻 
ポンプ（多 
段を含む） 

両吸込渦巻 
ポンプ（多 
段を含む） 

斜 流 ポ ン プ 軸 流 ポ ン プ 
立軸渦巻 
ポンプ 

チューブラポンプ 

横   軸 立   軸 横   軸 立   軸  斜   流 軸   流 

イ ン ペ ラ 

ねずみ鋳鉄 

 FC 
青銅鋳物CAC 
ステンレス鋼鋳鋼

SCS 

青銅鋳物CAC 
ステンレス鋼鋳鋼

SCS  

青銅鋳物CAC 
炭素鋼鋳鋼 

SC 
ステンレス鋼鋳鋼

SCS 

青銅鋳物CAC炭

素鋼鋳鋼 
 SC 
ステンレス鋼鋳鋼

SCS 

 青銅鋳物CAC 炭

素鋼鋳鋼 

SC 
ステンレス鋼鋳鋼

SCS 

青銅鋳物CAC 炭

素鋼鋳鋼 

SC 
ステンレス鋼鋳鋼

SCS 

青銅鋳物 CAC 炭

素鋼鋳鋼 

 SC 
ステンレス鋼鋳鋼

SCS 

青銅鋳物CAC 炭

素鋼鋳鋼 

 SC 
ステンレス鋼鋳鋼

SCS 

青銅鋳物CAC 炭

素鋼鋳鋼 

SC 
ステンレス鋼鋳鋼

SCS 

（インペラ） 

ハ   ブ 
－ － － － 

ねずみ鋳鉄 
 FC 

炭素鋼鋳鋼 
 SC 

ねずみ鋳鉄 
 FC 

炭素鋼鋳鋼 
 SC 
ステンレス鋼鋳

鋼 SCS 

－ 

 
 

－ 

ねずみ鋳鉄 
 FC 

炭素鋼鋳鋼 
 SC 
ステンレス鋼鋳

鋼 SCS 

ケーシング 

ねずみ鋳鉄 
 FC 
球状黒鉛 
鋳鉄FCD 

ねずみ鋳鉄 
 FC 
球状黒鉛 
鋳鉄FCD 

ねずみ鋳鉄 
 FC 

ねずみ鋳鉄 
 FC 

ねずみ鋳鉄 
 FC 

ねずみ鋳鉄 
 FC 

ねずみ鋳鉄 
 FC 

ねずみ鋳鉄 
 FC 

ねずみ鋳鉄 
 FC 

主 軸  

機械構造用炭素

鋼S－C 
機械構造用炭素

鋼 S－C 
機械構造用炭素

鋼S－C 
機械構造用炭素

鋼 S－C 
ステンレス鋼 SUS 

機械構造用 
炭素鋼S－C 

機械構造用炭素

鋼S－C 
ステンレス鋼 
 SUS 

機械構造用炭素

鋼S－C 
機械構造用炭素

鋼 S－C 
機械構造用炭素

鋼 S－C 

ス リ ー ブ 
青銅鋳物CAC 
ステンレス鋼 SUS 

青銅鋳物CAC 
ステンレス鋼 SUS 

青銅鋳物CAC 
ステンレス鋼 SUS 

ステンレス鋼 
 SUS 

青銅鋳物CAC 
ステンレス鋼 SUS 

ステンレス鋼 
 SUS 

ステンレス鋼 
 SUS 

ステンレス鋼 SUS ステンレス鋼 

SUS 

注 1）高揚程渦巻ポンプでおおむね揚程80m 以上のものについては、インペラの周速が速くなり、壊食が生じやすくなることから  ス

テンレス鋼鋳鋼、ケーシングは耐圧の関係から球状黒鉛鋳鉄又は炭素鋼鋳鋼が採用されることがある。 

2）特に水質の悪い場合や塩素イオン濃度が高い場合には、回転部（インペラ、シャフト、スリーブ等）にステンレス鋼鋳鋼などの適

切な材料を選定することが望ましい。また、水面が上下変動するいわゆる乾湿交番に接する立軸ポンプのケーシング部や吸込・吐出

し管部は腐食の進行が著しいので、塗装などで対応することがある。 

3）吐出し量が600m3/min 超の大容量の主ポンプの場合はケーシングの一部を鋼板で製作することもある。 

4）海水等の影響による腐食が懸念される場合は、重防食塗装に加え、犠牲陽極等の電食防止対策を考慮する。 

＊重防食塗装（JIS Z-0103）… 

海岸や海上のような腐食性の激しい環境に建設される鋼構造物の塗り替え周期を長くするため防食性，耐久性を有する防

食塗装をいう。一般にジンクリッチペイントをプライマーとして、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、ふっ素樹脂塗料など

を組み合わせて用いる。 

5）異種金属の接続或いは接近する場合は腐食に対する対策を考慮する。 

6）軸受にセラミックス軸受が、また軸封装置に無給水軸封装置が採用される場合もあるが、次の点に留意する必要がある。 

 <セラミックス軸受> ①  価格がゴム軸受に比べ高価である。 

② 稀釈海水（塩素イオン濃度 200ppm 程度以上）中で使用する場合は、原則として海水用セラミックス軸
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受とする。一般に使用されているセラミックス軸受は、軸受用スリーブの超硬合金を接着するバインダー

が腐食するおそれがあり、耐食性について改善された海水用セラミックス軸受とする。 

  ③ 横軸ポンプに採用する場合、使用条件・主ポンプ吐出し量等により、適用する。 

 

 <無給水軸封装置>  ①  価格がグランドパッキンに比べて高価である。 

  ② 横軸ポンプに採用する場合、空気の混入がグランドパッキンより多く、落水発生の危険性もあるため小

水量運転時には制約がある。（無給水軸封装置の種類と分類については、図-5.46 参照） 

 

7）立軸ポンプでゴム軸受等を使用し保護管を設ける場合は、配管用ステンレス鋼管（SUS）が採用される。 

8）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 

材料 

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 ○ ○ 

△ 

砂が多いと磨耗

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

リーブ材料を用

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 
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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）は原動機また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（または減速機）とポンプとを繋ぐ動力伝達用の連結軸として、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）。あわせて、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 

14



第 6章 主原動機の設計 

関連条項〔基準 9、運用 9-3〕 

 

6.1 主原動機の選定 

6.1.1 主原動機の種類 

6.1.1.1 主ポンプ用電動機 

電動機の概要及び一般的な機能等を示す。 

設計に当たっては「電気設備計画設計技術指針（高低圧編）」を参照のこと。 

電動機の種類を大別すれば、三相誘導電動機、同期電動機、直流電動機、交流整流子電動機となり、

これらの電動機のうちで主ポンプ駆動用電動機としては、三相誘導電動機が構造が簡単、取扱いが容易、

価格が安価等の利点から も多く用いられている。三相誘導電動機の中にはかご形誘導電動機と巻線形

誘導電動機がある。かご形誘導電動機は小容量から大容量まで広く適用されているが、大容量になると、

始動電流の関係から巻線形誘導電動機も多く使用されており、詳細は電力会社との協議により決定する。 

なお、かご形誘導電動機と巻線形誘導電動機の一般的な比較を、表-6.2に示す。 

 

表-6.2 かご形誘導電動機と巻線形誘導電動機の比較 

 かご形誘導電動機 巻線形誘導電動機 

 トップランナーモータ 標準型  

構 造 簡単、堅牢である。 やや複雑である。 

保 守 故障少なく、簡単である。 
スリップリング、ブラシがあり、やや複雑であ

る。 

始動電流 大（600～900〔％〕） 大（500～800〔％〕） 小（100～150〔％〕） 

始動トルク 70～150〔％〕 100～150〔％〕 

始動方式 直入れ又は減電圧始動 二次抵抗始動注） 

回転速度制御方式 インバータ制御（VVVF） 制御用抵抗器注）又は静止セルビウス 

適 用 

① 構造簡単、保守簡単、安価などの点から小容

量から大容量まで広く適用されている。 

② トップランナーモータは、 JIS C 4213 におけ

る、極数が 2P～6P、出力が 0.75kW～375kW の低

圧電動機が対象となる。 

① 始動電流を制限する必要のある場合。 
② 回転速度制御を制御用抵抗器又は静止セ

ルビウスで行う場合。 
③ はずみ車効果（GD2）の大きい負荷、始動

頻度が高くかご形では対応できない負荷の

場合。 

 

(1) 電動機の選定 

電動機の選定に当たっては、次の事項を検討する必要がある。 

① 負荷から要求される特性や保守の難易性等に対し適しているか。 

② 電源容量との関係で始動方式は妥当であるか。電圧降下は発生しないか。 

③ 電動機容量に対する電圧は、製作適用範囲、経済性等に対し妥当であるか。 

④ 保護方式、冷却方式が使用環境に適合しているか。 

 

(2) 電動機の保護・冷却方式 

三相誘導電動機の保護・冷却方式は、開放防滴保護形、全閉外扇形、全閉内冷形等がある。 

 詳細は、JIS C 4034 に記載されているが、各方式の特徴はおおむね次のとおりである。 
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①開放防滴保護形は、外気が内部に侵入するため、比較的雰囲気が良く、換気しやすい場所で使用さ

れる。ただし、騒音規制の厳しい場所や塩害のひどい地域には不向きである。 

②全閉外扇形は、電動機本体外部の換気扇で自己冷却するもので、小容量から中・大容量まで幅広い

容量の電動機で用いられている。 

③全閉内冷形は、外部からの供給水によって強制冷却するもので、音が小さく換気対策も容易である。

一般には大容量の電動機で使われている。 

なお、かご形電動機では、全閉外扇形を標準とすることが増えている。 

 

(3) 電動機の始動方式 

電動機の始動方式を、表-6.3 に示す。 

表-6.3 電動機の始動方式 

始  動  方  式 
端子電圧 
電源電圧 

始動トルク 

全電圧始動トルク 
始動電流 

全電圧始動電流 

か 

ご 

形 

誘 

導 

電 

動 

機 

直   入   れ 
（全電圧始動） 

1.0 
1.0 

（70～150％） 

1.0 

（500～900％） 

減  

電  

圧  

始  

動 

－  始 動 

オープン回路 

クローズド回路 

 

0.577（＝1/√3） 
0.577（＝1/√3） 

 

0.333 

0.333 

 

0.667 

0.333 

リアクトル始動 
80％ タップ 
65％ タップ 
50％ タップ 

 
 0.80 
 0.65 
 0.50 

 
 0.64 
 0.42 
 0.25 

 
 0.80 
 0.65 
 0.50 

コンドルファ始動 
80％ タップ 
65％ タップ 
50％ タップ 

 
 0.80 
 0.65 
 0.50 

 
 0.64 
 0.42 
 0.25 

 
 0.64 
 0.42 
 0.25 

特殊コンドルファ始
動 
50%→70%2 段タップ 

0.5→0.7 (0.25)→0.49 0.25→0.49 

ＶＶＶＦ始動 － 1.0 0.167 

電

動

機 
巻
線
形
誘
導 

二 次 抵 抗 始 動 1.0 1.0 定格電流の 100%～150% 

注 1） 本表の数値は、直入れ（全電圧始動）を 1.0 としたときの他の始動方式について比率で表している。 
2） かご形誘導電動機の直入れ始動の場合の始動トルクは定格値の 70～150％、始動電流は定格値の 500～ 
900％である。トップランナーモータの場合は、これらの確認が必要である。 

3) タップ値はメーカー参考値である。 

4) 特殊コンドルファ始動は、発電機の過渡時 大電圧降下による出力を低減させる目的で用いる始動方 
式で、初期始動用 50％タップで始動し、加速用 70％タップに自動昇圧する。始動トルクは比率 0.49 と 
考えて良いが、始動電流は、発電機の容量を決める際には 0.25、商用電源の変圧器容量を決める際に 
は 0.49 と考える必要がある。（一般社団法人日本内燃力発電設備協会 NEGA C201） 

 

(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 条）」

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 月より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－耐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
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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。 

 

〔参 考〕 

3．高調波対策 

電動機の回転速度制御方式としてインバータ制御や静止セルビウス制御を採用する場合は、高調

波が発生して系統に接続された各機器に悪影響を及ぼすことがあるため、十分な対策が必要である。 

1) 高調波対策に関する指針等 

高圧需要設備に関しては、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン

（経済産業省）」に具体的な規制値が示されており、発生次数毎に所定のレベルまで高調波を抑制

することが要求されている。 

低圧需要設備や自家発電設備を電源とする設備では、このような具体的規制はない。（電気・電

子機器（家電・汎用品）に適用される「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン（経済産業省）」

においても、低圧需要設備における具体的な許容レベルは定められていない。） 

2) 高調波による影響 

高調波による影響として、次のようなものがある。 

・電力コンデンサの過熱・劣化・振動 

・電動機巻線の過熱・絶縁破壊 

・変圧器の過熱・磁気歪振動・効率低下 

・許容等価逆相容量（PG4）による発電機定格の増大（PG4 の求め方については、電気設備計 

画設計技術指針（高低圧編）参照。） 

3) 代表的な対策方法 

高調波対策の代表的な方法と特長を表-6.5に示す。 

高調波抑制対策機器は製作コスト、設置コスト、運用コストともに高くなる場合が多いので、

回転速度制御方式の適用を検討する際には高調波対策に係る費用も考慮する必要がある。 
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表-6.5 代表的な高調波対策方法 

 
発生器側での対策 フィルタによる対策 

PWM 等価正弦波制御方式の

VVVF 装置 
LC フィルタ アクティブフィルタ 

回路構成 

   

高調波抑制効果 優れている 劣る 並 
単独で使用する場合

の発電機定格 
PG1 PG4 PG1 

構成 発生毎に 1台必要 
発生源毎に 1 式（次数毎） 

必要 
主幹電源に対し 1台必要 

1 台当たりの価格 並 安価 高価 

適用 
発生源の数が少ない場合に 
経済的 

単独で用いられることは少 
ない 

発生源の数が多い場合に 
経済的 
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6.1.2 主ポンプ用内燃機関 

内燃機関としては、図-6.1のように、ディーゼル機関とガスタービンに分類される。 

 

 

 

主ポンプ駆動用としては、保守管理性、信頼性の面で実績の多いディーゼル機関が一般に使用される

が、機関出力、設置スペース、経済性やポンプ場付近の環境基準等によっては、ガスタービンが使用さ

れることもある。 

ディーゼル機関は水冷式と空冷式に大別される。空冷式（出力 270 kW 程度まで）、機付ラジエータ方

式（出力 400 kW 程度まで）は給水系統設備の簡素化が可能となる。出力が 400 kW を超える場合には、

給水系統設備の簡素化が見込めないが、節水に効果のある方式として、別置ラジエータ方式、管内クー

ラ方式、槽内クーラ方式、クーリングタワー方式がある。 

内燃機関の選定に当たっては、機能、信頼性、補機設備・減速機・土木、建築費等を含めた経済性、

保守管理性等の面より総合的に検討する必要がある。 

  

内燃機関 

ディーゼル機関 

水冷式 

空冷式 

ガスタービン 

立 軸 

横 軸 

直接冷却 

間接冷却 

クーリングタワー方式 

別置ラジエータ方式 

管内クーラ方式 

二次冷却方式 
立 型 

Ｌ 型 

横 型 

槽内クーラ方式 

清水循環方式 

機付ラジエータ方式 

図-6.1 内燃機関の分類 
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〔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冷却方式の比較を表-6.10に示す。 

 

表-6.10 水冷ディーゼル機関冷却方式の比較 

項 目 
冷却方式 

機付ラジエータ 別置ラジエータ 管内クーラ、槽内クーラ クーリングタワー 

適用単機出力 400kW 以下 2000kW 以下 2000kW 以下 2000kW 以下 

系統機器区分 
直属系統機器 直属系統機器 管内クーラは直属系統機

器 

共通系統機器 

（予備機設置） 

冷却水 

機関内不凍液のみで、定

期的に補充する 

不凍液の温度が高いた

め、開放型の調圧水槽を

設置して、配管等の熱膨

張対策としているため、

蒸発分を補充する。 

蒸発等による消費が も

少ない 

蒸発と飛散で冷却水量の

3％程度を見込む 

冷却水ポンプ 

機付ポンプ 機付ポンプ 

（揚程が不足する場合は

電動ポンプを設置） 

機付ポンプ 

（揚程が不足する場合は

電動ポンプを設置） 

機付きポンプ（電動ポン

プが必要になるケースが

多い） 

ファン動力 機関本体取出し 電動ファン 不要 電動ファン 

二次冷却方式からの

改造の留意点 

ダクト設置スペース 

室内の換気風量 

屋外の設置スペース 

騒音対策 

主配管、水槽内の設置ス

ペース、搬出入方法 

屋外の設置スペース 

対策騒音 

注 1）適用単機出力が 2000kW を超える場合は、二次冷却方式の採用を検討する。 

2） 二次冷却方式から改造する場合は、設置スペース、騒音、換気風量等に留意する。 

 

4．内燃機関の付属装置 

(1) 始動装置 

ディーゼル機関の始動方式は、分配弁方式、エアモータによる方式及びセルモータによる方式

がある。  

分配弁方式は、着火前でも比較的大きい始動トルクが発生し、従来は中・大型機関に採用され

てポンプの直結始動が可能なものもあったが、近年は高過給化により始動トルクが小さくなる傾

向にあるため、クラッチ付の要否を検討する必要がある。 

エアモータ方式やセルモータ方式は、始動トルクが小さいため、クラッチ等（遠心クラッチ、

油圧クラッチ、流体継手）を設置して無負荷始動とする必要がある。 

また更新する場合は、機種により回転方向が固定化されているため、注意が必要である。 

ガスタービンの始動方式は、セルモータによる方式とエアモータによる方式があるが、後者は、

空気槽の容量がディーゼル機関の場合に比べて 5～6 倍程度大きいものを必要とするので、前者

を採用しているのが一般的である。 

ガスタービンの軸形式は一軸式と二軸式に分けられるが、一軸式にはクラッチを設ける必要が

ある。 

(2) 排気装置  

内燃機関から発生する騒音には、排気管から大気中に放出される排気音と、機関の運動部分の

振動や燃焼音等によって生ずる機関自体の機械音とがある。これらの騒音は、騒音規制法等によ

り規制される。 

ポンプ場における騒音対策は主として排気音であり、これを減衰させる有効な方法は、排気系

統中に消音器を設備することである。消音器には低周波音に効果のある容積型、高周波音に効果
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のある吸音型に分けられるが、消音量に応じて使い分けることが望ましい。特に消音量が大きい

ときは、容積型と吸音型を直列に組合せると有効である。 

また、ポンプ場における主ポンプ及び自家用発電機の駆動用原動機として用いる内燃機関は、

大気汚染防止法に基づき、「ばい煙発生施設の設置の届出」等の規定を遵守する必要がある。 

   （大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設：燃料消費量 50L/h 以上の内燃機関が該当） 

(3) 寒冷地における留意事項  

ディーゼル機関の性能を十分発揮させるためには、機関の冷却水温度は適切な高さに保つ必要

がある。冷却水温度が極端に低い場合、機関が過冷却状態となり機関の始動性に影響するほか、

過冷却状態が長く続くと、クランク室内の結露により潤滑油が劣化し機関を損傷する可能性もあ

る。 

寒冷地における留意事項には次のようなものがあるが、室温・水温等により十分検討して選定

する必要がある。 

① 機関の吸気管やジャケットに赤外線ランプ等を使用して照射する。 

② 機関のジャケットを保温するため温水循環（ヒータ＋温水循環ポンプ）とする。 

③ 冷却水槽にヒータを取付け、機関及び潤滑油槽内にその温水を通す温水循環とする。 

 

(4) 初期潤滑油ポンプ 

 一般に水冷のディーゼル機関では、機関の始動前に潤滑油を行き渡らせるための初期潤滑油ポ 

ンプが必要となる。（機種により不要となる場合があるので確認が必要。） 

なお、空冷ディーゼル機関は、潤滑油管路が短く非常に短時間で油圧が立ち上がるため、初期

潤滑油ポンプが不要である。 

初期潤滑油ポンプの電動機容量（目安）を、表-6.11に示す。 

 

表-6.11 ディーゼル機関の初期潤滑油ポンプ電動機容量（目安） 

機関出力（kW） 電動機容量（kW） 

   ～ 300 0.4 ～ 0.75 

300 ～ 600  0.75 ～ 1.5 

600 ～ 900 1.5 ～ 2.2 

900 ～ 2000 1.5 ～ 3.7 
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第 8章 吸込管及び吐出し管の設計 

関連条項〔基準 9、運用 9-5〕 

 

8.6  吐出し管の設計上の留意点 

吐出し管の設計に当たっては、次の事項に留意し設計するものとする。 

(1) 全長を短くし、曲がりを少なくする。 

(2) 空気溜りが想定される場合は、空気弁を設置する。 

(3) 露出した長い吐出し管で、気温の変化による伸縮を無視できない場合は、たわみ管継手を設け、

両側の配管はそれぞれアンカーブロックで支持する。 

(4) 管内流速は、計画吐出し量でおおむね 4m/s 以下とすることが望ましい。 

(5) 経済的な配管とするため、下記の事項に配慮する。 

① 主ポンプの吐出し口径は主ポンプ本体の効率と経済性から定められるものであるから、吐出し

管の管径を主ポンプ吐出し口径に合わせる必要はない。 

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

プ関係費の和が最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。 

(6) 必要に応じ、排泥を行える設備を考慮する。 

(7) 水槽に放流する配管は、管内流速のまま吐出し水槽等に吐出すと、その速度エネルギを損失する

ことから、吐出し管末端には片落ち管を設けて管内流速を次第に落とし、小さい流速で吐出すよう

にする。片落ち管の寸法を、表-8.4に示す。ただし、設置状況により広がり角度（）が 8を超え

る場合は、L 2について別途検討してよい。 

（表-8.4は省略） 

(8) 吐出し管にダクタイル鋳鉄管を使用する場合のフランジ片落ち管寸法を表-8.5に示す。 

ただし、広がり角度（）が大きく、損失水頭が大きくなるので注意のこと。 

（表-8.5は省略） 
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第 10 章 補機設備の設計 

関連条項〔基準 9、運用 9-7〕 

 

10.2 給水系統補機設備 

給水系統補機設備は、主ポンプに封水や潤滑水を必要とする場合や、主原動機及び減速機に冷却

水を必要とする場合に設置するもので、ポンプ場の立地条件、水量・水質及び水温を考慮し、主ポ

ンプの運転時に確実に供給が継続できるものとする。 

封水、潤滑水、冷却水などの水量は、主ポンプの形式、吐出し量、主原動機の形式、流体継手、

減速機の有無等の組合せによって決まる。 

給水系統の各補機の形式、容量などは、以下の表及び線図によって求めた水量から決定するもの

とする。 

 

（途中略） 

 

(3)給水の水質 

給水は、直接機器に供給する場合と、一旦冷却水槽や高架水槽などに貯留する場合があり、水源は、

清水（上水道水）や井戸水が使用される。井戸水を使用する場合は、水に含まれている塵芥や土砂な

どの混入度合いによっては処理装置（オートストレーナ、サイクロンセパレータなど）を通して使用

する必要がある。なお、好ましい水質の目安を表-10.4に示す。 

 

表-10.4  給水の水質の目安 

項 目 記 号 単 位 
給水の 

目安値注1) 

機関冷却水の

目安値注2) 

傾向 

腐食 スケール 

pH（25℃） － － 6.5～8.2 6.5～8.5 ○ ○ 

電気伝導率（25℃） － mS/m 80 以下 40 以下 ○ ○ 

塩化物イオン CL－ mg/L 200 以下 50 以下 ○ － 

硫酸イオン SO4
2- mg/L 200 以下 50 以下 ○ － 

Mアルカリ度 CaCO3 mg/L 100 以下 100 以下 － ○ 

全 硬 度 CaCO3 mg/L 200 以下 100 以下 － ○ 

シ リ カ SiO2 mg/L 50 以下 50 以下 － ○ 

全   鉄 Fe mg/L 1.0 以下 0.3 以下 ○ ○ 

アンモニウムイオン NH4 mg/L 1.0 以下 0.1 以下 ○ － 

全蒸発残留物  － mg/L 500 以下注3) 400 以下 － ○ 

注1) 給水は日本冷凍空調工業会標準規格 JRA-GL-02-1994 冷凍空調機器用冷却水水質基準（冷却水系 

循環水）から抜粋した。 

注2) ディーゼル機関の冷却水は、LESR 3003-2003 （社）陸用内燃機関協会推奨規格による。 

注3) 全蒸発残留物の目安値は上水道水質基準である。 
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(4)水質改善 

給水の水質を改善するためには、処理装置を設ける。処理方法については、表-10.5 に示す 3 方式

があるが、オートストレーナによるごみの除去方式が一般的である。凝集沈殿装置を使う場合は、水

質が相当悪く、しかも大量の水を必要とするポンプ場に適する。 

 

表-10.5 給水の処理方法 

方式 系統 処理対象物 

 
オートストレーナ 
＋沈砂池 

 

・砂 
・塵芥 

 
オートストレーナ 
＋サイクロンセパレータ 

 

・砂 
・塵芥 

 
凝集沈殿装置 

 

・砂 
・塵芥 
・鉄分 
・塩素イオン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-10.11オートストレーナの構造例       図-10.12サイクロンセパレータの構造例 
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10.8 小配管類 

ポンプ場の小配管は、給水系統（封水、冷却水等）、満水系統、燃料系統、空気系統（始動用等）、給

排気系統などの各種配管系統があり、計画に当たっては消防法等を遵守すると共に、主要機器の機能を

発揮するために維持管理の容易性、操作性、安全性、耐震性、経済性、施工性、美観等について検討し、

口径、材質、弁規格、ルート等を決定する。 

なお、建築基準法、労働基準法に規定される場合にはそれによる。 

(1) 小配管計画 

小配管計画は主要機器、建屋等と整合が図られ、操作性、保守及び点検の容易性、経済性、施工性

についても考慮が必要であり、その計画の作業手順を図-10.20に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10.20 小配管計画の手順 

 

 

(2) 小配管の材料 

小配管は、使用条件に適した材料を用いるものとし、系統を塗色の色分けにより明示すると共に、

流体の移動方向を矢印で表示する。 

また、母管から分岐する枝管には原則として弁を取付けると共に、熱膨張や振動を考慮し、適宜伸

縮可能な継手類を設置する。さらに、点検整備のために小配管の取り外しを容易にするため、ユニオ

ン継手、フランジ継手や曲管部にＴ字管を採用することも考慮する。 

  

主要機器の仕様の決定 

冷却方式等の決定 

機器据付図の作成 

小配管系統図作成 

小配管口径の決定 

小配管平面図作成 

小配管断面図作成 

施     工 

① 維持管理の容易性 

② 操作性 

③ 安全性 

④ 耐震性 

⑤ 経済性 

⑥ 施工性 

⑦ 美観 

建屋又は機器と配

管の干渉のチェッ

ク 

小配管設計の作業  

25



 

① 小配管の材料は、用途、流体の性状によって、表-10.20を目安に選定するものとする。 

 

表-10.20 小配管の材料 

用  途（配管名称） 配 管 規 格 色分け 備    考 

満水系統（真空配管） SUS （JIS G 3459） 白色 スケジュール 20 

給水系統（封水配管、冷却水配管） SUS （JIS G 3459） 淡青色 スケジュール 20 

給水系統（排水配管） SUS （JIS G 3459） 濃青色 スケジュール 20 

燃料系統 SGP （JIS G 3452） 赤色 スケジュール 20 

空気系統 
（始動用高圧空気配管） 

 20 以下 銅管 C1120T（JIS H 3300） 
白色 

銅管管厚は 
 8→1.0mm 
 10～20→1.2mm 
 20 超は SUS スケジュール 40  20 超 SUS （JIS G 3459） 

潤滑油系統 
（圧油機器の作動油） 

0.98MPa 

以下 
SGP （JIS G 3452） 黄色 

STPG はスケジュール 40 

0.98MPa 超 STPG（JIS G 3454） 黄色 

排気系統 注 2） 
（エンジン排気配管） 

300mm以下 SGP （JIS G 3452） 
銀色 STPY の管厚は 6mm とする 

350mm以上 STPY（JIS G 3457） 

注1） 配管規格の SUS は、配管用ステンレス鋼管（SUS304TP）とする。 

注2） 高温配管については適時断熱被覆を行う 

 

(3) 小配管の口径 

小配管の口径の設定に当たっては、標準的には系統別に以下に示すとおりであるが、適正流速、配

管損失及び材料の市場性から経済性を検討し決定する。 

 

① 給水系統の小配管口径の決定は、表-10.21を目安に選定し、小口径である手動弁及び逆止め弁

は、市場性から50mm 以下は青銅弁（ねじ込み式）を、65mm 以上はねずみ鋳鉄弁（フランジ

式）を使用する。 

手動弁としては仕切弁と玉形弁の両方を採用できるが、玉形弁は流体抵抗が大きいこと、及び

流体中に砂等の異物を含むものは、弁底部に堆積したり、弁座の損傷を生じるおそれがあること

から仕切弁を使用する。なお、流量調整の必要な場合は玉形弁を使用する。 

また、電動弁の前後には手動弁を設けると共に、バイパス配管路を設置するものとする。 

    凍結の恐れのある箇所には、保温又は配管内の排水ができるようにする。 
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表-10.21 小配管の口径 

小配管口径 流量（m3/min） 

 15A       ～0.025 未満 

 20A 0.025 以上～0.043 未満 

 25A 0.043 以上～0.068 未満 

 32A 0.068 以上～0.115 未満 

 40A 0.115 以上～0.155 未満 

 50A 0.155 以上～0.243 未満 

 65A 0.243 以上～0.408 未満 

 80A 0.408 以上～0.559 未満 

100A 0.559 以上～0.959 未満 

125A 0.959 以上～1.430 未満 

150A 1.430 以上～2.043 未満 

 

② 満水系統の小配管口径は、原則として真空ポンプの口径と同一とし、表-10.22を目安に選定す

る。また、満水系統の吸気用電動弁の前後には手動弁を設けると共に、バイパス配管路を設置す

るものとする。 

表-10.22 満水系統の小配管口径 

主ポンプ吸込口径

（mm） 
200～300 350～500 600～700 800～1,200 1,350～1,500 1,650～2,000 

満水系統の 
小配管口径 

20A 25A 32A 50A 80A 100A 

 

③ 燃料系統の小配管口径の決定は、予備用機関（自家用発電設備）を除いた総機関出力を基準と

して、表-10.23を目安に選定し、また、燃料小出槽から各機関の間の管径は、通常各機関の入口

径の相当径とする。 

なお、燃料系統はフランジ接続又は溶接接続とし、使用する弁の材質は FCMB、FCD、SC、SCS

製とする。 

配管は、不同沈下や地震等によりタンクとの結合部分や建屋内接続部で損傷を受けないように

たわみ管継手等を設ける。 

屋外の燃料貯油槽と屋内の燃料小出し槽の間の配管は地下埋設部の防食と点検を容易にする

ため、コンクリート製Ｕ字溝等を用いたダクト（ピット）内に敷設する。 

 

表-10.23 燃料系統の小配管口径 

機関総出力（kW） 
ディーゼル機関 ガスタービン 

d1 d2 d1 d2 

  ～ 589 未満 25A 20A 50A 40A 

 589 以上～1,472 未満 32A 25A 65A 50A 

1,472 以上～2,944 未満 40A 32A 80A 65A 

注） d1：燃料貯油槽～燃料移送ポンプ間の口径 

d2：燃料移送ポンプ～燃料小出し槽間の口径   
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④ 空気圧縮機での始動空気槽への当初充気時間は 1時間程度かけても差し支えなく、空気圧縮機

から空気槽入口間の空気系統の配管口径は小さくてよいので16mm 程度を目安とし、空気槽か

ら機関入口までの配管口径は、機関始動時に多量の空気を必要とするため、機関入口の口径に合

わせるものとする。 

⑤ 排気系統 

ディーゼル機関やガスタービンの排気管について、排気経路（消音器等を含む）の全抵抗（背

圧）が、無過給ディーゼル機関では 3.9kPa、過給機付ディーゼル機関については 3.4kPa、ガス

タービンでは 2.9kPa 程度以下となるように管径等を決定する。 

排気管は、温度変化が大きいので膨張、収縮に対応できる伸縮管等のたわみ部分を設け、振動

に対しても支障のない構造とする。 

ディーゼル機関は、燃料によっては低温始動性が悪化するため、低温時に運転する設備では未

燃焼ガスの排気管内での暴発（アフターファイヤー）を生じないよう、排気系統を屈曲の少ない

構造としたり、ガス抜き装置を設ける等の対策を行う。 

なお、排気管の材質は、配管用炭素鋼鋼管又は SGP（黒）、配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 STPY、

一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS とし、屋内においては、保温帯を巻き、鉄線で縛った上をカラ

ー鉄板（銀色）で被覆する。 

内燃機関（ディーゼル機関、ガスタービン）を複数台使用する場合、それぞれの内燃機関毎に排

気管を設置することが望ましい。しかし、設置条件等の関係から集合煙道としなければならない場

合には、停止している機関への排気逆流を防止するように考慮する。 

また、煙突のドラフトにより運転機関の排気ガスが煙突に円滑に引かれるように設計する。 

なお、配置上このような設計が不可能な場合には、抵抗（背圧）の増大に注意して逆流防止弁

の設置を考慮する。 

 

 (4) 小配管の損失 

配管の損失の計算は、ダルシー・ワイズバッハ（Darcy・Weisbach）公式により、腐食を考慮し

て新管の 1.5 倍とする。 

Ｈℓ＝λ・（L/D）・v2/2g 

ここに、 

λ：管摩擦係数 

λ＝64/Re（流れが層流の場合） 

Re：レイノルズ数＝v・D/ν 

ν：動粘性係数（m2/s） 

  水 ν＝0.9m2/s（25℃） 

  重油 ν＝17m2/s（5℃冬期の管理運転を考慮） 

  軽油 ν＝4.5m2/s（5℃冬期の管理運転を考慮） 

L：管長（エルボ、弁等の損失は、管長さに換算（表-10.23 直管相当長さ）して加算）（m） 

D：管径（内径）（m） 

v：管内流速（m/s）＝Q/（60･π・D2/4） 

Q：流量（m3/min） 
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g：重力加速度（m2/s） 

表-10.24 管継手、バルブ類の直管相当長さ 

 

注 1) 消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）「配管用炭素鋼鋼管（JIS G3452）SGP を使用する場合」による。 

管継手のうちチーズ及びクロス（口径の異なるものを含む。）を直流で使用するもの、ソケット（溶接式のも

のにあっては、レジューサとする。）及びブッシュについては、本表を適用することなく、当該大きさの呼び（口

径の異なるものにあっては、当該それぞれの大きさの呼び）に応じた管の呼びの直管として計算するものとする。 
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10.9 配線 

ポンプ場には、主ポンプや補機への給電の他、監視操作制御設備、電源設備、計装設備等に多数の配

線が敷設されている。 

配線の設計、施工上の留意点を以下に示す。詳細については「電気設備計画設計技術指針（高低圧編）」

を参照し採用を検討のこと。 

 

(1) 配線方式 

配線方式には、電線路の種類、施設場所及び支持・保護方法により、表-10.26のように分類される。 

表-10.26 配線方式 
電線路の種類 支持・保護方法 施設場所 
架空電線路 電柱 引込配線、ゲート 

地中電線路 

管路式 FEP、鋼管等 引込配線、構内配線 

直接埋設式 
トラフ等 引込配線、構内配線 
がい装ケーブル 屋外配線 

暗きょ式 共同溝等 屋外配線、構内配線 

屋内電線路 

ピット方式 床面ピット 
屋内（ポンプ室、電気室

等） 
電線管方式 電線管 
ダクト方式 ダクト 
ラック方式 ラック 

 

電力会社との分岐点からの引込配線は、電気室との位置関係を考慮して選定する。 

電力会社より架空電線路にて配電される場合は、需要家側の引込第 1柱よりケーブルにて地中電線

路を経由して屋内に引込む方式が一般的である。低圧受電の場合において、建家に近接して引込注が

位置している場合には、架空引込線にてそのまま引込む場合もある。 

以下に代表的な電線路について説明する。 

 

1) 地中電線路 

地中電線路は、施設方式及び施設場所に応じ所定の深さに埋設するとともに、地中電線路の埋設

位置が判明するように電線路の名称、管理者名、電圧及び埋設年を記入した埋設標識シートを電線

路の直上に埋設するか、または直上の地表面に標石柱を設ける。（図-10.31） 

 

図-10.32 地中電線路の埋設深さ 
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表-10.27 地中電線路材料の寸法算出式と電線の占有率α(%) 

 
注）本表は、以下の電線管方式の電線管サイズを決定する場合にも使用する。 

 

2) ピット方式 

ピット方式は、屋内床面に盤及び機器類の下部又は隣接してピットを設け、その中にケーブルを

配線するものである。 

ピット内には、高圧ケーブルと低圧ケーブル及び制御線の分離をするためのセパレータを設け、

上部蓋は縞鋼板などが使用される。小配管と混在する場合もその間に鋼板等による隔壁を設ける。 

多量のケーブルを配線する場合に適する。（図-10.33） 

 

図-10.33 ピット内施工（例） 
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3) 電線管方式 

電線管は、金属管と硬質ビニル管に大別され、その選定に当たっては、収納する電線の占積率（表

-10.26）、設置場所等を考慮する。金属管の種類には厚鋼電線管、薄鋼電線管、ねじなし電線管の 3

種類があり、屋外配線は厚鋼電線管、屋内配線は薄鋼電線管を標準とする。 

（図-10.34） 

 

図-10.34 電線管施工（例） 

 

4) ラック方式及びダクト方式 

ケーブルラック及びケ－ブルダクトは、十分な余裕と耐力を持ったものを使用する。 

ケ－ブルラックはピット内配線、天井下や梁下配線に、ケ－ブルダクトは各階層間等の配線に多く 

用いられる。（図-10.35） 

 

図-10.35 ケ－ブルダクトの総合図（例） 
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5） 防火区画への配線 

防火区画への配線は、床、壁貫通部において延焼防止処置をしなければならない。貫通部両面に厚さ

25mm 以上の耐火仕切板を設け、耐火仕切板から 50mm までのケ－ブル相互の隙間、耐火仕切板とケ－

ブルとの隙間並びに耐火仕切板と床（壁）面の隙間には耐熱シ－ル材を、床、壁貫通部にはロックウ－

ル保温材（充填密度：150kg/m3以上）をそれぞれ充填する（図-10.36 および図-10.37）。 

 

 

 

 

図-10.36 金属ダクトの防火貫通部（例） 

 

 

図-10.37 ケ－ブルラック防火区画貫通部（例） 

 

6) マンホ－ル、ハンドホ－ル 

地中電線管の始端、終端及び中間、曲部、分岐部等

にはケ－ブル引込、点検等のためのマンホ－ル又はハ

ンドホ－ルを設置する（図-10.38）。 

また、壁貫通部については耐水を考慮して貫通位置、

防水処理等を検討する。 

マンホ－ル及びハンドホ－ルの寸法は、ケ－ブルの

曲げ半径及び本数、管径等を考慮し選定する。 

 

 

  図-10.38 ハンドホール（例） 

（以下略） 
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第12章 吸込水槽及び吐出し水槽の水理設計 

関連条項〔基準 10、運用 10-1～2〕 

 

12.1 一般 

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。 

(1) 導水路から吸込水槽への円滑な流れの確保 

農地及び集落の排水を排除するための排水ポンプ場においては、ポンプ稼働時に排水路、導水路か

ら吸込水槽に向かう流れには急激な方向変化や流速変化がない円滑な流れを維持する必要がある。特

に、大規模な主ポンプの運転開始に伴う吐出し量と排水路から吸込水槽に流下集中する水量との釣合

いを十分検討し、流れの連続性を確保する必要がある。このため、①排水路内の増加流速による侵食

防止のため水路側壁の護岸、②適切な規模の遊水池を設ける等の事項を考慮する。また、排水路内に

塵芥、雑物が多量に流入することが想定される場合には、除じん機、ごみ焼却場についても考慮する

必要がある。 

(2) 自然排水方式との併用 

外水位が低下し、地区内排水の自然排水が可能な状態が予想される場合には、ポンプ場に沿って排

水路をう回させ、ゲートを操作して排水を行う場合が多い。このような場合には、排水路の放流部分

の水理構造には十分注意する。 

図-12.3 に示すような、自然排水路先端が袋小路になって、ポンプ場の放水路と合流している形状

であると、ポンプ稼働による排水時の流水中に含まれた土砂が、この袋小路に堆積する。このため、

自然排水を行う場合、十分な掃砂が困難となり、自然排水終了後に完全なゲート閉扉ができなくなる

ことがある。このような不都合な現象を防止するため、次の事項を考慮する必要がある。 

① 自然排水路内の排水ゲートの敷高は、ポンプ場の放水路の底標高より高くする。 

② 自然排水路と放水路との合流部は、図-12.3 に示したように、水路としての十分な機能が発揮

できるように、取付け部分の形状に注意する。 

③ 排水ゲート下流側にヘドロが多少たまっても、自然排砂の際に完全に掃砂できるような水路勾

配とする。 

④ 排水ゲートは、多少のヘドロが堆積していても完全な閉扉ができるよう、ロープ式巻上げ方式

よりもスピンドル又はラック引上げ方式を採用することが、管理上都合がよい場合が多い。 

 

通路橋 

自然排水の排水路 

排水路 放水路 
ポ
ン
プ
場 

通

路

橋

引揚げゲート 

ブロック張りの水路底 

スクリーン 

引揚げゲート 適当でない護岸形状 

適切な護岸形状 

 

図-12.3 自然排水の排水路説明図 
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第 16 章 建屋の設計 

関連条項〔基準 11、運用 11-1～11-3〕 

 

16.1  一般 

16.1.1  建屋の設計に当たっての留意事項 

建屋の設計は、設備の規模及び各機器の目的、種類、操作性等を考慮すると共に、耐水対策及び将来

の管理等も含めて設計する必要がある。ポンプ室、操作室及び電気室等は、各機器が十分にその性能を

発揮できるように配置する必要がある。 

(1) ポンプ室は風雨から各機器を守るため及び管理のために設けるもので、内水や雨水が浸入しない

構造、配置とし、主原動機、機側操作盤等、運転に必要な機器を設置する床面は、最高吸込水位よ

り高くする。また、それが不可能な場合には、ポンプ室及び機器への浸水がないよう、建屋、搬入

口扉を水密性の構造とする。具体的な例は以下のとおりである。（図-16.1参照） 

 状    況 対策・処置 

① 最高吸込水位が除じん機駆動部より高くなる場合 ：除じん機駆動部の高所設置 

② 最高吸込水位が給油口及び燃料移送ポンプの設置面より高く

なる場合 

：給油口・燃料移送ポンプの高所 

設置 

③ 最高吸込水位が貫通穴より高くなる場合(a) ：配管・配線貫通穴の高所設置 

④ 最高吸込水位が貫通穴より高くなる場合(b) ：貫通穴の水密化 

⑤ 最高吸込水位が機器設置面より高くなる場合 ：止水壁の設置 

⑥ 最高吸込水位がポンプ室壁面及び搬入口より高くなる場合 ：ポンプ室壁の止水化 

⑦ 最高吸込水位がポンプ床面より高くなる場合 ：ポンプ床の止水化 

 

 

図-16.1(a) 浸水対策（例） 

 
③ 配管・配線貫通穴の高所設置 

① 除じん機駆動部の高所設置 ② 給油口・燃料移送ポンプの高所設置 

除じん機駆動部 

④ 貫通穴の水密化 

燃料移送ポンプ 給油口 

貫通部の水密化 
配管・配線 

モルタル 

配管・配線 

WL WL 

WL 

WL 
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図-16.1(b) 浸水対策（例） 

 

なお、天井クレーンを設けないで移動式クレーンにより、建屋の天井より機器を搬入・搬出する

場合は、天井の搬入口の防水、防じん構造化等を考慮する。天井クレーンを設けない場合のポンプ

室の高さは、設置される機器の高さ、保守管理を考慮して決定する。具体的には、ポンプ室の高さ

は床面から天井梁下までの高さにより求まるが、内燃機関のダクト、消音器等とのメンテナンスス

ペースやピストン抜き出し高さ及び照明器具との干渉等を考慮して決定する。 

(2) 操作室は機械、電気設備の管理に適した場所に設け、監視盤、操作盤等の配置は、監視、操作、

点検がしやすいスペースを確保すると同時に、換気、防音、空調等を考慮したものとする。 

(3) 電気室は電源の引込み、屋内配線に適し、浸水のおそれのない乾燥した場所に設ける。また、配

電盤の周囲は、操作、点検、補修に必要なスペースを確保する。 

(4) 制御機器室及び発電機室は室温が上昇するので換気を十分行う。 

(5) 主原動機が内燃機関等でポンプ室内に燃料を貯蔵し取り扱う場合は、消防法に定められる危険物

の指定数量の規制を受ける。ポンプ室内に指定数量以上の危険物を貯蔵し取り扱う場合は、「危険

物の規制に関する政令」等により設計を行う必要がある。 

(6) 立地条件によっては、騒音、振動、修景等周辺環境への配慮が必要である。 

(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。 
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16.1.2  想定し得る最大レベルの洪水、高潮、津波等を踏まえた浸水対策 

ポンプ設備が最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、想定し得る最大レベルの洪水、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

最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 

想定し得る最大レベルの洪水、高潮、津波等により発生する機場地点の水位は、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。 

また、表-16.2に高所化・耐水化の対象となる機器等を示す。 
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表-16.1 想定し得る最大レベルの洪水、高潮、津波等に対する対策の例 

対策項目 対  策 対策の内容 効  果 

①施設の配置・構

造 

開口部の位置の工夫 

海側、河川側に吸込水槽や搬

入口等の大きな開口部を設け

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

防止する。 

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。 
開口部分を減らし、浸水を

抑制する。 

⑦避難場所 

避難場所設置 高所に避難場所を設置する。 
浸水時における安全確保す

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。 

 

  

38



 

 
図-16.2 想定し得る最大レベルの洪水、高潮、津波等に対する対策の例 

 

表-16.2 高所化・耐水化の対象となる機器等 

対  策 対 象 部 対 象 機 器 

機器の浸水を防ぐ

ための高所化 

機器本体 

主ポンプ駆動設備（原動機，減速機）、監視操作制御

設備（操作盤、制御盤、CCTV、計装設備）、系統機器

設備（燃料移送ポンプ、クーリングタワー、別置ラジ

エータ、オートストレーナ、空気圧縮機、潤滑油ポン

プ）、電源設備（受変電設備、自家発電設備、制御用

電源設備） 

機器駆動部 除塵設備（除塵機、コンベヤ、ホッパ） 

貯油槽・給油口 燃料貯油槽の給油口、通気孔 

配線 配線・ケーブル接続部、プルボックス 

機器の浸水を防ぐ

ための耐水化 

機器本体 水位計、補機類のポンプ、燃料貯油槽の蓋 

機器駆動部 ゲートや弁の電動駆動部 

機器端子箱 端子箱 
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16.4  建屋の構造 

16.4.1  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、木構造等があ

るが、そのポンプ場の規模に応じて最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はこれを

考慮して構造形式を選定する必要がある。 

 (1) 鉄骨構造 

鉄骨構造は、鉄骨を耐力上主要部材とする構造である。 

梁間、軒高の大きいもの、建築面積の大きいものに適し、経済的であるが、被覆されていない鋼材は、

腐食による被害を受けやすいので、適宜塗装を行わなければならない。鉄筋コンクリート構造に比較

すれば、鉄骨構造は 1/4 程度の自重であるから軟弱地盤に建屋を設ける場合は有利である。 

 

 

 

図-16.37  トラス形式 

 

 
図-16.38  ラーメン形式 

 

骨組構造は、トラス、ラーメン、アーチ等があり、ポンプ場建屋には、トラス、ラーメンの形式が

多く用いられている。トラス構造は一般に形鋼と鋼板の組合せが用いられる。ラーメン構造は、H 形

鋼、鋼板等が用いられる。接合は溶接が多く用いられ、現場組立には、高張力ボルト接合による工法

が使用される。 

(2) 鉄筋コンクリート構造 

鉄筋コンクリート構造は、耐火、耐久、耐震、耐風、耐雪の一体式構造で、その特性上ポンプ場建

屋の構造に広く用いられる。梁間 10m 以内で経済的であるが、最近は梁間 15m 程度のものにまで使用

される。柱割は 4～7m 程度が経済的で、多く用いられる。 

(3) 鉄骨鉄筋コンクリート構造 

鉄筋コンクリート構造に比べて、高層、大スパンの場合に鉄骨鉄筋コンクリート構造が有利であり、

かつ耐火、耐久、耐風、耐雪の一体式構造である。 

長所は、比較的小さい断面内に多量の鋼材を無理なく納めることができる。したがって、断面の小
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さい割に丈夫であり、粘り強い特徴をもっている。 

(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、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。 

なお、木構造の適用の対象とならない場合であっても、施設の内装等について木質化を推進する必

要がある。 

41



第 21 章 ポンプ場の保全管理 

 

21.1 ポンプ場の保全管理 

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。 

 

21.1.1 保全管理の概要 

ポンプ場は、土木構造物（吸込水槽、吐出し水槽、取付水路等）、ポンプ設備・附帯設備、建築構

造物（建屋）等の多数の機器や部材で構成されている。 

ポンプ場の保全管理における具体的な取組に当たっては、農業水利施設の機能保全の手引

き等を参考にされたい。 

なお、施設機械設備については、定期的に点検整備を実施し、消耗部品を所定の期間で取り替える

時間計画保全と破損部品の交換等の事後保全を併用する考え方が一般的であった。しかしながら、土

地改良施設の効率的運用を図るために設備の長寿命化や保全に要するコストの低減が求められてい

ることを踏まえ、設備の保全方式については、時間計画保全と、機能診断に基づき保全の時期や方法

を決定する状態監視保全を、設備・機器の特性に応じて適切に併用していくことが望ましい。 

 

【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） 

油中摩耗分析法による潤滑診断は、ポンプ設備の軸受や減速機、エンジン等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等の情報を用いて、ポンプ設備を分解せずに
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軸受等の摩耗状態を把握する手法である。 

本診断技術は、その適用方法について十分な評価が得られていないが、ほとんどの分析項目は JIS

規格に基づく指標であり定量的なデータが得られ、潤滑剤の物理的性状及び潤滑剤の汚染状態、機

器の摩耗状態を把握することができる。 

これらの分析項目を用いて正確な評価を行う際に、注意すべき点は以下のとおり。 

（１）潤滑剤の物理的性状 

物理的性状に係る診断を行う際には、「新油の値からの変化率」を用いて評価する。このため、

潤滑診断においては、対象とするポンプ設備からの採油と同時に、使用している新油の採取・分

析が必須である。 

（２）潤滑油の汚染状態  

潤滑油の汚染に関する評価指標として、全米航空宇宙工業会が制定した NAS 等級（National 

Aerospace Standard）が一般的に用いられる。NAS 等級には、潤滑油 100mL 当たりに存在す

る汚染粒子について、粒径別の個数で表す計数法と重量で表す質量法の規格が定められており、

それぞれの等級で評価を行う。 

（３）機器の摩耗状態   

油中に浮遊している金属摩耗粒子の元素と含有量を調べ、摩耗粒子の発生部位を特定する。ま

た、その量により摩耗の程度を把握することができる。 

 

上述した（１）、（２）、（３）の項目について、それぞれの項目を単独で評価するのではなく、こ

れらの項目を総合的に評価することで、機器の劣化状態についての正確な評価を行うことができる。

さらに、潤滑診断を継続的に実施し、各評価項目の変化を時系列でモニタリングすることにより、

劣化の兆候を早期に検出することが可能となる。評価結果は、潤滑油のろ過や分解点検などの維持

管理や補修対策の要否判定に有効に活用する。 

潤滑剤の正しい分析データに基づいた適正な潤滑診断を実施するには、潤滑剤の製品名称や交換

日、稼働時間などの管理記録を入手することが求められる。 

 

 

 

引 用 文 献 

1) 國枝正：農業用ポンプ設備への状態監視診断技術の適用に関する研究、東京農工大学学術機関リポジトリ（2016） 
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【参考】ポンプ設備の更新・補修技術（対策例） 

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 効果・留意点 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。 

給水系統の機器が不要とな

るため、維持管理費が縮減

される。 

オーバーホール等の実施時

期に合わせて施工すること

により、ポンプの不稼働期

間及び分解・組立て費用が

縮減される。 

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、インペラ、軸受、軸

封部）を更新する。 

回転体の更新範囲（全面更

新とするか、部分更新とす

るか）については、回転体

を構成する部材（主軸、イ

ンペラ、軸受、軸封部等）

の劣化状態等に応じて判断

する必要がある。 

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。 

ケーシングの全面更新に比

べて大幅に費用が縮減され

る。 

適用に当たっては腐食・摩

耗の程度を考慮する必要が

ある。 

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）により形状を復元

する。 

インペラ及びインペラハブ

の全面更新に比べて大幅に

費用が縮減される。 

適用に当たっては腐食・摩

耗の程度を考慮する必要が

ある。 

パ ッキンス

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

ッキンスリーブ表面の摩耗を抑制す

るため、パッキンスリーブ表面に耐

摩耗性金属を溶射する。 

パッキンスリーブの長寿命

化に効果がある。 

オーバーホール等の実施時

期に合わせて施工すること

により、ポンプの不稼働期

間及び分解・組立て費用が

縮減される。 
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第 22 章 耐震診断 

 

22.1 耐震診断 

本章では、ポンプ場構造物のうち、建屋に関する耐震診断の概要を示す。なお、吸込水槽、吐出し水

槽の耐震診断は、別途定める『土地改良事業設計指針「 耐震設計」』に準拠する。 

 

22.1.1 耐震診断の目的 

耐震診断は、既設構造物が要求耐震性能を確保しているかを評価するために行うことを目的とする。 

 

22.1.2 建屋の耐震診断 

(1) 耐震診断の手法と適用 

建屋の耐震診断は、官庁施設の総合耐震診断・改修基準（平成 8 年 10 月 24 日建設省営計発第 101

号）、建築構造設計基準（平成 25 年 5 月 24 日国営整第 38 号）等に準拠して行う。 

なお、建屋に適用する耐震安全性の分類及び重要度係数（Ｉ）は、原則として次のとおりとする。 

 
           ［耐震安全性の分類］  ［重要度係数（Ⅰ）］ 
               Ⅲ 類          1.0 

 

(2) 耐震診断の概要 

建築物の耐震診断は、施設の位置・配置等、構造体、建築非構造部材及び建築設備について実施

し、保持している耐震安全性が、所要の性能を満足しているかどうかを判定するものである。 

耐震診断結果に基づき、耐震安全性確保のための措置の必要性について総合的に評価する。 

総合評価により、耐震改修が必要と判断された場合には、施設の位置・配置等、構造体、建築非

構造部材及び建築設備の診断結果を基に、他の項目に与える影響、経済性、施工性等を考慮して、

最も効果的な方法により耐震改修を実施する。 

建築物の耐震診断の手順を図-22.1に示す。 

 
図-22.1 建築物の耐震診断のフロー 

（「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説」p.10 による） 
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