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送水ポンプ省エネ制御システム“エコノパイロットTM”
“Econo-Pilot” Energy-saving System for Water Pump

送水ポンプ用のモータの消費電力を削減する，送水ポンプ省エネ制御システム“エコノパイロットTM”を開

発した。従来，送水ポンプの省エネルギー制御で一般的な手法は，インバータによる送水圧力一定制御である。

一方“エコノパイロット”では，流量に応じて送水圧力を変動制御することにより，従来よりもはるかに大き

い省エネ率を実現している。

ここでは，本装置の原理と基本仕様，導入事例を紹介する。
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We have developed “Econo-Pilot” energy-saving system for water pump, which reduces the motor’s

power consumption for water supply. In the energy-saving control field, the conventional method is the

constant pressure control in water supply with inverters. However, as Econo-Pilot employs a method of

variable water pressure control corresponding to flow volume, the system can raise the energy-saving

ratio up to 90 percent.

This paper describes the principles of the system and basic functions along with a case study of some

practical applications.

1. は じ め に

地球温暖化防止への公約実現を背景に改正された省エ

ネ法への適合，またISO14000規格認定取得者にとっては

ある意味で法律と同等の意味を持つ毎年の改善目標の達

成など，企業や団体にとって省エネルギーは重要な課題

である。また長引く不況の中で，経費削減に直結する省

エネルギーへの投資に注目が集まっている。

ところが，莫大な費用を要する大規模なリニューアル

投資は簡単には実施できない。よって，既存設備を活か

しつつ，安価で簡単かつリスク最小で，コスト削減効果

の高い省エネを行いたいというニーズが非常に大きく

なっている。

図1に，社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協

会が調査・作成した，事務所ビルのエネルギー消費比率

グラフを示す。空調関連が全体の半分を占めており，省

エネルギーの狙い目であることがわかる。

我々は，空調関連の中でも空調ポンプの制御に着目し，

前述の実施条件を満足する新しい省エネ制御システム

“エコノパイロットTM”を開発した。本機の外観を図2に示す。

エコノパイロットは，当社と株式会社朝日工業社，株

式会社ファーストエスコの3社で考案した新制御方式を

採用し，当社と新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）との共同研究（2）を通じて開発・実証し，当社で

商品化した製品である。

2. 空調システムの概要

空調システムの概要を，図3に示す。エネルギーは大

きく分けると，熱源，送水ポンプ，送風機で消費される。
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図1　事務所ビルの用途別エネルギー消費
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熱源では，例えばガス炊きの冷温水発生機の場合，ガス

を燃焼させて冷水や温水を発生する。この冷温水は，送

水ポンプで空調機まで送られる。空調機ではこの水を熱

交換器に通し，そこに送風機で送風し，空気を暖めたり

冷やした上でダクトから吹き出す。

送水ポンプには，一次ポンプ，二次ポンプ，冷却水ポ

ンプなどがあるが，これらの消費電力はほぼ同等である。

我々は，これらの中でも，需要によって流量が大きく変

動する空調二次ポンプに注目した。

図4は，典型的な空調系の構成図である。冷温水の流

れを矢印で示す。熱源で作られた冷温水は，一次ポンプ

の系で還流し，常に一定温度の水を供給している。この

冷温水を，負荷側の空調機の要求に応じて送水している

のが二次ポンプである。

空調機は，室温センサとニ方弁で各フロアやエリア毎

にローカルに制御されており，室内温度が設定値になれ

ば，このニ方弁が自動的に閉まる。この結果，ニ次側の

系に流れる冷温水の流量は大きく変動する。この流量変

化に効率よく対応するために，ニ次ポンプは複数台で構

成される場合が多く，流量変化に応じて，2台運転，3台

運転と各ポンプのON/OFF制御を行っている。さらに，

配管や空調機を保護するために，戻し弁というバルブを

用いて，配管にかかる圧力が一定になるように制御して

いる。

ところがこの戻し弁は，いったん汲み上げた水を元に

戻す役目をしており，動力の無駄遣いとなっている。

近年，インバータ（回転数制御装置）が非常に安価に

なってきたことから，戻し弁の代わりに，必要な量だけ

を送水するように回転数を上下する省エネ手法が一般化

してきた。しかし，戻し弁方式と同様に，圧力を一定に

保つ制御方式を採用しているため，大幅な省エネ効果が

得られていないのが現状である。

図2　エコノパイロット外観 図4　典型的な空調系

熱源�
（冷温水発生機）�

冷温水�

空調機�

空調機�

送風機�

熱源� 送水ポンプ�
・空調一次ポンプ�
・空調二次ポンプ�
・冷却水ポンプ�

図3　空調システムの概要 図5　エコノパイロットによる空調系の構成

熱源�
（冷温水発生機）�

熱源�
（冷温水発生機）�

空調機�

空調機�

二方弁�

二方弁�
圧力�

流量�

FCJ
従来�

制御装置�逃がし弁�

一次ポンプ�

インバータ�

二
次
ポ
ン
プ�

室内温度が設定値�
になれば閉まる�

熱源�
（冷温水発生機）�

熱源�
（冷温水発生機）�

過大圧力防止�
のためにも�
一定圧力制御�

空調機に水を供�
給する二次ポンプ�

常に一定温度�
の水を供給�

流量が変化�

流量に応じて二次�
ポンプ，熱源の�
台数を制御�

空調機�

空調機�

二方弁�

二方弁�

圧力�
制御�
装置�

流量�
二次ポンプ� 戻し弁�

圧力を一定に保つ�
ための戻し弁�

一次ポンプ�



送水ポンプ省エネ制御システム“エコノパイロットTM”

27 横河技報　Vol.47 No.2 (2003) 69

3. エコノパイロットにおける空調系の構成と
省エネ原理

3.1 構成

図5に，エコノパイロットによる空調系の構成例を示す。

既存の空調系に小型の現場型コントローラSTARDOM FCJ

を追加するだけで手軽に導入できる。

従来の制御装置で用いていたセンサの信号を分岐して

小型現場型コントローラSTARDOM FCJに接続し，回

転数指示出力を切り替えスイッチ経由でインバータに接

続する。従来の制御装置はそのままで，送水ポンプの省

エネだけに的を絞って動作させることができるので，既

存の制御装置の再調整などの煩雑な作業は不要である。

3.2 省エネ原理

従来のインバータ方式は吐出圧一定の制御方式を採用

しているが，エコノパイロットでは，配管での圧損を考

慮して吐出圧の最適圧力制御をすることにより，省エネ

を実現している。

送水ポンプの回転数と電力の関係を，以下に示す。

ポンプの理論的な特性は以下である。

（1）流量は回転数に比例する。

（2）吐出圧力（揚程）は回転数の2乗に比例する。

（3）消費電力は回転数の3乗に比例する。

すなわち，流量が@1であれば，圧力は$1，電力は*1

となり，電力削減率は87.5％となる。

図6に，従来の制御方式との差を示す。

図中の横軸は流量を，縦軸は揚程（吐出圧力）を示す。実

線の曲線は，ポンプの揚程曲線（性能曲線）である。流量

を大きくとると揚程は小さくなり，反対に揚程を大きく

とろうとすると，流量は小さくなる。破線は，ニ次ポン

プ系全体をマクロにとらえた管路抵抗曲線である。流量

が増加すると，この2乗に比例して管路抵抗が増加して

いることがわかる。（a），（b），（c）の制御動作の違いを以

下に示す。

（a）従来の戻し弁方式（吐出圧一定制御）

図中の圧力一定を表す水平ラインと，揚程曲線の交

点が運転ポイントになる。戻し弁で圧力制御を行う

ため，負荷の状況にかかわらずポンプの運転ポイン

トはいつも同じであり，消費電力も一定である。

（b）従来のインバータ方式（吐出圧一定制御）

現在一般的な，ニ次ポンプの省エネルギー手法であ

る。圧力一定制御を行うので，圧力一定の直線上を

運転ポイントが動く。送水流量が少ない場合でも圧

力を維持する必要があるために，回転数を大きく下

げることができない。そのため，電力削減率は通常

20～ 30％程度である。

（c）エコノパイロット方式（管路抵抗特性予測制御）

エコノパイロットで採用した方式である。運転ポイン

トを管路抵抗曲線上で動作させるので，流量が小さい

場合に省エネ効果が飛躍的に増えることがわかる。

4. 遠隔監視システムの構成

図7に，システム構成例を示す。現場設置可能な小型

のコントローラSTARDOM FCJは，PLCを超える制御

機能のみならず，PC相当の情報処理機能をも併せ持って

いる。このコントローラは，省エネ動作を監視したり設

定を変更するための現場操作監視用の表示器と接続され

ている。表示器からは，リアルタイムの電力削減率や月

別のエネルギー消費／削減状況なども監視することがで

きる。省エネ効果，即ち電力削減量を記録・監視するこ

とにより，さらなる省エネ運転条件の最適化や投資効果

の確認が可能になる。

さらに，同じ内容の画面をWebブラウザから操作監視
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することが可能である。このことにより，いつでもどこ

からでも，エネルギー監視や調整が可能となる。Webブ

ラウザを採用した利点の一つに，遠隔から調整ができる

ことがある。例えば，現場では大まかな初期調整を行い，

稼動状況を確認しながら，遠隔から徐々に省エネ効果を

高めるための調整を進めていくことが可能である。また，

負荷側の変動が発生した場合，例えば大幅に人が増えた

りした場合には，遠隔操作により現場にアクセスし詳細

な情報を得た上で，最適に再調整することができる。こ

れにより，リスク無く高い省エネ効果を得ることができ

るようになった。

5. エコノパイロットの適用範囲と効果の検証

エコノパイロットは，工場や一般ビル，特に既設ニ次ポ

ンプ設備の省エネに最適である。また，空調のみならず，

圧力制御を行っている送水ポンプ一般に適用可能である。

特に有効なケースは，「稼働時間が長い」場合である。

同じ規模の設備でも，稼働時間が長ければ大きな省エネ

削減金額を得ることができる。例えば，半導体関連工場，

病院，ホテルなどのように，24時間連続稼働する設備は，

オフィスビルに比べて年間数倍の削減効果が出る。さら

に，設備の規模，すなわち「ポンプ消費電力が大きい」場

合は，同一の削減率でも生み出す削減金額が大きくなる。

本制御システムを，実際に大学付属病院に導入した事

例を以下に示す。従来の圧力一定のインバータ制御と比

較して，大幅な削減効果が得られていることがわかる。

・業種：大学付属病院（約1,200床）

・制御対象の空調面積：5,000 m2

・対象設備：（冷温水ニ次ポンプ）37 kW　1台

・削減効果： 186 MWh／年，71.4トン－CO2／年

・エネルギー削減率：67％

・設備投資回収年数：1.9年

6. お わ り に

ここでは，既存設備を活かしつつ，安価で，簡単に適

用できる送水ポンプ省エネ制御システムの空調送水ニ次

ポンプに適用した事例を中心に紹介した。

省エネをはじめとする環境投資は，経済性と両立する

ことにより初めて実施され，大きな環境改善が期待でき

る。我々は，空調送水二次ポンプ以外にも本システムを

広く適用していくことで，事務所，工場などのコスト削

減を支援し，温暖化ガスの削減へと貢献していきたい。
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図7　エコノパイロットの遠隔監視・調整システム

流量適応圧力（回転数）制御�

現場設置に最適な小型�
自律型コントローラFCJ�

�
現場監視・調整�

画面例�

公衆回線（モデム経由）�
またはイントラネット（Ethernet）�

遠隔から監視，�
調整を実現�

インバータ�

圧力計�

流量�

汎用PC�
（Webブラウザ）�

逃がし弁�
（非常用）�


