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冷凍装置用冷却海水ポンフ。の可変速化による節電効果

酒井久治*・坂本牧夫*

Effect on Energy Saving of Electric Motor Driven 
Cooling Water Pump for Refrigerator 
by Adjusting Speed with Inverter 

Hisaharu SAKAI* and Makio SAKAMOTO* 

Abstract 
Experiment on maintenance of temperature difference between of inlet and outlet cooling water in 

condenser was conducted to evaluate electric power consumption of the variable speed pump used inverter 

for refigerator on the tuna long line fishing boat. 
The r巴sultsshowed that the temp巴raturedifference of inlet and outlet cooling water in condenser was kept 

within 100 ， although sea water temperature under operation changed with the range from 10 to 3000. In this 

case， the system could save 6.8kW in electric power consumption， the rate of energy saving indicated 86%. 

1， はじめに

遠洋まぐろ延縄漁船の冷凍装置は，庫内滋度を -50~

-5500に設定し，漁獲物の品質向上に努めている。この

ため，冷凍機は大きな能力を必要とし，総トン数400ト

ンの漁船では 60~75kW の冷凍機を 3~4 台装備してい

る。

一方，冷凍装置の熱負荷は航海を通して変動する。航

海別では往航，復航，操業の11闘に大きく，また各航海中

は漁獲量，海水温度の変動，急速凍結中の経過時間など

によっても異なる。これらの負荷変動に対して，冷凍機

はアンローダ装置を備え，省力化に対応しているが，周

辺機器についてはまったく対応していないと言える。

凝縮器において，冷媒から冷却海水に放熱される熱量

は熱負荷に相応し，冷凍装置の熱負荷が減少すると凝縮

器内の放熱最も減少する。しかし，冷却海水は定速性を

有する三栂誘導電動機駆動のポンプにより供給3れるの

で，熱負荷の変動に関わらず，全力で運転され，熱負荷

減少持の主主力化に改善の余地が認められる。

今回，この問題点に着呂し，冷却海水ポンプの回転数
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を読節し，凝縮器の放熱量に見合った冷却海水量を供給

することにより，このポンプ。の流量減少分の消費建カを

節電しようとした。

本研究は，まぐろ延縄漁船の消費電力の節減を臼的と

して， 7.5kWの冷凍装置用冷却海水ポンプにインバータ

および扇動総御装霞を組み合わせて可変速化を行い，凝

縮器の冷却海水の出入口滋度差を一定に保持する実験を

行った。本報では，節電効果の定量的な知見が得られた

ので，方法と結果について報告する。

2. 実験装穣および方法

1)装爾構成

装置は， Fig.lに示すように，冷却海水ポンプから凝

縮器に冷却海水が供給される。凝縮器の冷却海水出入口

管に温度センサを設澄した。このセンサは問一形式の測

温抵抗体(オムロン製， Pt 100， 2線式)である。

冷却海水出入口部の温度室長は，各温度信号の差を出力

する滋度差変換器 (Mシステム技研軍基)を用い演算し，

自動制御装置(オムロン製，ディジタル式PID制御)に

入力される。これにより，凝縮器における冷却海水の出

入口温度差を設定値に一致させるようにインバータ周波

数を調節し，冷却海水ポンプはインバータ周波数に対応

する回転数で運転され，吐出量が調節される。

供試した冷凍装置および制御装霊堂の要目を Table1に

示す。

2) 各種制御定数

インバータについては，各種制御{畿の設定が可能であ
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るが，下記の項段以外はメーカ出荷{痘のまま使用した。 はOVから 440Vまで線形に変化する。

上限周波数は，船内電源の周波数 60Hzに一致させた。 自動制御装置については，制御定数として比例帯 Kp

下限周波数は，冷凍装置が安全に運転できる最少冷却 (%)，積分時間 TJsec)および微分時間 Td(sec)の設定が

海水量を確保するうえで重要であるが，最適値は不明な 可能である。本実験では予備実験を行い，最適な制御が

ので 30Hzとした。 得られる制御定数を決定した。なお，最適な制御とは過

電子サ--'7 )[.，-は，過電流継電器の設定電流債に相当す 渡応答において，行き過ぎ設を示す減衰振動型ではなく，

るもので，船内電源運転待の負荷電流 11Aの 150%， 一次遅れ裂とした。ここでは，Kρ.Tjおよび Td鐙はそ

17Aに設定した。 れぞれ15%，20秒および O秒(微分動作の適用なし)と

基底周波数とは，電圧周波数特性において，規定電圧 した。

に達したときの周波数であり 60Hzとした。したがって 3) 実験方法

'道在周波数特性は OHz-60Hzまで変化した場合，電圧 実験は，東京水産大学漁業練習給海!漆丸の遠洋航海時

Power supply 

440V. 60Hz 

1nverter 卜…iController 1-----1 D i f f e r e n l i a 1 

I transduccr 

Te冊P巴ra t日re ， ー ーー一一」

sensor 

Condenser 

water pu爵p

Sca chcst 

Fig. 1 Instrumentation diagram. 

ーー Temperat日re

， sensor 

Table 1 Principal particulars of experimental boat and control equipment 

Item 

Gross tonnage 

Length 

Main engine 

Refrig巴rator

Condens巴r

Cooling water pump 

Temperature sensor 

Differential transducer 

Controller 

Inverter 

1828.7 ton 

79.0m 

Remark 

1176 kW x 2 sets. 720 rpm 

1160 rpm. 37 kW. 23.1 RT 

Shell and tube type 

rt 457.1600 mm. 31.9 m2 

Centrifugal type 

110 m3/h. 1750 rpm. 7.5 kW (Rating) 

Platinum-resistance type 

Pt 100 n . error 0.5%. E52-PT6D L口 50mm.rt =4 mm 

error:t 0.3 % FS 

0-20 oC /4-20 mA. DRS-A-B 

Digital controller (single loop) 

error土0.2%FS. E5P-C9FC 

General purpose type. FR-Z240-15KP 

Output 23.6 kVA. 31A. 3 rt. 0.5-360Hz 

Input 440V 60Hz 

Sine waveform PWM control 
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持の消費電力を基準にした 3乗曲線であり，消費電力は

この 3乗曲線を若干上回った。この理由は 3乗曲線が

ポンプの回転数と理論水動力の関係を示すのに対して，

実際はポンプの効率やインバータの効率が存複するため

と考えられる。

インバータ効率に関しては， 60Hzで運転されたとき，

従来駆動(口)に比べて消費電力が若子増加した。この

電力増加分がインバータ効率に関する電力損失分である。

したがって， 60Hzの屑波数で運転する場合，従来駆動

による方式が得策であると認められる。

2) 航海時の消費電力

航海中のポンプの消費電力 EP.吐出圧力 DWP.凝縮

器における冷却海水出入口温度差 DT，海水温度 SWTを

Fig.3に示す。

海水温度はlû~300C潤を変動したが，出入口温度差は，

自動制御装置の設定値である 10Cを常に下回ったため，

ポンプ@は常に下限周波数30Hzの最低回転数で運転された。

したがって，家研究の民的の一つである冷凍負荷および

海水混度の変動に郎応する可愛速化の効果を確認するこ

とができなかったが，消費電力は常に 1.lkWであり，

従来駆動時の消費電力 7.9kWに対して 6.8kWの節箆，

86%の高い省エネルギー効果が認められた。

この環由について若干の考察を述べると，実験に供試

した冷凍装震は急速凍結用 (45.56RT)と魚、食用 (23.1

RT)のニ系統を有し，凝縮器も二基設震まされている。

これに対して，冷却海水ポンプは一基で前系統に供給で

きる容量を有している。このため，実験時のような一系

統のみの運転では，必然的に冷却海水量が過大になり，

下線周波数 30Hzの運転でも最少必要書流盤以上の流盤を

確保していたものと推察される。

今回の実験では，綿密な計画の基に下線周波数を30

冷凍装登用冷却海水ポンプの可変速化による節電効果
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ポンプ。の消費電力は， (2)式に示したように回転数の 3

乗に比例するため，回転数の低下によって大縞に減少し，

本実験でも同様な結果が得られた。関中の破線は， 60Hz

に実施した。計浪u項自は海水温度，冷去p海水の出入口温

度差，インバータ周波数，電力，冷却海水ポンプの吐出

圧力と冷凍機の各状態値であり，毎日正午に計測した。

また。週に一度，船内電源と同じ周波数の 60Hzで冷却

海水ポンプを運転し同様の言十郎を行った。これは，冷却

海水量の減少が冷凍機に及ぼす影響を把握するためであ

る。

なお，当初は1990年11月13日に東京を出港し，東西り

の世界一周航海であったが，湾岸戦争勃発によりイスタ

ンプールから再度西問りで帰途につき， 1991年 3月22日

東京に入港，航海日数は 130Bであった。

3. 

]) ポンプ性慾

ポンプの回転数と，インバータ周波数 F.消費電力

EP.吐出圧力 DWP.吸入圧力 SWPの関係を Fig.2に示

す。邸中において，自c:p(0，口，ム，マ)は，船内電

源による駆動時であるが.0およびマ印は@およびV印

と一致した。

一般にうず巻ポンプでは，流量 Qおよび動力 Pは回

転数Nに対し次の関係式が成立する。

P1 

P2 告)刊号r

結果と考察
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Fig.3 Measured values during voyage. 
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SWT， cooling water temperature ; 
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かかわらず，出入口温度差は約0.200程度上昇したのみ

であった。これは冷凍負荷が少なかったという理由だけ

でなく，冷却海水が凝縮器の冷却管を通過する際，冷媒

からの熱の授受が冷却管の壁面に接触する冷却海水のみ

濁係し，冷却管中心部を通過する大部分の冷却海水は熱

の授受に関与していないものと推察される。したがって，

インバータ駆動特におけるポンプの吐出流最は，最少必

要流最を超過していると考えられ，前述の 30Hzより更

に低い下限周波数の設定を追認している。

吐出温度の昇湿原因は，冷凍機本体をポンプからの冷

却海水で冷却しているので，流量減少によるものと推察

される。なお，駆動電流に若干の変動が見られるのは，

電流計は始動器盤付の工業計器を用いたため，精度;j'3'よ

び読み取り誤差に起因するものと考えられる。

本実験では，冷凍機の圧縮仕事の増加に結びつく顕著

な傾向はなく，自動制御装霞の設定値 100が妥当なもの

であると推察される。しかし，この設定値は.*装置の

ように，冷却海水ポンプが過大な能力を生ずることにな

る場合のみ有効なものであり，他の場合には更なる検討

が必要と考える。

4) 省エネルギー効祭

実験航海特において，本装置の省エネルギー効果によ

る発電機の燃料節減量を試算した。

節減される燃料B[kglは次式で表される。

B = J be' (P 

Z {24be' (P -W i) } 

)
 

η
ぺ
υ(
 

• • • • 
・・W) dh 

学

Hzとした。これは，両系統の必要冷却海水量が同一で

ある場合，流最を50%程度減ずることができ，動カは

12.5%で済み. 87.5%の節減効果が期待できるからであ

る。更に，実給実験では，機器の故障発生を絶対に防止

しなければならないことも三重要な要因となる。このこと

を考え合わせると，下限周波数 30Hzは安全側に配慮し

た設定であったとも言える。

以上のことから，冷却海水の出入口温度差是が自動制御

装授の設定値 100に常に追従できるように，下限周波数

を30Hzより更に低い数値に設定すると，可変速化の効

果もより明確になり，本実験で得られた節減効果87.5%

より更に高い効果が期待できるものと考える。

3) 冷却海水盤の減少が冷凍機に及iます影響

局所的な省エネルギ一対策を実施する場合，システム

全体のエネルギー消費の動向に注意する必要がある。こ

の場合，冷却海水蚤の減少が冷媒の凝縮温度を上昇させ，

凝縮圧力すなわち，冷凍機の吐出圧力の上昇を招くこと

が考えられる。その結果，冷凍機の庄綴仕事が増加し，

冷凍機駆動用電動機の電力増加になるので，周辺機器へ

の影響を把握する必要がある。

Fig.4は，インバータ駆動時(忍)および従来の駆動

時(口)の冷却海水出入口温度差 DT.冷凍機の冷媒吐

出圧力 DGP.吐出混度 DGTおよび駆動電流MIを示した。

冷却海水震の減少は，出入口混度差において約0.200.

吐出温度において約 200昇湿させたが，凝縮圧力および

駆動'電流の変化は認められなかった。

ここで注目すべき点、は，従来駆動時に比べてインバー

タ駆動時ではポンプの回転数が約50%減少しているにも

工産水108 
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Fig. 4 Measured values during voyage. 。， measurement under conventional drive ; 

図 m朗 surementunder inverter drive; 

MI ， electric current for refrigerator; 
DGT. discharge gas temperature for refrigeratr ; 

DGP. discharge gas pre田urefor refrigerator ; 

DT ， temperature difference between inlet and outlet 
cooling water of condenser 

-・・・(4)

ここで.beは発電機関の燃料消費率 [kg/kW'hl. は

航海日数.Wはインバータ駆動時の消費電力 [kwl.

Pは従来駆動時の消費電力 [kwl であり，航海を過し

て 7.9kWとした。

冷却海水ポンプコこ給寵する発電装置のディーゼ、ル機関

の燃料消費率を 0.27kg/kW'hとすると，航海中の節減

される燃料は(4)式より 5654kgと算定される。このとき，

燃料単価を 30000 丹1m3 • 燃料の密度を 0.85 x 103kg/m3 

とすると，省エネルギー効果は.130日の航海で20万円

程度見込まれ，装置の購入費も 2年で閉収可能と考える。
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おわりに

今回，冷凍装置の冷却海水ポンプaの回転数を調節し，

凝綴器の放熱量に見合った冷却海水最を供給することに

より，このポンプ@の消費電力を節電し，その定量性を確

認した。これにあたっては，供試船の冷凍装置の構成，

運転方法などを加味し，凝縮器の出入口混度室長を一定に

する制御方法を採用した。この方法は宮本{日，瀬野尾

ら (2) 大須賀 (3)酒井(りらによって主機用冷却海水

ポンプにも適用されているが，一基の冷却海水ポンプで

5. 

A 

12日
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複数基の凝縮器に冷却海水を供給する場合は不具合が生

じると推察される。このような場合には，冷却海水ポンプ

の仕出圧力を一定に制御する方法が考えられ，酒井(1)

らによって，発電機関用冷却海水ポンプに適用されてい

る。いずれも場合の省エネルギー効果が確認されている

ので最適な方法を選択する必婆があろう。

最後に，思難な航海にもかかわらず，データの計測を

していただきました東京水産大学海熔丸機関部の皆様，

特に，三宅事機関士，井原氏(現在，水産庁機関士)に深

謝の窓を表します。また，井上船長以下乗組員の皆様に

感謝します。
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