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可変ピッチプロペラ用油圧ポンプのこ速化による節電効果

酒井久治政・北野庸介*・熊

山根勝行ヘ芦田

谷和哉*
郎*

Effect of Energy Saving of Oil-hydraulic Pump for 
Controllable Pitch Propeller with Dual Speed Drive System 

Hisaharu SAKAI *. Y osuke KIT ANOヘKazuyaKUMAGAE* 
Katsuyuki YAMANE* and Jiro ASHIDA * 

Abstract 
In order to apply inverter-supplied induction motor drive to oil-hydraulic pump for controllable pitch propel 

ler， th巴 experimentむsingUmitaka-maru (1829t， generator engine output 308kW， fuel consumption 800kg/day) 

was conducted to evaluate the energy saving and practicability， conc巴rningthe dual speed drive system. The 

results showed that this system on the oiトhydraulicpump was much practical use for energy saving， and the 

saving fuel consumption of generator engine was estimated to be 465kg per one cruise (93 days). 

l はじめに

半導体やデジタル技術の発展により，高性能で安価な

パワートランジスタ式インバータが普及した。このイン

/"¥ータは，三相誘導電動機の図転速度を自在に調節でき

ることから，三棺誘導電動機の減速時における消費電力

の低減が可能になった。ここで重要なことは，負荷の総

仕事援が決まっている場合，減速して仕事率を低減させ

ても運転時間が長くなるだけであり，省エネルギーは達

成されない。したがって，負荷の程度に関わらず，常に

定格速度で運転される三相誘導電動機においてのみ，負

荷側の要求最に合致させた減速運転が省エネルギーを可

能にする。そこで，著者らは機関室に設置された冷却海

水ポンプにインバータを接続し，熱交換怒に所聖書冷却水

援を供給する省エネルギ一対策を検註した。たとえば，

主機の出入口温度差を一定に制御する主機用冷却海水ポ

ンプ1) 吐出圧力を一定に制御する発電機関用冷却海水

ポンプ1)凝縮器の出入口温度差を一定に制御する冷凍

機用冷却海水ポンプ2)であ 1). いずれの場合も省エネル
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ギー効果を確認した。

一方，油圧装置に着目すると自庄ポンプは常に定格

速度で駆動されるが，アクチュエータに池圧が供給され

るときのみ高負荷運転となり，それ以外は金量が直援タ

ンクに戻る低負荷運転となっている。したがって，この

低負荷運転時において吐出油設を低減させる，言言い換え

ると油圧ポンプ軌を減速させると，省エネルギーが期待

できる。

本研究では，このような背景に着昆し，インバータに

よる誘導電動機の可変速技術創出圧ポンプに適用し，省

エネルギー効果を検註した。可変ピッチプロペラに使用

される変節用油圧ポンプにインバータを接続し，プロペ

ラ翼角の変節特には定格速度で，無変節時には減速運転

させる二速化の実験を実施した。本論文では，インバー

タの適用の可否，省エネルギー効果についての若干の知

見を報告する。

2. 実験装置および方法

(1) 装霞構成

Fig.lに可変ピッチプロペラ(以下. cppと称する)

の構造，油圧倒路，および制御装壁の概要を示す。

CPPの構造は，プロペラ軸内にシリンダおよびピスト

ンが，またプロペラボス内に変節機構があり，ピストン

と変節機構とはロッドで連絡されている。油圧の供給は

スリップリングで行われ，同部は変節箱で密閉されたう

え，内部に作動泌が満たされている。
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Fig.l Gener叫 arrangementof controllable pitch propeller. 

今，前進変節信号が入力されると，制御弁の前進傑ソ

レノイドが励磁される。作動池は油圧ユニットから制御

弁，スリップリングを通り， Fig.lのシリンダの左側に

供給され，爽角が変節を開始する。一方，シリンダ内の

右側の作動泊はシリンダから排出され，制御弁，逆止弁

を通り，変節箱内をi閏滑し，油圧ユニットに戻る。また，

後進変節信号が入力されると，シリンダ内の右側に池圧

が供給され，前述と逆の作動が行われる。

油圧ポンプの吐出圧力は，パイロット式シーケンス弁

によって調整される。パイロット信号は，前進側並びに

後進倶IJのシリンダ圧力のうち，常時高い方を信号として

いる。したがって，吐出圧力は，高圧側シリンダ内圧力

に，シーケンス弁の調整舟ノfネカに相当する底力(通常，

O. 01-O. 03MPa)を加えた値に調節されている。

なお，変節信号が入力されない場合，作動j自は全豪，

油圧ユニット，シーケンス弁，変節籍を遜り，油圧ユニ

ットに戻る。このとき，シリンダの油圧は前後進例!とも

液封された状態，すなわちブレーキ回路が構成され，爽

角を押し戻そうとする力と王子衡し，奨角を保持する。

Fig.2は，実験に使用したインバータの速度指令装債

の回路図である。前進および後進変節信号の OR出カで

ある変節信号は，オプディレ一回路を経てインバータに

入力される。インバータにおいて，変節信号が入力され

ないときは 40Hzを出力し，変節信号が入力されると

60取を出力する(以降， 40胞を第一速周波数， 60Hz

を第二速周波数と言う)。オフディレ一回路は，前後進

Contro I 
si gnal 

Fig.2 Outline of control circuit in controller. 

変節信号による短時間での周波数の切り換えを防止する

ために設けたものであり，設定は10秒とした。

なお，第一速周波数は，本実験が突船実験であること

を考慮し，装置の損傷を防止する観点から 40Hzに設定

した。すなわち，油圧ポンプ駆動用電動機の周波数を低

下させるとき，最大限考慮しなければならない点は，変

節箱内のi間滑不良に起因する焼き付き損傷である。この

Table 1 Principal particulars of equipment. 

Item 

Oil-hydraulic pump 

Inverter 

Remark 

5m3/h. 1770rpm 

80Q/min X 3.5MPa 

AC440V. 60Hz 

FR-Z240-15KP 

Output 23.6kVA. 31A 

3s;J.0.5-360Hz 

Input 440V 60Hz 
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Fig.3に示す。!湾131は，ポンプ。回転数 N[rpm]に対する

インバータ局波数F[Hz]， 消費篭力 EP[kW]， 吐出圧力 HP

[MPa]を示したものである。なお，従来の定速システム

の消費電力は 2.9kWであり， Of-Pで示した。

一般的な歯車ポンプの特性は，一回転当たりの仕出盤

が定容量式であり，定トルク特性を有する。このため，

動力は回転数に比例する。本実験で供試されたポンプで

も同様な傾向がみられたが，高回転数域で消費電力が若

干増大する傾向がみられた。その関係は次式で表される。

可変ピッチプロペラ用油圧ポンプの二速化による節電効果

EP=0.1l7+0.104 X 10- 2
• N 

+0.408xlO-6・N2

この特性曲線をもとに，第一速周波数 40Hz時の省エ

才、ルギー効果を算定すると，インバータ制御によるニ速

化システムの無変節特における消費電力はl.9kWであ

る。従来の定速システムでは 2.9kWであり，約34%のエ

ネルギー節減が期待できる。更に，第一速周波数が 50Hz

では向14%，30Hzでは同51%の省エネルギー効果が期

待される。

(2) 航海時のポンプ特性

航海符の計測結果を Fig.4(a)から同 (d)に示す O

Fig.4 (a)および向 (b)は増速パターン時のインバータ

制御による二速化システムと従来の定速システムであり，

Fig.4 (c)および問 (d)は向様に減速パターン待のもの

である。

インバータ制御によるニ速化システムでは，インバー

タ潤波数が変節開始と同時に 60Hzまで上昇し，変節終

了時からオフディレー待問の10秒を経過したのち 40Hz

に降下し，計商どおりの作動状況が確認された。また，

変節時における吐出圧力の変動も，従来の定速システム

とほぼ向様な傾向が認められた。これにより，本油圧ポ

ンプのインバータ制御による二速化システムは，運転に

支障のないことが明らかになった。

次に，吐出圧力 HPは，認角 BPの増加にともなって

減少し，翼角 BPに対して負の相関関係が認められた。

これは，次のような原因が考えられる。

cppでは奨に作用する流体反力により，主主角:a:'後進側

へ戻そうとするモーメントが奨事由回りに{動く。これをス

ピンドルトルクといい，その絶対最は誕の展開面積， ピ

ッチ，スキュー，回転数等により異なる。しかし，一般

には主主角が中立付近にあるときに最も大きく，前後進側

へ爽角を取ると小さくなるように1¥:1.が製作される。この

モーメントは，ロッドを介してピストンを戻そうとする

力が生じるので，シリンダ内の作動油圧力と平衡する。

したがって，ポンプ吐出圧力は，シリンダ圧力をパイロ

ット信号とするシーケンス弁により調整されるので，社

出圧力と翼角とは負のお関関係になる。更に，インバー

タ制御符の増減速符の各実験区において， 40Hzおよび

)
 

噌

1占(
 

• • • • 
・・

損傷を回避するには，潤滑に必要な最低泌量に余裕量を

加算したi出量の確保が必要である。この観点から，第一屑

波数を 40Hzとした。また，第二速周波数は電源周波数と

同ーの 60Hzとした。なお， Table1に装畿の要院を示す。

(2) 実験方法

実験は，東京水産大学研究練習船海j際丸を使用し相模

湾で実施した。海膝丸は，総トン数1，828.94トン，会長

79.0m，機関定格出カ(一機当たり)および回転数は1，176

kW， 720rpmで，減速機付ぎの二機一軸船である。

実験区分は，インバータ制御による二速化システム時

と従来の定速システム時の二区分，更に cpp翼角の増

速時と減速時のニ区分，合わせて四区分とした。

増速パターンは Odegから順次 5.10. 12. 14degに，

減速パターンは 14degから順次 10.5. Odegに爽角を務

節した。これは，爽角変節時の過渡特性を計測するため，

可能な限り変節時間を長く確保したからである。

なお，供試船の通常航走時の潔角は 18-19degであっ

た。実験時の最大爽角 14degから向翼角までの範密は，

2degの翼角調整が主機に過大な負荷変動を与えるため，

14degを突験時の最大契角どした。

計測項目は， CPP爽角，インバータ周波数，油圧ポン

プ。仕出圧力および消費電力であり， 5Hzのサンプリング周

波数でデジタルデータレコーダ(Teac.DR-Fl)に記録した。

(1) 停泊時のポンプ特性

プロペラ軸が停止しているときの油圧ポンプの特性を

結果と考察3. 
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Fig.4 

盤整 ~p) および EPi (口および図印)であり，近似曲線は

次式が得られた。

EPc = 4.54 -1. 07 x 10-1・BA十1.58x 1O-3BN 

r= -0.902 ……(2) 

EPi=3. 09-7. 07 x 10-2・BA+6.14 x 10-"BN 

-0.972 ……(3) 

更に，下側の点、線は両者の羨，すなわち節減穏カ EPs

(=EPc EPj) を表し，次式が得られた。

EPs= 1. 45-3.63 x 10ω2・BAート9.66x lO-"BN 

・・・・・(4)

なお， 0，臼は掲速H寺，選数， m惑は減速時の計測結果を示

す。

無変節時の cpp~'ì!.角と消費滋カは，通常航行時の輿角

18~19d巴g まで計測可能であった。しかし，実験方法で

60Hz時の吐出圧力に顕著な差異が認められないのは，

上記の理由によりシーケンス弁が圧力を調整しているこ

とに起悶するためである。

また，減速パターン符において，変節郊始直後の吐出

圧力は OPa付近まで念、減している。この原因についても，

スピンド、ルトルクに起因するものと考えられる。制御弁

の開通直後，後進側シリンダに作動油が供給されると同

時に， スピンドルトルクによって前進倶ijシリン夕、の作動

池が急速に排出されるので，吐出圧力がー鱗であるが急

減に低下するからである。

次に，消費篭力について考察する。

Fig.4 (a)から向 (d)の言十部結果をもとに，然変節時

のcpp奨角と治資電力との関係を示したものが Fig.5

であるo 上 Fの実線は，従来の定速システムとインバー

タ制御による二速化システムの消費笥カ EPc(0および

γ 
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EPc， electric power consumption on conventional oil-
hydrau日cpump 
(0. increasing blade angle;織 decreasingblade angle) 
EPc =4. 54-1. 07 x 10司 1・BA+ 1. 58 x 10“3BA' 

(γ= -0.902) 
EPi. electric power consumption on oil-hydraulic pump 
with dual speed drvie 
(口.increasing blade angle ; m霊.decreasing blade angle) 
EPi=3. 09-7. 07 x 10-2・BA+6.14 x 10-' BA2 

(r= -0.972) 
EPs. saving energy : EPs = EPc -EPi. 

EPs= 1. 45-3. 63 x 10-2・BA+9.66 x 10-' BA2 

も記述したように，可能な限り変節目寺砲を長く確保する

必要があったと同時に，主機の過大な負荷変動を妨止す

る観点から，最大望号角を 14degに決定した。このため，

Odegから 14degまでの消費電力をもとに，近似曲線を求

め， Z者角 18~19deg の消費電力を推定した。

爽角 18~ 19degの消費滋カは， Fig.5に示すように，

l.lkWの消費電力の節減が得られ， 35%の省エネルギー

効果が期待できる。この数値は，停泊符のポンプ特性か

ら推定した数値とほぼ一致している。なお，変節時の消

費憶力は，筒システムとも概略一致しているので，変節

符の省エネルギー効果は確認できなかった。

次に，第一周波数 40Hzについて考察する。

第一周波数で運転される然変節待の最大の問題点は，

20 

変節籍内のj間滑不良に起因する焼き付き損傷である o

変節籍内の作動油には，油圧ポンプとは別に，主主力タ

ンクから静圧が作用するようになっている。このため，

焼き付け損傷に直結する潤滑油切れはほとんど無く，作

動油の温度上昇がき当面の回避すべぎ問題である。これに

ついては，あるメーカからの聞き取り調査の結果，機種

によって呉なるが設計上 5Q/minを確保しているとのこ

とであった。

供試船における油圧ポンプの定格吐出流量は，80Q/ 

minであり，無変節時の必婆流設は，安全率を 2に設定

しても， 10Q/minになり，定格流量の13%である。これ

は，第一局波数 8Hz(60Hz x 13%)の吐出流盤に相当す

る。実験では，損傷防止の観点から 40Hzに決定したが，

計頭上は第一周波数を 10Hzに設定することも可能であ

ろう。

このときの省エネルギー効果を推定すると，第一周波

数 10Hz時の実験結果は得られていないが， Fig.3の結

果をもとに推定する。 10HzH寺の消焚電力は 0.5kWであ

り，従来の低速システムの消費電力は 2.9kWであり，約

83%の省エネルギー効果が期待できる。

(3) 省エネルギー効果の試算

実験に供試した海阪丸の遠洋航海 (1996.12.11 ~ 1997. 

3.13)待に得られたデータをもとにして，本装置を適用

した場合の発電機の燃料節減量を試算する。 Table2は，

遠洋航海の航海日数，油圧ポンプの運転時間，制御弁の

作動回数および待問である。治圧ポンプの運転時間およ

び制御弁の作動待問は， 1570.8hと6.7hであった。作

勤時間 6.7hを皇室しヲ|いた 1564.1hが無変節待問となる。

なお，試算にあたっては， Fig.2におけるオフディレ一

回路を作動させないものとして算出した。また，パペー

テ プリスベーン関で制御弁の作動待問および回数が緩

めて高くなっているのは，まぐろ延縄操業を実施したた

めである。

節減される燃料 B[kg]は，次式から求めた。

B be'dP・h

ここで，be は発電機関の燃料消費率 [kg/kW'hJ. dPは

省エネルギー効果で dP=l.lkW.hは無変節時間で h=

Table 2 Uperating condition of C.P.P. oil-hydraulic pump on the cruise. 

Port and date Oil pump Oil control valve 
Remark 

Departure Arrival Days Op巴ratingho註T Operating hour Frequency 

Tokyo Dec. 11 → Papeete Dec.30 21 419.4h 0.6h 1，381 

Papeete Jan. 4 → Brisbane Jan. 29 25 530.5 5. 7 5，163 Fishing 

Brisbane Feb. 3 → Hobart Feb. 7 5 93.2 0.2 268 

Hobart Feb. 12 → Auckland Feb. 19 7 146.1 0.1 209 

Auckland Feb. 24 → Tokyo Mar. 13 18 381. 7 0.1 292 

Total 76 1570.8 6. 7 7，313 
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1564.1hである。油圧ポンプに給電する発電機関の燃料

消費率を 270g/kWhとすると，航海中に節減される燃

料は 465kgと推定される。この数値については，一航

海あたり (93日間)465kgであり，大きな省エネルギー

効果があったとは震えない。しかし，緒言でも述べたよ

うに無負荷時のエネルギーロスが少ない油圧装置におい

て，アクチュエータに油圧が供給されないときに省エネ

ルギーを得るものであり，所期の目的が十分に達成され

たものと考える。

5. おわりに

本研究は，漁船内に設援された回転機器への可変速化

による省エネルギー効果を硲認する一連の研究として行

った。インバータによる油圧ポンプの減速運転において

も十分な省エネルギー効果が認められたが，試算a された

燃料の節減量は，一航海あたり (93日間)465kgであり，

あまり多いものではなかった。しかし，有限な化石燃料

の消費節減という緩点、において，若手でも燃料消費盤を

削減する努力は必要であり，所郊の目的が達成されたも

のと考えるo
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