
 

 

【対策名】 

① 温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択 

オ  送水・配水工程における設備  

送水・配水施設における台数制御システム・可動羽根制御システム・インバーター等を利用した回転

速度制御システム等の導入によるポンプ運転制御方式の改善 

【概要】 

上水道・工業用水道部門におけるポンプ運転のエネルギー消費量は非常に大きい。ポンプで必

要な水量や水圧で送水する制御方法としては、バルブ開度制御、台数制御、回転速度制御、可動

羽根制御がある。 

バルブ開度制御は吐出側のバルブ開度を変化させて損失水頭を増減することで流量を制御す

るため、ポンプのエネルギー効率が低い。他の運転制御方式を採用することにより消費電力の削

減を図ることができる。 

台数制御は複数のポンプのうち必要な水量に合わせて運転台数を変更するもので、制御方法が

簡単である。ただし、予備ポンプを考慮すると、ポンプ設置台数の増加があることに留意する必

要がある。 

回転速度制御は誘導モーターの回転速度が供給される電源周波数に比例するため、インバータ

ーを用いて電源周波数を変化させ回転速度を制御し、ポンプの吐出量、吐出圧を変化させる方式

である。流量変動が大きい場合に導入効果が期待でき、低速度回転域においてエネルギー効率が

低下する液体抵抗器方式からインバーター制御方式等に変更することなどで省エネルギーを図

ることができる。また、インバーター制御で回転子に永久磁石を用いた永久磁石同期モーター

（PM モーター）は、界磁電流が不要で、すべりも無いので電力損失がなく省エネルギーである。 

可動羽根制御は、一般的に取水・導水工程等の大型のポンプで用いられ、ポンプ羽根車の羽根

角度を変化させることにより、1 台のポンプに複数のポンプの特性を持たせポンプ軸動力の損失

を抑えて流量の調整ができる。但し構造が複雑で、水中部に駆動部分が多い点に留意する必要が

ある。 

運転制御方式の改善にあたっては、送水・配水施設に限らず水道全般に適用されるが、各方式

の持つ特徴を認識し、単独または併用方式を比較検討して方式を決定することが必要である。 
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参考事例 

文献 頁番号 事業体 事例名 削減効果等（記載されている場合） 

I p. 109 大阪市水道

局 

事例4-1-4 送水ポ

ンプのインバータ

ーによる回転速度

制御 

削減効果：電力削減量は約 648 万 kWh、

CO2削減量は、約 2,450t-CO2/年。設備費

約 3.38 億円、維持費約 60 万円/年、耐用

年数 20 年として 1,760 千円/年。電気料

金削減額は約 6,860 万円/年。 

I p. 114 豊岡市企画

部 

事例4-1-5 配水ポ

ンプのインバータ

削減効果：機器費は約 30 万円、耐用年

数を 5 年として、年間費用は 6 万円に対



 

ーによる回転速度

制御 

し電力量の縮減分は 12 万円/年。 

III p.17 － インバーターポン

プ  費用対効果 

例 2 

削減効果：導入費用は 30 百万円、電力

削減量 12 万 kWh/年、電気削減額は 190

万円/年。 

IV p.510 京都市上下

水道局 

7-12 IPM モータ

を使用した配水ポ

ンプ設備導入につ

いての事例報告 

削減効果；高区の原単位は 0.216→

0.143kWh/m
3 33.83%向上 

II p.508 東京水道サ

ービス 

7-13 浄水場ポン

プ運転における省

エネルギー策の実

施例 

削減効果：ポンプ平均稼働台数 1.12→

1.005 台 原単位は 0.185→0.179kWh/m
3

（3%減）。試算：年間の節電電力量は約

72,000kWh 

V p.498 さいたま市

水道局 

7-20 配水ポンプ

設備更新事業にお

ける省電力化 

削減効果：給水量に対する使用電力量 

毎月 30 ポイント以上の削減率 

 

その他 

文献 頁番号 事業体 事例名 削減効果等（記載されている場合） 

III p. 17 － インバーターポン

プ  費用対効果 

例 1 

削減効果：導入費用は 528 百万円、電力

削減量157万kWh/年、電気削減額は2,500

万円/年。 

VI p.3、9 － 回転数制御型ポン

プの採用 環境会

計集計表 

削 減 効 果 ： 使 用 電 力 削 減 量 は

34,844,000kWh 費用削減額は  399,907

千円。 

文献 頁番号 事業体 事例名 削減効果等（記載されている場合） 

VII p.4 － ポンプのインバー

ター化による消費

電力の削減 

削減効果：消費電力：21,067,000kWh 削

減 電気料：3 億 6,151 万円削減 温室

効果ガス（CO2換算） 8,132t 削減。 

VIII p. I-90 日光市の事

例 

ポンプのインバー

ター制御 

－ 

VIII p. III-3 事例数 多

数 

ポンプのインバー

ター制御、省エネ

型機器の導入 

－ 

IX p.520 － 7-3 ポンプ内圧補

正制御システムに

よる節水対策と省

力化 

－ 



 

X p.20 － 高効率型ポンプ設

備の導入 

－ 

 
 

【備考】 
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