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［要約］ 

第 1 章 空気圧エネルギー計算方法と測定方法の研究と開発 

空気圧システム内の空気圧エネルギー量は、系の熱平衡状態における有効エネルギー、
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すなわちエクセルギーを基準とするのが、もっとも妥当な表現であり、省エネルギー法の

「エネルギー使用の合理化に関する判断の基準」にもその導入が推奨されている。この章

では、エクセルギーを計測する「エアパワーメータ」に関する研究と、エクセルギーを基

にした「空気圧エネルギーの表示方法」を該当業種において規格化する場合の素案につい

て示している。 

1.1 空気圧パワーの計測とエアパワーメータ 

1997 年京都会議以来、“改正省エネ法”の施行や環境税の導入などの背景下で、全国範

囲で省エネルギー活動が活発に行われてきており、様々な分野で各々の省エネルギー技術

が検討されつつある。また、環境問題への対応を強く指摘したアル・ゴア元副大統領に本

年のノーベル平和賞が贈られ、今後ますます省エネと環境問題に焦点が当てられると思わ

れる。 

最近、隣国の中国もエネルギー消費の削減へ動き出した。ここ数年、中国のエネルギー

消費量は急増している反面、エネルギー消費量が多く、利用効率が低い問題が更にクロー

ズアップされている。省エネルギーは中国にとって緊急課題となった。中国政府は 2005

年末に単位 GDPあたりのエネルギー消費量を 2006年から 2010年までの 5年間で 20％削

減する目標を立てた 1)。今年に入って、“省エネルギー法”改正法案の審議、地方長官の

省エネ目標達成責任制の確立、企業融資審査への省エネ達成度導入などの一連の強化措置

が登場している。 

このような背景の下で、FA で多くのエネルギーを消費している空気圧システムは、省

エネルギー化を迫られている。 

平成 19 年 5 月より、社団法人日本機械工業連合会と社団法人日本フルードパワー工業

会は「空気圧エネルギー評価の標準化と省エネルギー化への応用に関する調査研究」委員

会を設立し、普遍的・統合的な空気圧省エネルギー評価手段を確立し、空気圧パワーの測

定方法及び計算方法を規格として標準化することにより、効率の良い機器・システムが優

先的に選定され、競合による省エネ活動が促進されるための指針を空気圧機器・システム

の製造・供給業者及び使用者に提示することを目的としている。 

上述した事業では、最もコアとなるものが空気圧パワーに関する計測理論と計器の製作で

ある。今までは空気圧エネルギーの利用に関しては、工場で細かく管理されていなかった

が、これからは空気圧源から末端設備までの空気圧エネルギーの収支を明確にした上、省

エネ対策を一段と強化することが不可避であると考えられる。したがって、空気圧パワー

の計測は省エネの重要な一環となる。 

本節では圧縮空気の有効エネルギーを適切に評価した空気圧パワーを説明し、その計測
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に関わる要素を検討する。さらに、現在工場で電力の省エネ管理に常用される“パワーテ

スター”のような、空気圧に適用する“エアパワーメータ”に関し、①空気圧パワーとは 

②空気圧パワーの計測 ③空気圧パワーの計測 ④エアパワーメータの開発等を紹介して、

その役割などを解説する。 

1.2 エアパワーメータについて 

空気圧システムは製造業工場で工場全体電力の 20～30％を消費していると言われ、圧縮

空気のエネルギー消費の管理が省エネの重要な課題となっている。そこで設備のエネルギ

ー消費量の監視、輸送、調質におけるエネルギー損失の調査などが可能となる“空気圧の

電力計”としてエアパワーメータが開発された。 

エアパワーメータの概念は、大気環境を基準に取り、圧縮空気から取り出せる有効仕事を

有効エネルギー、その流束をエアパワーとする。空気が圧縮性流体であるため、その膨張

エネルギーを適切に評価することが重要である。エアパワーにより、圧縮空気の流動に伴

うエネルギーの移動を定量化することができ、空気圧システム及び機器のエネルギー収支

の解明が可能となります。 

1.3 工業会規格案 空気圧エネルギーの表示方法（案） 

現在空気圧エネルギーの表示方法に関する統一された規格等は無く、今回工業会として

初めて統一した規格（案）を作成した。 

この規格は，一般産業用空気圧システムを流れる空気圧エネルギー測定方法及び計算方法

について規定する。特に，この規格は，空気圧の省エネルギー活動における評価に利用す

ることを意図している。 

 

第 2 章 空気圧エネルギー測定方法の検証 

2.1  空気の間歇供給によるエアブローの省エネルギー 

近年、各々の事業所では空気圧システムを対象とした省エネルギー活動が活発に行われ

ている。圧縮空気の用途別については、エアブローが空気消費量の約半分を使っている。

エアブローは、機械に装置されたノズルあるいは手動のエアガンなどを指し、圧縮空気の

噴流をワークに直接当てて、水切り、切り粉払い、冷却、搬送などに工場で幅広く使われ

ている。その空気消費量を削減するには、ノズル数の削減や上流側配管系統の整備、ノズ

ル径を小さくしノズル直前圧を上げるなどの省エネ対策が提案され、30％削減が達成され

たほどの省エネ活動が行われていた。 

しかしながら、これらの省エネ対策ではノズルが通常、減圧弁経由で圧縮空気を連続に

供給される。工場のエア配管内圧力は殆どが 0.5～0.7[MPa(G、以後省略)]であるが、ノズ
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ルの供給圧は 0.2～0.4[MPa]が多い。よって減圧弁では約 0.3[MPa]減圧している。エアパ

ワーの理論によると、減圧が有効エネルギーの損失をもたらすことが分かる。例えば、供

給圧を 0.5[MPa]から 0.2[MPa]まで減圧すると、空気供給量が変わらないが、その有効エ

ネルギーが 39％損失する。 

本研究では、減圧で損失した有効エネルギーを利用するようにするために減圧弁の使用を

廃除し、従来の圧縮空気の連続供給方式を間歇供給方式に変えることにより、ノズルの吹

き出し効果を増強させると同時に、空気消費量を 50%以上大幅に削減できる新たな省エネ

方法を提案する。 

2.2  新幹線車両における空気圧システムの消費エネルギーの解明 

これまで産業界において消費エネルギーとは電気エネルギーに対する電力量などの測

定可能な物理量が定義されているが、空気圧システムにおいてはそれに対応する物理量は

定義されていなかった。したがって空気圧に対しては省エネルギーといえば消費流量のみ

を評価していた。また、気体の非定常流れでは、流量自体の計測も困難であることから消

費エネルギーの瞬時値ではなくシステム全体での消費量として評価していた。そこで著者

らはエアパワーという概念を提案し[1]、エアパワーメータという新しい計測システムを用

いて空気圧システムのエネルギー効率を評価することを可能とした。 

空気の有効エネルギーは圧力及び流量から次式のように表すことができる。 

なお、流量については層流型高速応答流量計を用いることにより、流量の瞬時値を計測

した。 

本研究では上記の有効エネルギー概念を用いて、新幹線車両における消費エネルギーの

評価を行なう。 

本節では鉄道車両に使用されている空気圧機器に対し、非定常状態の圧力、流量及びエア

パワーをリアルタイムに測定可能であることを示せた。また、シミュレーションにより圧

力等の推定が可能なことがわかった。  

2.3  空気圧システムの省エネルギー 

1974 年の第一次オイルショックで空気圧システムの省エネルギー（以下省エネ）が喧伝

され始め、これから省エネ法「エネルギー使用の合理化に関する法律：1989 年」が制定さ

れるまでは，主に圧縮空気の消費者と圧縮機や関連機器メーカ間で個別の事例ごとに対応

が行われた。1995 年の同法改正で実質的規制が始まり、電力・石油消費に関する目標が設

定され、1200 万 kWh／年を超える電力を消費する事業所は、生産量当たりほぼ年１％の

電力削減目標が示され、製造業を中心に圧縮機及び空気圧システムを含む消費機器に関わ

る省エネ化が加速された。最も迅速に対応したのは圧縮機業界で、圧縮比の適正化、設置
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台数及び運転制御の改善などにより、次の省エネルギー法改正までの目標をほぼ達成した。 

この省エネ法は、次のようにほぼ５年ごとに改正され、現在では空気圧縮機及び消費機器

のより細かい分野にまで規制の影響が及ぶようになってきている。 

1989 年 省エネ法制定 

1995 年 同法を改正し電力・石油消費の多い主業種・事業所に削減目標設定 

1999 年 同法を改正し適用事業所を拡大 

2005 年 同法を改正（2006.4 実施）し事業所の限定を廃止、電力・石油の目標を統合。

1999年の改正後圧縮機を駆動する電動機の効率が、JISなどでそれまでの 85％

と程度とされていたものを 93％前後にまでに高めるような改善目標が提示さ

れ、さらに圧縮機の負荷変動を生じた際にも電動機を効率良く運転するため、

インバータによる電流制御も合わせ一般化した。 

一方、空気圧消費機器・システム側もこの間省エネ促進を図ってはいたが、前者に比べ

ると低い実効レベルに止まっていた。これには次のような背景があったものと思われる。 

(1) 多分散消費 空気圧システムは、電動ほどではないが、圧縮性が圧力や流量変動に対

する補償作用を与えるため、集中空気源－多分散消費系が構成でき、多様な製造工程

に容易に適用できる利点があるが、反面、機器は小型・多数・多様なものになり空気

源のように集中大型化による効率改善や、決まった省エネ対策などが困難であった。 

(2) LCA ライフサイクルアセスメント的には、小型の機器は運転中よりも製造・廃棄に関

わるエネルギー消費の方がずっと大きくなるため、複雑化あるいは高コスト化を伴う

省エネ化は、逆効果になる恐れがあった。 

(3) 電動化 空気を 0.5 MPa 程度に圧縮する場合、圧縮仕事の 50％に達する放熱損失を伴

うことから、基本的に回転運動の電動モータ仕事に比べ効率がかなり悪いとの認識が

浸透し、一部の事業所では、電動化による脱空気圧的な省エネ改善運動がトップダウ

ンで進められた（使用場所によっては必ずしも電動化が省エネにつながらないため、

予測されたものよりは部分的な転移に止まっている）。 

(4) 情報の分断 国内では圧縮機、空気圧機器及びシールは別の業種・メーカ・事業部で

作られ、熱、漏れ、摩擦及び効率などの、空気圧の省エネに関わる考え方についての

連携した情報交換が少なく、また工学的な研究テーマとしても該当分野がはっきりし

ていなかった。 

しかし、電動機及び圧縮機の改善及び電動化は一段落しており、さらなる省エネ法の要

求に対応するためには、空気圧機器・システム側でもより確かな省エネを実施しなければ

ならない状況にあるので、ここでは、机上の解ではあるが、いくつかの実効性の高い改善
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の方策とその全体の配列などについて次に示してみる（図参照）。 

 
 

(1) 小型・低頻度の機器・システム①では、標準化促進、製造集中、高圧化など。 

(2) 大型・高頻度の機器・システム②～⑤では、圧縮機の放熱低減が最も有効なので、前
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述の補償性を維持できる範囲で、圧縮機の入り口と出口間の圧力比を下げる（下げ過

ぎると機器間の圧力干渉が大きくなる）。現在は、出口側の降圧で対応している事例が

ほとんどであるが、将来的には図の低圧圧縮機を使った入り口側昇圧の方が有望と思

われる。 

(3) 前項に該当する場合、一部のエアモータのように膨張仕事も出力に変換できるように

する。これは、簡単にはバルブタイミングの制御③によっても可能である。 

(4) 空気圧バランサのように１サイクルの仕事の収支がゼロになる場合⑤には、主要な空

気はアキュムレータとやり取りし、制御に必要な最小限の空気のみ排気する。 

(5) 空気の減圧は、圧力降下の一部が損失（あまり理解されていない）になるだけなので、

機器ごとに細かく減圧（特に④）し必要最小限の圧力のみを供給する。 

(6) 仕事をしないで空気を貯留・排出するバルブと機器間の配管は、保守性、安全性を考

慮した上で、最小限にする。 

(7) 大気中への噴流（ブロー）仕事⑥では、流れが音速に達すると縮流部に衝撃波が発生

し直後の下流でエントロピーが増加し、噴流仕事の効率が低下するので、上流圧力を

衝撃波が発生しないように設定する。また多量に低圧ブローする場合には、吐出圧の

低い専用のブロワを利用する。 

(8) 真空吸着⑦では、静止保持したゼロ流量時の真空源の省エネを考慮する（例えばエジ

ェクタによるパルス吸引）。 

最後に、以上は熱・流体的な考察であるが、機械効率及び漏れ損失改善も同等の省エネ

要素であり、ここでは省略するがこの方面からのアプローチも当然必要になる。 

空気圧のエネルギーは、流量、圧力及び温度のそれぞれに影響されるため、いくつかに

表現法が使用されているが、省エネ化促進にはこれらを集約する必要がある。従来圧縮機

同様の断熱工業仕事が主になっていた表現は、空気圧アクチュエータが理論的に出力可能

な最大仕事に等しい等温工業仕事を基準した方式に移行させることが望ましく、最近では、

リアルタイムに計測できる測定器も供給されているので、今後はこのような機器を利用し、

より妥当性ある省エネ評価を可能としたシステムの構築が必要になると思われる。 

 

第 3 章 調査及び文献・資料収集 

本調査研究の一環として本年度は、省エネ化実施活動の基本となる、省エネルギー法へ

の対応状況について、調査研究委員会参加会社に対しヒアリング調査を行った。また、次

平成 20 年度においてこの結果を反映させた、より広域なアンケート調査を行うものとし

ているので、その調査票（案）を示す。 
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3.1 研究委員会参加会社における省エネルギー法対応状況のヒアリング調査 

「空気圧エネルギー評価の標準化と省エネルギー化への応用に関する調査研究」 

第１回分科会ヒアリング調査 

標題の調査研究事業の一環として調査研究参加企業委員に対し、次の次項についてヒア

リング調査を行う。調査・分析結果は、委員会報告として掲載。 

省エネ法の示す指針の普及・浸透度を本委員会の参加会社のみのヒアリングの形で調査

した。サンプル数が少なく関連すると思われる項目すべてを網羅したため、回答が散在し

十分な分析が行えるものとはならなかったが、次のような結果となった。 

・省エネ法の示す指針の意図は理解されているが、指針の項目の中で費用対省エネ効果の

大きい一部の項目が実施されている。 

・圧縮機については、運転台数制御、インバータによる吐出量制御及びその組み合わせが

浸透し始めている。 

・高効率電動機の採用は、今後の新規設備計画の中で実施されるものと思われる。 

・圧縮機の集中・分散配置の損得及びブスータによる部分昇圧の損得については、いまだ

考え方が統一されておらず、個別に判断されているものと推定される。 

・ブロワによるブロー空気の供給については、現場レベルの改造ではうまくいかず、詳細

に計算して設計する必要があるものと思われる。 

・熱のコジェネ利用は、簡便に実施できる事例にとどまっている。 

電気及び圧縮機回りについての省エネ対応は、指針に準拠することが妥当であるが、圧

縮空気消費末端については指針は触れていない。同様ヒアリング回答も消費末端について

は有意な回答が少ない状況であった。一般に省エネ活動は小さな積み重ねが重要であり、

この点からもエアパワー（エクセルギー）による空気圧エネルギーの測定とこれによる統

一的評価の推進が今後の空気圧システム全体の省エネルギーに大きくかかわってくるもの

と予測される。 

3.2 平成 20 年度アンケート調査票(案) 

平成 20 年度においても本委託事業を継続する場合、下記Ａ及びＢの内容について空気

圧機器・システムユーザーに対するアンケート調査を予定している。 

Ａ．空気圧縮機、空気圧機器及び配管を含む空気圧複合システムの省エネルギーについて 

①圧縮空気発生のための電力消費は、工場の全電力消費に対し何％位ですか。 

②圧縮空気消費量の内、搬送、クランプ、エアブロー及び真空発生など主に作業用の動力

や力を発生するために用いる空気消費は何％位ですか。 

（燃焼、容器充填及び窒素分離のような空気を原材料として用いるものを除いた割合） 
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③表題に該当する設備の導入・運用に当たり積極的に省エネルギーを考慮していますか。

現在及び将来の予測をご回答下さい。 

④省エネルギーを考慮している場合その動機は何ですか。該当する項目をチェックして下

さい。 

⑤表題の省エネルギーにもっとも関わるハードウェアは何ですか。該当する項目をチェッ

クして下さい。 

⑥工場全体の空気圧縮機の構成／配置はどのようになっていますか。最も該当する項目を

チェックして下さい。 

⑦空気圧縮機に関してはどのような対応により省エネルギー効果を得ていますか。効果の

大きい３項目を選定し、重要度順に番号１，２，３を記入して下さい。 

⑧空気の消費側である空気圧装置・機器に関してはどのような対応により省エネルギー効

果を得ていますか。該当する項目をチェックして下さい。 

⑨配管／継手に関してはどのような対応により省エネルギー効果を得ていますか。該当す

る項目をチェックして下さい。 

⑩表題のシステム全体の構成に関わる省エネルギー要素は何ですか。効果の大きい３項目

を選定し、重要度順に番号１，２，３を記入して下さい。 

⑪表題のシステムの省エネルギー度の具体的評価法はありますか。評価する場合の主要な

パラメータ何ですか。該当する項目チェックして下さい。 

Ｂ．エアブローに関わる省エネルギーについて 

エアブロー（空気の噴流による作業）は、業種によっては最も多く空気を消費する要素

となっている事例もあり、省エネルギー化が図らなければならない量に達しています。し

かし、きわめて多様な形態で利用されることから、明瞭な使用方法の指針などは提示され

ておらず、多くの場合現場での効果を見ながらのその調整・管理が行われています。 

このような状態は、圧縮機吐出量と消費流量との不適合や、調整不足による不必要な噴

出等を引き起こし、省エネルギーの見地から現状が最適とは言い難いので、ここでは生産

現場におけるエアブローの実体に関してアンケート致します。 

①エアブローの使用目的は何ですか。 

②エアブローの圧力源は何ですか。 

③空気圧縮機を使ってエアブローしている場合、全圧縮空気消費に対するブロー消費の割

合は何％程度ですか。 

④エアブローする空気を調質していますか。 

⑤同じくブロー空気を調質している場合、何か基準があるか。 
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この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

URL : http://ringring-keirin.jp/ 

⑥エアブロー出力の検出方法は何ですか。 

⑦被作業物に対するエアブローの効果は何で判定していますか。 

⑧ノズルを介してブローを行う場合のノズルの代表的な直径は？ 

⑨ブローノズルの代表的な入口圧力を幾つかチェックして下さい。 

⑩ブローノズルの代表的な形状を幾つかチェックして下さい。できれば用途も記入下さい。 

⑪エアブローの使用量の今後の増減について予想をお聞かせ下さい 

⑫エアブローの省エネルギーのためブローを廃止し、代替方式を使用することを検討され

たことがありますか。 

⑬エアブローを行う場所での安全について、問題の有無及び問題点についてご記入下さい。 

3.3 空気圧エネルギー評価とその応用に関連する東工大香川研が発表した論文のリスト 

 

おわりに 

本調査研究は地球環境保護の世界的動きに対応して、フルードパワーの空気圧システム

の省エネルギーについて行われた。地球温暖化も議論は国際的問題として大きく取上げら

れ、日本としても温暖化対策としては各国の実情に合わせた数値目標が重要であるとの主

張をしている。この数値目標のためにはそれぞれの生産活動におけるエネルギー消費の計

測が重要であり、本調査研究事業は定量化されたデータを得るエネルギーメータの試作と

その運用の調査にある。 

本年度の主な成果は省エネルギーに必要不可欠なエアパワーメータの試作を行い、空気

圧の省エネルギーに必要なエネルギーの表示方法を工業会規格として提案すべく案を作成

した。また空気圧の省エネルギーのためにその利用方法についてのアンケート調査票案を

作成。 

 

 

 

 

 


