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序 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械

工業においても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきておりま

す。環境問題では、京都議定書の第一約束期間が開始し、排出権取引やＣＤＭ

などの柔軟性措置に関連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温

室効果ガスの削減目標の達成に向けた取り組みを強化しているところです。ま

た、欧州化学物質規制をはじめとする環境規制も一部が発効し、その対応策が

新たな課題であるとともに、新たなビジネスチャンスとも考えられます。  

 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平

成１９年には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に

伴い、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義

務として規定されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題となっており

ます。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まり

から、それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進め

ている我が国機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急

な対処が求められております。 

 こうした背景に鑑み、幣会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つと

してみずほ情報総研株式会社に「ベアリング製造工程における CO2 排出削減  

及び使用段階における省エネ効果把握に関する調査」を調査委託いたしまし

た。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚で

す。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  
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１．本調査の目的 

日本国として 1990 年からの CO2排出量を 6%削減するとした京都議定書の第一約束期間は、この

2008 年からすでに始まっており、本年の 6 月には日本で地球温暖化を主なテーマとしたサミットも

開催されるなど地球温暖化に対する関心は非常に高まっている。日本が、京都議定書に定められた

国際公約を守るため、温暖化対策は、喫緊の問題となっている。 

産業界においては、1980 年代以降の省エネルギーの努力もあり、国際的にも高効率を実現してい

るが、生産量の増大などもあり、業種によっては、CO2排出量が増えているという現状もある。ベ

アリング工業においても、原油高、資源高による原燃料資源開発の高まりやエタノール増産のため

の農業生産へのシフト、風力等環境対策への投資拡大などの社会的な要因を考えると、中長期的に

は生産量の増加が見込まれていくことから、業界におけるエネルギー消費量も中長期的には、増え

ていくことが予測される。このような背景のもと、CO2排出量削減及びこれを果たすためのエネル

ギーの効率的な利用について、社会からの要請もあり、今後更に進めていくことが重要となってい

る。 

企業において、省エネルギーを進める場合、工場や事務所の省エネルギーの担当者ないしは担当

のグループ（エネルギー管理者、エネルギー管理員などの資格を有する場合が多い）が、必要な省

エネの取り組みや設備更新を検討した上で、関連部署と協議をして進めていくことが多いと思われ

る。したがって、効果的に省エネルギーを進めていくためには、担当者は、省エネルギーに資する

技術や取り組み・アイデアの情報を得ることが必要であると思われる。しかし、そのような情報は、

国内の様々な箇所に散在しており、体系的な整理が行われていないため、担当者がそれらの情報を

入手できないケースも多い。また、今後の省エネルギー技術の動向についてはさらに情報の整理が

なされていないのが現状である。 

本調査では、以上の背景を考慮し、ベアリング工業に属す各企業が今後省エネルギーを進めてい

くために必要となる情報の提供を目的とし、現在および今後の省エネルギー技術・取組に関して、

国内に散在している情報を収集し、体系的に整理した。また、ベアリングは自動車や各種機械装置

の回転運動を支え、製品自体が省エネルギー誘発機能を持ったものである。本調査では、ベアリン

グ製品の使用用途先における省エネ効果について、その推計手法を検討し、一部について推計を行

った。 

 なお、本調査を実施するにあたっては、社団法人日本ベアリング工業会地球温暖化対策委員

会より、工場へのヒアリングや調査結果内容の検討に多大なご協力をいただきました。委員会

の委員各位及び委員会事務局に感謝の意を示します。 
 
【 調査項目 】 

 ①ベアリング製造プロセスの省エネルギーに資する技術に関する体系的整理 

   → 具体的な調査内容は２．を参照 

 ②ベアリング製品の省エネルギーへの貢献度に関する定量的評価 

  → 具体的な調査内容は３．を参照 
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２．ベアリング製造プロセスの省エネルギーに資する技術に関する体系的

整理 

ベアリング製造プロセスの省エネルギーを図るためには、現在の状況を把握するため、プロセス

の内容及び工場におけるエネルギー消費実態を把握しておく必要がある。２．ではベアリング製造

企業の協力を得て、工場のヒアリングを実施し、これらの実態を調査した。これらの情報をもとに、

国内の省エネルギー技術・取組の内容、それらを保有する企業の情報などを整理した。 

また、あわせて現状の技術情報だけではなく、今後の技術動向や省エネ取組に対する支援制度な

どの情報も整理した。 

 

2.1 ベアリング工業におけるエネルギー消費量の実態調査 

2.1.1 ベアリング工業におけるエネルギー消費量の実態 

（１）ベアリング工業全体のエネルギー消費量の状況 

表 2.1.1 に 1997 年度以降のベアリング工業全体のエネルギー消費量などの推移を示す。1997 年度

から 2007 年度でエネルギー消費量は 358.4 原油換算 kl から 423.4 原油換算 kl まで約 20%の増加と

なってきたが、生産高が増加しており、生産高あたりのエネルギー消費量（原単位）では、逆に約

20%と大幅に減少している。このように業界としてのエネルギー消費効率向上は年々進んできてい

る。CO2排出量も 1997 年度から 2007 年度までに約 40%増加しているが、原単位では 2%程度の減

少となっている。CO2 排出量増加の主な要因としては、購入電力の原単位の悪化（1997 年度

3.24t-CO2/万 kWh → 2007 年度 4.07t-CO2/万 kWh）があげられる。 

表 2.1.1 ベアリング工業全体のエネルギー消費量／CO2排出量の推移 
年度

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
生産高
[億円 ] 3,405.8 3,160.7 3,324.0 3,691.4 3,277.2 3,528.7 3,863.3 4,207.9 4,405.1 4,605.5 4,916.4

エネルギー消費量
[原油換算千kl] 358.4 342.6 346.6 356.7 330.6 352.7 365.8 393.6 403.6 407.3 423.4

CO2排出量

[万t-CO2]
56.5 52.6 55.3 59.2 54.9 61 66.6 69.7 73.2 71.6 80

エネルギー原単位
[原油換算kl/億円] 105.2 108.4 104.3 96.6 100.9 100.0 94.7 93.5 91.6 88.4 86.1

CO2排出原単位

[t-CO2/億円] 165.9 166.5 166.4 160.5 167.4 172.8 172.3 165.5 166.2 155.5 162.7

1997年度比

CO2排出原単位
ベンチ
マーク

+0.4% +0.3% -3.3% +0.9% +4.2% +3.9% -0.2% +0.2% -6.3% -1.9%
 

出典：日本ベアリング工業会「環境自主行動計画 2008 年度フォローアップ」（2008 年） 
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図 2.1.1 ベアリング工業におけるエネルギー消費量・原単位の推移 

出典：日本ベアリング工業会「環境自主行動計画 2008 年度フォローアップ」（2008 年） 
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図 2.1.2 ベアリング工業における CO2排出量・原単位の推移 

出典：日本ベアリング工業会「環境自主行動計画 2008 年度フォローアップ」（2008 年） 
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（２）ベアリング製造工場におけるエネルギー消費量の実態 

表 2.1.2 に本調査でヒアリングを行った工場のエネルギー消費量や稼働状況、製造プロセスで使

用している設備を示す。 

ベアリングを製造する工場については、24 時間稼動の工場が多く、エネルギー使用量は稼働状

況・生産状況に大きく依存する。そのため、5 月や 8 月の長期休暇のある月にはエネルギー消費量

が少なく、その他の月では大きな変化は無い。季節変動に関しては、夏季に需要のピークが来る傾

向にあり、空調用のエネルギーは、負荷平準化の意味で大きな影響がある。 

 エネルギー種別では、各工場とも電力消費量が大きなウエイトを占めているが、熱処理炉のエネ

ルギーとして都市ガスを使用している工場では都市ガスの消費量も少なくはない。用途別の内訳は、

ベアリング製造の２社では、研磨、熱処理、コンプレッサが大きな割合を占める。生産動力の内訳

は、各社の生産状況により異なるが、熱処理を行う工場では、熱処理によるエネルギー消費量が大

きな割合を占める一方、研磨などの動力も熱処理と同程度以上のエネルギーを消費している。ベア

リング部品（鋼球）を製造する工場では、動力（主に研削・研磨）のエネルギー消費量が大きい。

ベアリング部品（保持器）を製造する工場では、コンプレッサのエネルギー消費量も大きいが、プ

ラスチックの射出成形機による影響が大きい。また、空調や照明のエネルギー消費量はそれぞれ

10%に満たない程度と大きくは無い。 

従って、工場における省エネルギーを考える際には、研磨動力、熱処理炉、コンプレッサの効率

的な利用が も効果があることとなり、特にそれらに用いられる電力使用量の削減が重要と考えら

れる。一方、季節変動も、やはり影響はあるため、特にピークカットなどへの影響を含め、空調に

かかるエネルギー消費も重要な項目であると考えられる。 
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表 2.1.2 ベアリング工場におけるエネルギー消費量の実態 

 A 工場 B 工場 C 工場 D 工場 

製造品 ベアリング部品（鋼球） ベアリング部品（保持器） ベアリング ベアリング 

稼働時間 24 時間 24 時間 24 時間 24 時間 

主な使用エネ 

ルギー種 

電力 電力、都市ガス 電力、都市ガス 電力、都市ガス、灯油 

電力使用量 2,700 万 kWh/年 1,160 万 kWh/年 9,600 万 kWh 5,700 万 kWh 

主なエネルギー

使用量の内訳 

動力 60% 

熱処理 12% 

コンプレッサ 9% 

空調 8% 

コンプレッサ約 33% 

プレス機約 18% 

成型機約 41% 

研磨・組立 32% 

熱処理 33% 

前処理 16% 

コンプレッサ 10% 

研削 24% 

熱処理 27% 

コンプレッサ 18% 

エネルギー消費

の動向 

研磨の工程及び熱処理の主要

工程にて利用されており、季

節による変動要素もある。ま

た、生産工程において空調（冷

房）負荷の占める割合は少な

くないため、全体での電力使

用量へ影響していると考えら

れる。 

８月のピーク時において長期計

画における単月の原単位目標を

達成しており、今後更なる削減を

目指すという一段意識の高い状

態での取組みになっているとい

える。 

生産量に対応した炉の稼働状況

にピークは左右されており、必ず

しも夏期の空調負荷ピーク時が

全体のピークであるとはいえな

い状況である。 

季節による変動要素もあるが、生

産量に対応した炉の稼働状況に

ピークは左右されているため、炉

の稼働停止などにより、エネルギ

ー使用量のバランスは変わって

くる可能性がある。 

デマンドの推移では、夏期の空調

負荷ピーク時が全体のピークと

なっている。 
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2.1.2 ベアリング製造工場における省エネルギー対策 

（１）ベアリング工業全体における省エネルギー対策 

表 2.1.3 にベアリング工業会の自主行動計画にあげられている対策の事例を示す。CO2 排出削減

対策の効果は年々増加しており、特にコンプレッサ、生産設備関連の効果が増加の傾向にある。2007

年度では、従来から効果の大きかった空調関連、コンプレッサ関連、生産設備関連の占める割合が

多く、空調関連では燃料転換、コンプレッサではエア漏れ改善、生産設備ではインバータ化が も

大きな割合を占めている。熱処理炉の関連は、2006 年度には効果があったが、2007 年度は効果が

小さく、年度により変化が大きい。 

表 2.1.3 ベアリング工場における省エネルギー対策と効果の推移 
CO2排出量削減効果 [t-CO2/年]

2004 2005 2006 2007
インバータ化（クーラントポンプ、集塵機、
油圧モータ）

126 142 824 1,028

高効率トランスの導入（更新） 59 701 290 453
高効率生産設備への置き換え 0 0 351 909
その他 0 0.2 0 0
小計 185 843 1,465 2,389
断熱強化 0 0 78 180
リジェネバーナー化 0 0 690 0
A/F（空気 /燃料比） 適化 0 0 239 32
燃料転換（天然ガス化） 0 288 333 50
小計 0 288 1,340 262
集中制御 27 358 818 354
温度設定の見直し 0 0 210 240
高効率方への更新（インバータ化含む） 0 4.3 436 624
冷温水ポンプのインバータ化 245 854 130 29
燃料転換（天然ガス化） 0 283 1,254 1,096
氷蓄熱式の採用 0 0 0 0
ヒートポンプ式給湯器の採用 0 0 0 198
その他 0 986 0 0
小計 272 2,485 2,847 2,541
蛍光灯の省エネ化（インバータ化等） 102 251 334 221
水銀灯の省エネ化（インバータ化等） 35 26 31 260
人感センサ化・紐スイッチ化・不要照明の
消灯・点灯時間管理

23 13 103 108

小計 160 290 468 590
吐出圧の見直し 0 50 190 55
台数制御 99 38 355 979
インバータ化 294 686 475 100
エア漏れ改善 432 137 800 1,254
吸気湿度低減による効率改善 0 0 18 16
その他 0 154 0 0
小計 825 1,065 1,838 2,404
遮熱塗装（屋根） 0 0 0 3
遮光・遮熱フィルム（窓ガラス） 0 0 0 11
小計 0 0 0 14
コジェネ廃熱利用 0 0 352 301
コジェネの燃料転換（天然ガス化） 0 0 0 1
特高変電設備の高効率化 30 415 34 245
不要変圧器の停止・集約化 0 30 25 39
自然エネルギーの活用（風力・太陽光） 0 7 20 22
小計 30 452 431 608

合計 1,472 5,424 8,388 8,808

内容

コンプレッサ
関連

建屋関連

電源関連

分類

生産設備
関連

熱処理炉
関連

空調関連

照明関連

 
出典：日本ベアリング工業会「ベアリング製造業における地球温暖化対策の取り組み」（2008 年） 
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図 2.1.3 ベアリング工業における CO2排出削減対策分類別の効果の推移 

出典：日本ベアリング工業会「ベアリング製造業における地球温暖化対策の取り組み」（2008 年） 

 

 

（２）ベアリング工場における対策事例 

以下に、ベアリング工場からのヒアリング・アンケートより得られた実際に行われている対策事

例を示す。現在行われている取組に関する回答は、大きく分けて、①エアコンプレッサに関するも

の、②熱処理炉に関するもの、③空調に関するもの、④照明に関するものがあり、その他、作業工

程の改善があげられる。 

実施された省エネ取組では、設備のインバータ化が多く、ほとんどの回答で何らかの設備に対し

てインバータ化が実施されている。全体的には設備の更新によるものに比べ、コンプレッサ台数制

御、空調設定温度管理、遮熱塗装など、従来設備の利用方法の改善や設備の追加によるものが多い。 

 

①コンプレッサに関するもの 

・台数制御化（３社） 

・エア漏れ改善・対策（１社） 

・インバータ化（３社） 

・圧縮空気圧力の適正調整（必要以上の高圧を維持する無駄の排除）（１社） 

②熱処理炉に関するもの 

・熱処理炉の燃料を灯油から都市ガスに変換（１社） 
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・熱処理炉の断熱（１社） 

③空調に関するもの 

・空調の設定温度管理（１社） 

・空調設備のインバータ化（１社） 

・工場屋根への遮熱塗装（屋根裏温度低減による空調負荷軽減）（１社） 

・高効率冷凍機などへの設備更新（１社） 

④照明に関するもの 

・Hf式照明器具への置き換え（１社） 

・電子式安定器への取り替え（１社） 

・水銀灯をメタルハライドランプ等の省エネランプに切り替え（１社） 

⑤その他 

・油圧機器、ポンプ、給排水、製造の電力消費設備のインバータ化（２社） 

・省エネ設備への更新（２社） 

・作業工程改善（生産性の向上、不良率低減）（１社） 

 

 

（３）ベアリング工場における現状の課題 

課題は、各社とも共通ではないが、（２）に示した取組と関連する事項がある。また、取組にか

かる費用や費用対効果に関する意見が複数存在しており、省エネルギー対策の内容とともに、費用

に対する解決策が重要であることが伺える。 

また、2008 年 6 月時の意見と合わせて、熱処理炉の排熱、コンプレッサ、照明、空調の効率化が

重要な事項となっている。工場の見学においてはコンプレッサの空気圧の適正化などは進んでいる

こともあげられている。 

 

【課題事例】 

・研削水ポンプのインバータ化による圧力制御管理を実施したが、広範囲のため末端の圧力低下に

より効果を出すことが出来なかった 

・コンプレッサのエア漏れ箇所の修理を継続しているが、根本的な対策ができていない 

・加工機の発熱とミストが、空調機の効率低下の原因となっているが、根本的な対策ができていな

い 

・費用について 

－ 生産量や外気温の変動などによるエネルギー削減効果と省エネ対策による効果が判別で

きず、省エネの費用対効果を検証することが難しい 

－ 太陽光発電装置などの自然エネルギー導入については、現状の発電効率、補助金制度では

費用対効果が得られず、導入できない 
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－ 削減のための解決策は把握しているが、現状では投資費用の捻出が 大の課題 

2.1.3 他業界における省エネルギー対策 

ベアリング工業以外の業界がどのような省エネルギー対策を行っているか、他業界の環境自主行

動計画の内容をもとに整理を行った。 

 

（１）整理を行った業界 

整理を行った業界は、経団連の環境自主行動計画に属する工業会・団体などであり、機械加工な

どを行う製造業である業界を選定した（素材産業は除いた）。選定した業界は以下の通り。機械工

業以外にも食品工業に関する業界も参考とした。 

 

 【整理した業界】 

  ・日本建設機械工業会 

  ・日本工作機械工業会 

  ・日本産業機械工業会 

  ・日本産業車両協会 

  ・日本自動車工業会／自動車車体工業会 

  ・日本自動車部品工業会 

  ・日本衛生設備機器工業会 

  ・日本乳業協会 

 

 

（２）各業界の取り組み 

以下に（１）に示す各業界の環境自主行動計画について整理を行った。日本衛生設備機器工業会、

日本乳業協会以外は 2008 年度の環境自主行動計画（2007 年度実績）、日本衛生設備機器工業会、日

本乳業協会については、2007 年度の環境自主行動計画（2006 年度実績)の内容をもととした。 
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① 日本建設機械工業会 

日本建設機械工業会では、空調、照明、生産動力に分けて、工場の省エネルギー取り組みを整

理している。2007 年度にもっとも大きな効果を示していたのは、高効率照明の採用である。なお、

日本建設機械工業会では、業界内で省エネルギー対策事例集を作成し、広く横展開している。2007

年度では高効率照明の採用について 10 の事例があったと報告しており、事例の数としては も

多い数値となっている。 

 

表 2.1.4 日本建設機械工業会の環境自主行動計画（2008 年度）における対策 

取り組みの分類 取り組み内容 省エネ／CO2 

削減効果 
空調 空調機の省エネ型への更新 -

 シートシャッタによる遮熱対策 76.5MWh

 屋根断熱塗装と壁の照度アップ -

 一部の窓を二重サッシに変更 -

 クールビズ、ウォームビズの徹底 -

照明 高効率機器の採用（低電力灯、高輝度灯） 1,681.5MWh

 点灯時間、点灯エリア管理及びセンサによる自動点消灯 3MWh

生産動力の省エネ コンプレッサのインバータ化 261.5MWh

 高効率トランス採用 445.1MWh

 生産設備の効率化 690.2MWh

 エアブローのモータ化 1,500MWh

 生産設備ポンプのインバータ化 146MWh

 生産設備のエア漏れ対策 -

エネルギー転換 A 重油発電機の廃止 -

 太陽光発電装置の設置 200MWh

その他 生産設備の連動化（自動 ON-OFF 制御） 540MWh

 休日の生産設備送電停止 65.3MWh

 電力監視装置の設置 -

 電着塗装装置の待機電力削減（省エネ型塗料への変更） 191MWh

 屋根の二重化（屋根への散水を停止） -

 環境ＩＳＯによる意識改革 -

出典：日本建設機械工業会「建設機械製造業における地球温暖化対策の取り組み」（2008 年） 
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② 日本工作機械工業会 

日本工作機械工業会では、空調、照明のほか、コンプレッサ、機械加工、変圧器、塗装、管理

運用に分けて工場の省エネルギー取り組みを整理している。2007 年度にもっとも大きな効果を示

していたのは、空調関係であり、次にコンプレッサ関連が大きな効果を示している。なお、日本

工作機械工業会では、業界内で環境活動マニュアルを作成し、業界内で配布している。 

 

表 2.1.5 日本工作機械工業会の環境自主行動計画（2008 年度）における対策 

取り組みの分類 取り組み内容 省エネ／CO2

削減効果 

空調関係 
空調設備・熱源ポンプ等のインバータ化、都市ガス空調の採用、

適切な運転管理等 455 kl

照明関係 
メタルハライド等高効率照明への転換、節電システム設置、不

要照明消灯の徹底等 293 kl

コンプレッサ関係 インバータ化、台数制御、送気圧力低減、エア漏れ防止等 409 kl

機械加工工程 
切削・集塵装置のインバータ化、非稼働設備の電源カット、節

電回路の設置等 15 kl

変圧器 アモルファストランス等高効率トランスの採用等 219 kl

塗装工程 温度管理による LPG 削減、循環ポンプのインバータ化等 48 kl

管理運用 エネルギー管理システムの導入、残業・休日出勤の削減等 122 kl

その他 電力契約見直し、その他設備のインバータ化等 188 kl

出典：日本工作機械工業会「工作機械製造業における地球温暖化対策の取り組み」（2008 年） 

 

 

③ 日本産業機械工業会 

日本産業機械工業会では、空調、照明、動力、受変電とその他に分けて工場の省エネルギー取

り組みを整理している。2007 年度にもっとも大きな効果を示していたのは、その他を除くと動力

関係である。動力の中では、コンプレッサの関係で大きな効果があったものとしている。なお、

日本産業機械工業会では、業界内で省エネルギー対策事例集を作成し、広く横展開している。 

 

表 2.1.6 日本産業機械工業会の環境自主行動計画（2008 年度）における対策 

取り組みの分類 取り組み内容 省エネ／CO2

削減効果 
空調関係 省エネルギー型空調機の導入、局所空調の実施等 1,064 t-CO2

照明関係 既存照明の更新、インバータ化等の設備投資、自然光の導入等 844 t-CO2

動力関係 
コンプレッサの更新・運転制御、ポンプのインバータ化、不要

設備の廃棄、既存生産設備の改修（溶解設備等）等 4,276 t-CO2

受変電関係 
変圧器の更新、負荷損失の削減、デマンドコントロールの実施

等 1,319 t-CO2

その他 
機器の省エネ運転、不要時消灯の徹底、適切な温度管理、工場

休電日の実施等 4,337 t-CO2

出典：日本産業機械工業会「産業機械製造業における地球温暖化対策の取り組み」（2008 年） 
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④ 日本産業車両協会 

日本産業車両協会では、具体的な取組内容は不明だが空調、照明とその他に３つの項目を省エ

ネルギー取り組みとしてあげている。また、今後の取組として具体的な内容をあげているので、

そちらも紹介する。2007 年の取組の中では、中央監視システムの導入による省エネルギーの効果

が も大きい結果となっている。また、今後の対策では照明のインバータ化を も大きな省エネ

効果とし、ESCO 事業を活用して取組むものとしている。 

 

表 2.1.7 日本産業車両協会の環境自主行動計画（2008 年度）における対策 

取り組みの分類 取り組み内容 省エネ／CO2

削減効果 
2007 年度の取組  

空調関係  115 t-CO2

照明関係  200 t-CO2

その他 中央監視システムの導入 699 t-CO2

 エア原単位の向上改善 263 t-CO2

 電力契約変更に伴うコジェネ運転時間の短縮 70 t-CO2

今後実施予定の対策  

照明関連 工場照明のインバータ化 1,300 t-CO2

空調関連 ガス式、蒸気式暖房機／冷房気の 新ＥＨＰ空調システムへ更新 899 t-CO2

動力関連 直燃脱臭装置の蓄熱式へ変更 422 t-CO2

 コジェネ：ノズル噴射蒸気量の制御改善 382 t-CO2

 既設塗装設備乾燥炉、脱臭炉の都市ガス化 287 t-CO2

 蒸気ドレン回収 65 t-CO2

 非塗装時ブースの運転停止 63 t-CO2

コンプレッサ関連 高効率エアコンプレッサへ更 195 t-CO2

 エア系統分割化による供給ロス低減 135 t-CO2

 コンプレッサのインバータ化 23 t-CO2

その他 低圧進相コンデンサの導入 700 t-CO2

 休日停電 60 t-CO2

出典：日本産業車両協会「産業車両製造業における地球温暖化対策の取り組み」（2008 年） 

 

 

⑤ 日本自動車工業会／日本自動車車体工業会 

日本自動車工業会／日本自動車車体工業会では、エネルギー供給側、使用側の設備改善、運用

管理改善、ライン統廃合、燃料転換に分類し、それぞれに取り組み内容を示している。2007 年度

の取組では、燃料転換による省エネ効果が も大きかったとしている。 
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表 2.1.8 日本自動車工業会／日本自動車車体工業会の環境自主行動計画（2008 年度）における対

策 

取り組みの分類 取り組み内容 省エネ／CO2

削減効果 

エネルギー供給側 

の設備改善 

高効率コンプレッサの導入 
ボイラの燃焼改善 
高効率小型ボイラの導入等によるボイラ燃料削減 
生産設備のアクチュエーターやエアブロー等に使用する圧縮空

気の圧力低下や漏れ対策の実施 
省エネタイプの冷凍機への更新 
冷温水ポンプインバータ化等による供給エネルギー削減 
空気圧縮機・配管エア漏れ点検の強化 
廃熱利用の効率改善 
高効率トランスの導入 

7 千 kl

1.2 万 t-CO2

エネルギー使用側 

の設備改善 

油圧ポンプ・ファン、コンプレッサ等のインバータ制御化によ

る送風量削減 
塗装工場更新に伴う省エネ 
塗装工程エア配管の圧力損失を低減 
コンプレッサ台数制御運転による効率化 
エア使用量の低減 
キューポラ送風除湿装置設置 
熱処理炉の高効率断熱材使用による燃料削減 
照明設備の省エネ 
変圧器代替および統合・廃止、空調機改修、 
ロボット待機電力削減 
暖房用パネルヒータ蒸気減圧装置取付 
等 

10 千 kl

1.8 万 t-CO2

運用管理の改善 

●エネルギー供給方法等、運用管理技術の高度化 
操業改善（効率的操業、現場省エネ改善他） 
不要時の設備停止、間欠運転による省エネ 
塗装ブース温度/風量低減 
エア脱湿装置改善による燃料使用量削減 
コンプレッサ台数の制御運転、配管経路見直し 
待機電力低減 
休日送電電圧の引き下げ 
ピーク時間調整契約 
人感センサー付き外灯導入等 

5 千 kl

0.9 万 t-CO2

ライン統廃合 
ライン（組立、成形、加工等のライン）の統廃合および集約化

による工程削減、稼働率向上 
5 千 kl

0.9 万 t-CO2

燃料転換 

●燃料転換による対策 
暖房機燃料転換（重油→都市ガス）、ボイラ燃料転換(重油→

都市ガス)、熱処理設備エネルギー転換（LPG→都市ガス) 
●ESCO 事業 

コジェネ設備導入 
●その他 

運用改善による省エネ、遠方電力監視装置による使用電力適

正化他 

12 千 kl

2.2 万 t-CO2

出典：日本自動車工業会／日本自動車車体工業会「自動車製造業における地球温暖化対策の取り組み」

（2008 年） 
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⑥ 日本自動車部品工業会 

日本自動車部品工業会では、エネルギー種別ごとに工場の省エネルギー取り組みを整理してい

るが、詳細な取組内容は記載されていない。また、その他に個別具体的な内容を整理している。

数値を出している中では、電気関係では 2007 年度にもっとも大きな効果を示していたのは、省

エネ設備導入である。その他の化石燃料では原油関係が多くの省エネ効果を示している。なお、

日本自動車部品工業会では、工業会内部の環境自主行動計画を作成・改訂（2008 年 1 月に改訂）

しており、この中では、具体的な内容は無いものの、「日常管理」「運転管理」「工程･工法改善」

「省エネ設備導入」「熱源･燃料変更・熱回収ほか」の５分野に関する各種対策の情報・省エネ技

術の共有化をはかり、省エネ対策を推進する旨が明記されている。 

 

表 2.1.9 日本自動車部品工業会の環境自主行動計画（2008 年度）における対策 

取り組みの分類 取り組み内容 省エネ／CO2 

削減効果 
電気関係 日常管理 5,003 千 kWh

 設備運転管理 24,585 千 kWh

 生産工程改善 32,768 千 kWh

 省エネ設備導入 38,025 千 kWh

 熱源変更、回収 8,497 千 kWh

原油関係 重油から LNG、LPG 等への変更 
都市ガス設備導入、ガスコジェネ導入等 

13,171 kl

3.6 万 t-CO2

LPG 関係 設備圧力 適化、断熱ジャケット採用 
排ガスの回収等 

509 トン

0.2 万 t-CO2

都市ガス関係 都市ガス導入、ボイラ改善、加熱設備温度 適化、 
ガスコジェネ設備導入、ドレン、排ガス熱回収 

4,515 千 m3

0.96 万 t-CO2

出典：日本自動車部品工業会「自動車部品製造業における地球温暖化対策の取り組み」（2008 年） 

 

【自動車部品工業会における具体的な取組事項】 

・第５次「環境自主行動計画」の改訂（2008 年 1 月）と会員会社への徹底 

・目で見る日常管理への改善提案（設備のエネルギー分析等） 

・設備機器の管理項目・管理手法改善（ISO14001 に基づく環境側面よりの分析） 

・生産工程の統廃合（工場間等も含む）、生産効率向上等ためのプロセス合理化 

・低 CO2排出熱源・燃料への変更・転換 

・エアコンプレッサ等の分散化と低圧化、 適化、間欠運転化等運用改善 

・油圧制御から電動制御への拡大 

・インバータ技術の応用展開・拡大 

・見える化運動、データ化による現状把握の徹底と結果の公開・PR 
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⑦ 日本衛生設備機器工業会 

日本衛生設備機器工業会では、2000年度～2006年度までの以下の 21の対策事例を示している。

2006 年度までに も大きな効果を示しているのは、焼成炉について従来の灯油から都市ガスタイ

プに変えたこととなっており、その次に不良品率の改善があげられる。空調関係は高効率化のみ

であるが、効果は 650t 程度ある。照明はいくつかの取組が上げられているが、いずれも 100t-CO2

以下と大きな効果とはなっていない。 

 

表 2.1.10 日本衛生設備機器工業会の環境自主行動計画（2007 年度）における対策 

取り組み内容 投資年度 省エネ／CO2 

削減効果 
変電室の集約化 2000 2,075 t-CO2

高効率トランスへの変更 2001 1,360 t-CO2

高効率トランス・エアコン更新 2005 76 t-CO2

焼成炉の灯油からガスへの燃料転換 2001, 2003～2006 82,837 t-CO2

小ロット生産用焼成炉の導入 2003 63 t-CO2

加熱炉の灯油からガスへの燃料転 2003 220 t-CO2

ガスコージェネの設置 2005 700 t-CO2

焼成炉の LPG からガスへの燃料転換 2006 745 t-CO2

焼成炉の電気からガスへの燃料転換 2006 13 t-CO2

泥奨アークの間欠運転 2003 70 t-CO2

シャトルキルンの導入 2004 1,000 t-CO2

粉砕設備効率向上 2004 30 t-CO2

工業用水ポンプのインバータ制御 2005 52 t-CO2

インバータ式コンプレッサの導入 2003 70 t-CO2

コンプレッサ台数制御装置設置 2004 52 t-CO2

コンプレッサの代替 2004 312 t-CO2

エア圧自動制御 2006 76 t-CO2

照明インバータ安定器設置 2004 26 t-CO2

省エネ照明機器への代替 2005 40 t-CO2

インバータ照明への更新 2005 15 t-CO2

照明器具の高効率化 2006 78 t-CO2

水銀灯変更 2006 91 t-CO2

空調機の高効率化 2006 653 t-CO2

不良率改善の設備改良 2002 6,200 t-CO2

日本経済団体連合会「環境自主行動計画〔温暖化対策編〕－2007 年度フォローアップ調査結果（2006 

年度実績）－<個別業種版>」（2008 年） 
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⑧ 日本乳業協会 

日本乳業協会では、空調、照明、生産動力に分けて、工場の省エネルギー取り組みを整理して

いる。2007 年度にもっとも大きな効果を示していたのは、高効率照明の採用である。なお、日本

乳業協会では、業界内で省エネ対策事例集を作成し、広く横展開している。2007 年度では高効率

照明の採用について 10 の事例があったと報告しており、事例の数としても も多い数値となっ

ている。 

 

表 2.1.11 日本乳業協会の環境自主行動計画（2007 年度）における対策 

取り組み内容 省エネ／CO2 

削減効果 
コジェネレーションの設置 1,791 t-CO2

水力発電の設置 1 t-CO2

コジェネレーションシステムの導入 
インバータ設備の採用、膜濃縮設備の導入、高効率冷却設備の採用、

真空フラッシュ冷却設備の導入、メタンガスによるバイオマスエネ

ルギー設備の導入、高効率ブロアの導入 

213,400 t-CO2

ガス化ボイラへの更新 650,000 t-CO2

エネルギー源の見直しによる CO2 削減：重油から天然ガスへの転換 432 t-CO2

ボイラを１日の 大負荷時のみ 1 台追加運転 －

NAS 電池［2,500KW］の導入 －

チルドポンプのインバータ化 57 t-CO2

蒸気配管の保温強化 130 t-CO2

排水ポンプインバータ化 700 t-CO2

製造蒸気ドレン廃熱回収 560,000 t-CO2

殺菌機の運転台数を効率化、殺菌量によって運転をコントロール －

省エネタイプスチームトラップ 12.0 t-CO2

蒸気ドレン発生量の変動に対応するため、ドレン回収温水タンクを増

設、発生ピーク時にブローされていた蒸気ドレンを回収（ドレン水は

ボイラ給水に使用） 

C 重油 30t

（見込み）

蒸気ストップ弁設置 67 kl

瓶ラインリンサー温排水熱交換機設置 57 kl

エアコンプレッサ集中化 1,830 t-CO2

ボイラのバルブ部の保温 －

コンプレッサ運転は、能力の高いものを連続運転とし、低いものを制

御運転方式に変更 －

廃水処理調整槽散気ブロワ高効率化 60 kl

省エネタイプの空調設備 －

インバータ照明採用 1.7 t-CO2

使用水の削減 －
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排水設備への高濃度酸素装置の導入により汚泥排出量を低減 －

・チルドタンクの攪拌の要不要の見直し、間欠運転 
・連続ブローの熱回収 
・蒸気ヘッダーや配管の保温 
・CIP 洗浄時間の見直し 
・ウォーミングアップ時間の精査 
・冬期の冷凍機の停止 
・エアノズルの改善 

電力 41 万 kWh

重油 114kl

（推定効果）

日本経済団体連合会「環境自主行動計画〔温暖化対策編〕－2007 年度フォローアップ調査結果（2006 

年度実績）－<個別業種版>」（2008 年） 
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2.2 省エネ技術・取組に関する情報の調査・整理 

 ここでは、世の中に散在している省エネ対策に資する技術や取組について、調査を行い、その技

術・取組の詳細な内容、導入に必要な条件、導入により期待される省エネ効果、CO2排出削減効果、

導入コストなどを個別に整理した。また、各技術・取組について、その内容により設備種類別や省

エネ対策の導入場所別・プロセス別などに体系的に分類を行い、特にベアリング工業の課題解決に

活用することが可能なものをピックアップした。 

 

2.2.1 研磨・研削に関する省エネ技術・取組 

（１）研磨・研削工程に関する省エネ技術の概要 

研磨・切削のプロセスは、ベアリング工業の製造工場においては、 も大きなエネルギーを消費

するプロセスであり、ベアリング工業における特徴となっている工程である。 

研磨・研削のプロセスにおける省エネルギー対策としては、主に、研磨に使用される機器（軸モ

ータ）、クーラントポンプ、油圧ポンプの省エネルギーがあげられる。これらの省エネルギーに関

しては、いずれも動力となるモータの省エネが主となり、現在主流となっているのは、インバータ

化である。また、旧型のモータについては、新型のモータに変更するという手法もある。また、事

例では、インバータに電力回生装置を取り付け、モータ停止時のブレーキにおけるエネルギーを始

動のエネルギーへ活用することも考えられている。 

その他では、使用側の要求に合ったモータ出力の適正化、生産工程の見直し、ラインの見直しに

よるモータの効率的な稼動・停止があげられる。電力を多く使用するという点からは、トランスに

関する省エネ（高効率化）も関連する事項である。 

研磨･研削の
省エネ対策

主軸モータの
高効率化

主軸モータの
インバータ化

クーラントポンプの
高効率化

クーラントポンプの
インバータ化

油圧ポンプの
高効率化

油圧ポンプの
インバータ化

使用側の要件に
あったモータ出力の

適正化

生産工程見直し
による効率的な

機器の利用  

図 2.2.1 研磨・研削工程の省エネルギー対策 
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（２）研磨・研削に関連する省エネ取り組み事例 

● アイシン精機株式会社の事例 

切削加工ラインの電力使用先である切削、油圧ポンプ、クーラントポンプの個々のモータに対

して1サイクルの電力波形測定とエネルギー解析によりエネルギー効率の良い省エネ制御を開発

してエネルギー原単位半減以下の省エネパーフェクトラインを作り上げている。 

 

 【対策内容】 

アイシン精機株式会社刈谷工場の事例では、省エネ WG（ワーキンググループ）における活動

のもと、各モータの電力波形解析を行い、主軸モータの場合は、ワーク加工図、電力測定個所を

表すモータドライブ回路、1 サイクルの電力測定グラフ、制御サイクル図をもとにモータ電力の

極小化のためのエネルギー解析を行っている。これをもとに設備メーカーとの連携、設備の調整

確認を行っている。また、測定した電力波形は省エネノウハウとして活用されている。 

このような解析の中から、主軸モータ、クーラントポンプなどの個別の対策を検討、実施して

いる。 

 

表 2.2.1 アイシン精機株式会社刈谷工場における対策内容検討案 

項目 対策内容 

主軸モータの

対策 

・主軸モータは始動電力が大きいため、この始動電力を省エネ対策のキーポ

イントとして省エネアイテム出しを実施。 
・惰性回転エネルギーを利用できるものは、Mg sw による ON.OFF 制御 
・アイドリング回転(連続、低速)による始動電力の抑制 
・インバータ装置に電力回生装置を負荷 

クーラントポ

ンプモータの

対策 

・設備設計、製作段階で「アイシン精機設備仕様標準」、省エネノウハウを

基にクーラント装置の圧損低減及び先端ノズル径の縮小化 
・インバータを取付 
・ポンプの特性により圧力・流量調整、始動・停止の制御、インバータ使用

法について調整を行い、クーラントの消費電力を半減 
出典：省エネルギーセンター平成 18 年度省エネルギー優秀事例全国大会（2007 年） 

 

 

 



 － 20  －

2.2.2 熱処理炉に関する省エネ技術・取組 

（１）熱処理炉に関する省エネ技術の概要 

熱処理のプロセスも、ベアリング工業の製造工場においては、研磨・研削とほぼ同等の大きなエ

ネルギーを消費するプロセスであり、ベアリング工業における特徴となる工程である。 

日本ベアリング工業会の事例などをみると、熱処理プロセスにおける省エネルギー対策としては、

燃料の転換（天然ガスの利用）が大きな効果をあげている。そのほかでは、炉の断熱化、廃熱の利

用、リジェネバーナの導入、需要量に対する炉のサイズの適正化、炉のエネルギー効率の把握、高

効率機器の導入と高効率機器の優先的な活用などがあげられる。 

このうち、炉壁の断熱化については、近年断熱材料として軽量で熱容量が高く、施工が容易、な

どの特徴を持つセラミックファイバが従来の耐火煉瓦などに変わり多用されるようになっている。

空気／燃料比の 適化については、その設定調節を行う機器を用い、燃焼用空気量を調節する。こ

の装置を使用することで、常に設定された適正な空気比で燃焼を行うことで、省エネルギーを図る

ことが出来る。装置は、燃料流量測定装置、燃料流量調節装置、燃焼用空気流量測定装置、燃焼用

空気調節装置および燃料流量調節装置からの信号を受けて燃焼用空気流量の調節信号を出力する

空気比設定装置から構成される。 

また、事例では、熱処理工程の効率的な利用を目的とし、1 回の熱処理における搭載率アップ、

高濃度ガス化による処理速度向上などを試験し、どのような条件が も効率的かを検討したものも

あり、既存の条件以外の条件での熱処理を検討することもあげられている。 

 

熱処理炉の
省エネ対策

高効率な熱処理炉
への更新

燃料転換

炉壁の断熱化
（断熱材料）

熱交換器・ダクトの
断熱化

廃熱利用

炉のサイズ
の適正化

生産工程見直し
による効率的な

機器の利用

リジェネバーナ
導入

空気／燃料比
の 適化

燃料／空気比率設定
調節装置

熱設備への酸素濃度
分布計設置

セラミックファイバ

炉圧制御 エアカーテンの改善

ファン運転制御

開口部の閉鎖

インテリジェント
バーナシステム

燃料の 適制御をコン

ピュータで行う

炉内運転条件と燃焼条件

を総合的に制御

排ガス顕熱の
有効利用

（熱効率改善）

酸素富化燃焼
システム

 
図 2.2.2 熱処理炉の省エネルギー対策 



 － 21  －

（２）熱処理炉に関連する省エネ取り組み事例 

① 本田技研工業株式会社の事例 

既存熱処理設備は電気式が主となっており、効率が悪く、生産能力が劣るため、設備稼働形態

は週 7 日稼動のフル操業状態でエネルギー使用量が非常に多くなっている。そのため、熱処理ラ

インの能力拡大による設備更新に伴い、熱源媒体・使用ガス・エア供給源のブロワ化・設備稼働

形態の改善により、省資源化を実現した。 

 

 【対策内容】 

本田技研工業株式会社鈴鹿工場の事例では、熱処理炉について、加熱媒体、使用するガス種、

築炉材の検討を行っている。 

 

表 2.2.2 本田技研工業株式会社鈴鹿工場における対策内容検討案 

項目 対策内容 

加熱媒体 

の検討 

・ガスバーナ式を導入するものとし、予熱室にリジェネバーナ、均熱室にシ

ングルエンドバーナを導入 
使用ガス種の 

検討 

・ブタンガス→LNG への転換 

築炉材の検討 ・保温力及び熱伝導性を良くし、雰囲気ガスの安定化をはかるといった条件

で比較した結果、セラミックブロックは熱の放出が少なく、昇温スピード

を高め、保温力があることから昇温エネルギーを抑えるとともに、炉内雰

囲気ガスのみだれを少なくし雰囲気ガスの安定化が図れた。 
・更に、放散熱・熱伝導率が低いため、職場環境の向上にもつながる。以上

のことから、セラミックブロックが適していると判断。 
出典：省エネルギーセンター平成 20 年度省エネルギー優秀事例東海地区大会（2009 年） 

 

 【対策の効果】 

・生産台数１台あたりの CO2排出量で、17.6%を削減（工場全体で年間 968t-CO2の削減） 

 

 

② トヨタ自動車株式会社の事例 

熱処理炉のサイクルタイム短縮、処理数アップ改善による省エネ効果は、非常に大きい。しか

し、製品の品質面でリスクが伴うため品質を保証する多大な労力が必要となり、今まで実施でき

ていなかった。この問題について、統計学手法を活用し、品質保証のための各種テストの労力を

小限に抑えて、効率的に省エネを推進することができた。 

 

 【対策内容】 

トヨタ自動車株式会社明知工場では、エネルギー原単位がトップクラスの 100 に対し、115 と

悪いため、目標を 100 としての省エネ対策を実施している。その中で製造工程で もエネルギー

消費量の大きい熱処理工程について、改善を図っている。 
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表 2.2.3 トヨタ自動車株式会社明知工場における対策内容検討案 

項目 対策内容 

バラツキ要因

解析 

・製品品質のバラツキに影響を及ぼすと思われる要因を「稼動（炉間変動、

期間変動）」「トレー内での位置」「製品（材料、形状）」「測定（人的誤差、

測定機器の影響）」の４つの観点から整理 
・トレー内の位置、製品（特に形状）が大きな影響を及ぼす 

統計学手法を

活用した実験

計画 

・要因解析で得られた「トレー内の位置」「製品」についていくつかの条件

でを与え、その影響を調査（トレー内の位置は上下・前後、製品は大きさ

で大小） 
・この結果をベースに試験手順を効率化し、積載効率、高濃度ガス化による

処理速度、処理サイクルの改善について、 も効率的なケースを実現した

出典：省エネルギーセンター平成 19 年度省エネルギー優秀事例東海地区大会（2008 年） 

 

 【対策の効果】 

・積載率向上：エネルギー121MWh/年、CO2排出量 46t-CO2/年の削減 

・高濃度化による処理速度向上：エネルギー300MWh/年、CO2排出量 114t-CO2/年の削減 

・処理サイクル段取替えロスゼロ：エネルギー60MWh/年、CO2排出量 23t-CO2/年の削減 
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2.2.3 エアコンプレッサに関する省エネ技術・取組 

（１）エアコンプレッサに関する省エネ技術の概要 

エアコンプレッサ（空気圧縮設備）は、工場の全電力消費量の 20%以上を占めると言われており、

その省エネルギーに関する技術・取組については、いくつかの文献において整理もなされている。

以下にエアコンプレッサの省エネルギーに関する内容を示す。 

エアコンプレッサの省エネルギーに関する取り組みは、高効率な機器、インバータ制御可能な機

器など新しい省エネに資する機器への更新、機器の効率よい運用の大きく２点がある。また、効率

よい運用も日常の点検などのように設備費をかけないものと、エアコンプレッサや配管の 適な配

置など設備費のかかるものがある。 

 

① 高効率な機器 

エアコンプレッサも省エネルギー化が求められていることから、メーカーによる効率化が進ん

でおり、古い機種よりは新しい機種の方が効率の良いものが多くなっている。用途にもよるが、

単段式のものよりも多段式のほうが、圧縮機本体の吸込みと吐出の圧の差が小さく漏れが少ない。

また、段間でインタークーラーが設置され空気が冷却され体積が減ることなどから動力が小さく

て済む。 

また、インバータの導入されている機器は、圧縮空気の吐出圧もしくは、ライン側の圧力を定

圧に定め、回転速度を制御することで容量を制御するため、部分負荷運転における効率が非常に

高くなっている。 

ただし、高性能の機器の方が高価であることも確かであり、また負荷変動が少なくベースロー

ドで運転するような機器に高価なインバータ機種を導入する意義は少ない。従って、用途や台数、

必要な圧力・空気量により、適性容量・機能を持つ機種を選定することが重要となる。 

 

 

② 効率的な運用 

エアコンプレッサの運用における省エネルギーは、以下のような点があげられる。以下にそれ

ぞれの省エネ取組の考え方を示す。 
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図 2.2.3 エアコンプレッサの省エネ取組 

出典：各種資料をもとにみずほ情報総研作成 

 

 a) 送気圧力の低減 

設定圧力の低い方が、よりエネルギーを必要としない。そのため、エアコンプレッサの設定圧

力を低減し、適正な圧力で運転することが、基本的な省エネルギーの対策となるので、様々な工

場で検討がなされている。 

適正な圧力で運転を行うために各工場で行われている対策は、以下の通りである。 

 【設定圧力低減に資する対策】 

  ・エアを使用する生産設備の仕様の確認・整理 → 末端で必要な圧力を把握 

  ・生産で必要とされる吐出圧の再検討 

  ・何らかの問題で圧力を変更した場合の履歴の記録 → 変更前後の数値と変更の理由 

   （圧力を上げたまま、戻せなくなることを避けるため） 
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 b) エア漏れの改善 

エアコンプレッサのロスの大きな要因は、エア漏れにあり、ベアリング工業会各社においても、

このエア漏れの改善が大きな省エネ効果につながっている。エア漏れの改善については、定期的

なチェックが対策となり、工場内をいくつかの範囲・工程に分けた上で、どの範囲・工程で漏れ

が起きているかをチェックし、対応していくことが必要となる。 

エアコンプレッサのエア漏れの対策としては、作業内容と必要な流量をデータ化及びプログラ

ミング化し、定期的な診断により、漏れが無いかどうかをチェックすることが行われている。 

 【エア漏れの改善に資する対策】 

  ・日常における配管・継ぎ手部のチェック 

  ・定期的な診断 

  ・エア漏れを長期的に起こしにくい配管材料・部品の使用 

 

 c) 廃熱利用 

空気圧縮機で使用するエネルギーのうち、吐出空気が使用側へ持っていく熱量以外の熱量は、

本体から廃熱として捨てられている。この量は大体、空気圧縮機が消費するエネルギーの 90～

95%といわれており、空冷式の機器では冷却する空気中に捨てられ、水冷式の場合は、冷却水に

よりオイルクーラーやアフタークーラーなどへ持ち去られる。 

この廃熱を回収することで、工場内の暖房、給湯、冷房などへ利用することが可能となる。以

下に空冷式の場合と水冷式の場合の利用用途を示す。 
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図 2.2.4 エアコンプレッサの廃熱の概念 

出典：各種資料をもとにみずほ情報総研作成 
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図 2.2.5 エアコンプレッサの廃熱利用のイメージ（空冷式） 

出典：各種資料をもとにみずほ情報総研作成 

 

表 2.2.4 エアコンプレッサの廃熱利用例 

 空冷式 水冷式 

利用方法 

切替ダンパを活用することで、夏場は

放熱し、冬場は建屋の暖房または余熱

用途に利用する。 

建屋とコンプレッサの距離が近い方が

効率的。 

①ボイラの給水 

②他機器の温排水の加熱 

③空気と熱交換し、加熱された空気を

乾燥用に利用 

④シャワーなどの給湯用に利用 

⑤加工部品の油分除去用湯洗 

⑥吸収式冷凍機熱源 
※ドライオイルフリー方式の場合 

 

 

 d) 台数制御 

エアコンプレッサを複数保有する場合には、それらを単独で運転するのではなく、連携制御し

て使用し、負荷の少ない時間帯には不要なコンプレッサを止めるような利用方法が省エネルギー

につながる。また、省エネを実現するためには、負荷変動パターンと異常停止時の対応、経済性

を加味した上でコンプレッサの台数を検討する必要がある。日本ベアリング工業会環境自主行動

計画におけるコンプレッサへの対策の中でも 2007 年度ではエア漏れ改善に次ぐ省エネ効果を実

現している。 

台数制御を行う場合、エアの配管の配置を検討する必要がある。工場の広さやエアの使用量の

特性にもよるが、配管をループ状（サークル制御）とすることで、エネルギー消費の削減につな

がる。またサークル制御の外側にインバータ機種を導入し、負荷調整機とすることで、更なる省

エネへつながっていく。 
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 e) ラインの切り分け（高圧／低圧）及び本体・配管の 適配置 

工場の状況にもよるが、使用側の要求する圧力がいくつかのレベルに分かれている場合には、

コンプレッサを集中設置せず、ループ配管をグループ分けするなどして、高圧、中圧、低圧など

に切り分けることで、より効率的にエネルギーを利用することが出来る。 

切り分けを行う場合、コンプレッサを使用する側に近い位置に配置することを検討することも

できる。この場合、配管における摩擦ロスを低減でき、さらに効率的に利用することが可能であ

るが、一方で機器のメンテナンスや台数制御には手間がかかる。 

 

 f) 不要時停止／タイマー制御 

省エネルギーの基本はエアの消費量を少なくすることであるため、タイマー制御などを活用し

て、コンプレッサの稼働時間を出来る限り少なくすることが重要である。台数制御などもそのた

めの一つの方法であるが、エアコンプレッサは、稼動していなくても、電源が入っている限り大

きな待機時消費電力を必要とするので、例えば昼休みの数分だけでも電源を止めれば、その分省

エネルギーになる。 

 

 g) 使用量の低減（工程の見直し） 

コンプレッサの省エネルギーを図る上で、 も基本となるのはエアの消費量を少なくすること

であるので、その意味では、別途示しているブロワの活用や不要時の運転停止などと合わせて、

エアを使用する量を低減することが重要となる。そのためには、生産工程を見直し、生産工程の

効率化を図ることがエアコンプレッサの省エネルギーのためにも基本となる。また、不要なエア

の消費も徹底していく必要がある。 

 

 h) ブロワの活用 

洗浄水や切削切り粉などを吹き飛ばすための圧縮空気の利用に対し、風量が必要なプロセスに

関しては、コンプレッサではなく、ブロワを利用する事例が存在する。場合によってブロワでは

対応できないケースも存在するが、事例では、ブロワのノズル形状などを 適なものとするテス

トなどを行っており、ブロワの性能も上がっていることから、現状のエアの利用先を整理した上

で、再検討をすることが考えられる。 

また、異物吸引除去についても、エアを使用するブレスライダではなく、ルーツブロワの吸引

機能を用いて代用することが考えられる。事例では、ルーツブロワがブレスライダの 1.5 倍の吸

引力を有するという評価も存在する。 

 

 i) エアコンプレッサ周辺環境の改善 

エアコンプレッサは、空気を吸引し、圧縮する装置であるので、周囲の温度や湿度などの環境

条件によって、吸引する空気の質が変化するので、これによってエネルギー消費量も変化する。
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例えば、周囲の温度が高いほど、空気は膨張するため、同じ吸込量に対する吐出量は少なくなり、

吐出量あたりのエネルギーが増加する。また、湿度が高い場合にも、空気が水分を多く有するこ

とになるので、圧縮には乾いた条件よりもエネルギーがかかる。そのほか、周囲に粉塵が満ちて

いるなど、空気の質が悪い状況では吸込む空気に抵抗がかかるので、同様にエネルギーが多く必

要となる。 

これらを回避するためには、エアコンプレッサを配置している部屋の点検・計測が重要となる。 

 

 

（２）エアコンプレッサに関する省エネ取り組み事例 

① 双信電機株式会社の事例 

セラミックを原材料とした積層誘電体フィルターとノイズフィルターを製造し、成型機、焼成

炉、検査機等で多くの圧縮エアを使用。2005～2006 年に従来機の老朽化のため、省エネ型コン

プレッサを導入。この入替えに伴い運転方法の変更、配管、エアタンクの変更を実施、更に廃熱

を冬季の暖房、除湿時の加熱に利用することにより大きな省エネ効果をあげた。 

 

 【対策内容】 

双信電機株式会社では、省エネ型コンプレッサを導入すると同時に、台数制御、廃熱利用など

を対策として実施し、また監視装置を導入することで、常時運転状況や電力消費などの見える化

を行った。 

 

表 2.2.5 双信電機株式会社における対策内容検討案 

区分け 対策内容 

配管 ・一般設備用のオイル機をオイルフリー機に更新し、全機種をオイルフリー

機とすることで、一般設備用１系統と特殊設備用２系統の配管を末端でル

ープ配管とすることができ、３台のコンプレッサを台数制御とした 

・コンプレッサ室内配管の変更、室内のエアタンクを集約・整理 

環境 ・工場内の機械室にエアコンプレッサを配置し、圧力損失を低減すると同時

に、廃熱利用ができるダクト構造に変更、冬季の暖房に利用する。モータ

ダンパーで、室内の湿温度センサーにより自動切換えを行っている。 

・圧力損失低減とともに使用圧力を低減 
・コンプレッサ室内の給排気バランス改善（排気ダクトを隣接の事務所・食

堂へ接続し、暖房に利用） 

設備本体 ・効率の高いコンプレッサの選定 
・設備のエア使用量を測定し、コンプレッサのサイズを適正化（サイズダウ

ン：37kW→30kW） 
・オイルフリーコンプレッサを選定（オイル機とオイルフリー機の混在をや

めることで台数制御を実現） 
運転方法 ・台数制御装置の導入 

・監視装置の導入（常時運転状態・電力量・エア流量を監視） 
出典：省エネルギーセンター平成 20 年度省エネルギー優秀事例関東地区大会（2009 年） 
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 【対策の効果】 

対策の効果としては、２工場で電力は各 20%、54%削減、A 重油、灯油、LPG は１工場のみで

A 重油 48%、灯油は全廃、LPG は 54%削減と大幅に削減されている。 

 

 

② タカラスタンダード株式会社の事例 

従来、工場内にエアを供給するコンプレッサ設備は、エア圧力による自動運転台数制御盤やイ

ンバータタイプのコンプレッサの導入等で省エネを図ってきたが、更なる省エネを行うべく、消

費側として省電力のブロワ化や設備のエア漏れの改善、供給側として送気圧力低減や運転方法と

制御方法の見直しを行っている。当該工場はコンプレッサがエネルギー消費量全体の 21%を占め

ていた。 

 

 【対策内容】 

タカラスタンダード株式会社福岡工場では、エアの使用側におけるブロワ化とエア漏れ改善を

行い、これに伴って送気側についてエアタンク、エア配管の整理、インバータ機を活用した運転

方法の改善を行った。 

 

表 2.2.6 タカラスタンダード株式会社福岡工場における対策内容検討案 

項目 対策内容 

ブロワ化 ・水切り用にブロワ 1 台、エアカーテン用にブロワ 2 台の設置。  
・3 台のブロワはシーケンス回路で設備と連動させ、停止忘れの防止。  
・水切り用エアについては、エア吹き出し口にノズルを付け、施釉ハンガー

の水が溜まりやすい針の部分にピンポイントで吹くようにした。 
エア漏れ改善 ・エア使用機器をブース外に設置し、フィルターの目の違う 2 種類の物に変

更。  
・休憩時間や作業時間以外時はエアが流れないようするためバルブを取付。

送気圧力低減 ・エア圧力の変動に対して対応できるように 2m3エアタンクを増設  
・圧力損失低減及びタンク役目のため、大元のエア配管を 100A→150A に

変更  
・静電ブースでエア圧力が不足しないように 65A(約 100m)の配管を増設し

て、ループ配管にした。 
運転方法 ・インバータ機コンプレッサの設定を変更し、エア量調節はインバータ機で

行い、アンローダ機は常に 100%出力運転になるようにした(パージ運転

の廃止)。 
・インバータ機 75kW 導入して、夜勤インバータ機 2 台運転の実施  
・消費側の改善により開始時のコンプレッサの起動台数を低減 

出典：省エネルギーセンター平成 19 年度省エネルギー優秀事例九州地区大会（2008 年） 

 

【対策の効果】 

・電力使用量を 592MWh 低減（コンプレッサの電気使用量の約 50%を削減） 

・ブロワ化 261MWh、エア漏れ改善 96MWh、送気圧低減 201MWh、運転方法 34MWh 削減 
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③ ダイハツ工業株式会社の事例 

ダイハツ工業株式会社滋賀第一工場では、エアコンプレッサの電力に占める割合が 25%と鋳造

設備を上回っており、その設備の機器効率向上を検討している。 

 

 【対策内容】 

ダイハツ工業株式会社滋賀第一工場では、末端へのコンプレッサ増設、高効率機導入、除湿装

置開発・導入などの設備対策により、送気側の圧力低下や周辺環境改善を実現した。 

 

表 2.2.7 ダイハツ工業株式会社滋賀第一工場における対策内容検討案 

項目 対策内容 

エネルギーロ

スの低減と機

器効率改善 

・現状の圧縮空気供給配管の末端付近にコンプレッサを増設し、末端からの

圧縮空気供給を行い、末端圧力の設定値を確保することで、メインコンプ

レッサ群の供給圧力を低減 
・メインコンプレッサ群の設定圧力を低減により、従来のターボコンプレッ

サ(1,200kW×4 台)のインペラを低圧形インペラに交換して、コンプレッ

サ本体の設計圧力を 0.69MPa から 0.56MPa に低減。 
高効率機器の

選定 

・1,500kW の大型高効率ターボコンプレッサをベース運転用に導入、標準

品では 0.69MPa の仕様のところを 0.59MPa の特別仕様に変更し、機器効

率を向上した。 
圧縮空気の除

湿装置の開発 

・除湿用の冷却手段として用いられていた冷凍機に対し、冷却塔を用いた「外

気直接冷却式除湿装置」を開発し代替として導入。 
・冷却塔内部の熱交換用配管内に圧縮空気を直接流し、散水しながら外気を

通すことにより外気の湿球温度近くまで冷却することができる。  
出典：省エネルギーセンター平成 19 年度省エネルギー優秀事例近畿地区大会（2008 年） 

 

【対策の効果】 

・年間 3,485t-CO2の削減 

・エネルギーロスの低減と機器効率改善で機器効率 12%向上、高効率機器の選定で機器効率

7.5%向上、除湿装置の導入により補機動力の電力を 31%削減。 

 

 

④ TOTO サニテクノ株式会社の事例 

コンプレッサ電力の消費は全体の 13%を占めており、今回コンプレッサの電力を削減するため、

コンプレッサの運転管理、高効率設備の有効利用、エア使用量削減、エア量変動に対応した設備

の導入実施。 

 

 【対策内容】 

TOTO サニテクノ株式会社では、メーカー診断により、実流量を測定し、これにあわせた形で

タイマー制御、高効率設備のフル稼働、夜間設備への対応などを実現。また、エア漏れ対策やエ

ア使用量削減により、省エネを図っている。 
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表 2.2.8 TOTO サニテクノ株式会社における対策内容検討案 

項目 対策内容 

運転管理 ・メーカー診断による実流量測定に基き、各コンプレッサの負荷を明らかに

し、過剰な運転時間帯を分析して停止時間をタイマー制御。 
・現状の送気側圧力と使用側の必要圧力（機器必要圧力+配管圧損+クリー

ン機器圧損）を比較分析し、送気側圧力を再設定。 
・残業・休日出勤時について、依頼票を提出させる制度とし、コンプレッサ

の適正な運転管理を実施（生産形態により運転機種を設定） 
高効率設備の

有効利用 

・各コンプレッサの負荷量をもとに、より高効率なコンプレッサをフル稼働

させるなどの 適な運転プログラムを検討 
エア使用量削

減 

・１回／３ヶ月のエア漏れ量診断、流量とプログラムの整合確認を実施 
・各機器・作業に対し、使用圧制限、ノズル種類変更、手動バルブなどの対

策を検討・実施 
エア量変動に

対応した設備

の導入 

・増加した夜間稼動設備における適正な設備変更（インバータコンプレッサ

の導入） 

出典：省エネルギーセンター平成 20 年度省エネルギー優秀事例九州地区大会（2009 年） 

 

【対策の効果】 

・タイマー制御などの運転管理：80kWh/日の削減 

・送気側圧力低減：6.3kWh/日の削減 

・休日出勤対策：7,400kWh/年の削減 

・高効率設備利用：5kWh/日の削減 

・エア漏れ削減：1.4m3/min の削減 

・エア使用量削減：900m3/日（1.8m3/min）の削減 

・エア量変動への対応：22,000kWh/年（予測）の削減 

 

 

⑤ アサヒビール株式会社の事例 

エアコンプレッサを集約し、インバータ制御のコンプレッサを設置することで、コンプレッサ

の無負荷運転時間を減らし効率化を実施。圧力不安定のため設置されていたエア圧力増圧弁をコ

ンプレッサの集約化と同時に安定化を図り、増圧弁を撤去して増圧弁から排気される圧縮エアの

使用量削減を実施。これらの施策によりコンプレッサの使用電力量を削減。 

 

 【対策内容】 

アサヒビール北海道工場では、コンプレッサの更新・集約、またインバータ化を行うことで高

効率化を図るとともに運転制御と配管の新設により省エネを実現した。 
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表 2.2.9 アサヒビール株式会社北海道工場における対策内容検討案 

項目 対策内容 

コンプレッサ

の更新 

・能力の低い旧型３機のコンプレッサを 新機種かつ大容量の機器に変更

し、台数を２台に削減し、35%の効率増を実現 
エアドライヤ

の変更 

・ヒートレスエアドライヤーを廃熱エアドライヤーに変更し、エアブローを

なくす。 

・廃熱エアドライヤーをメインで稼動 
増圧弁の撤去 ・ヘッダーからの配管を新規に設置し、圧力を安定化することで、増圧弁を

撤去 
・一部の高圧を必要とするエリアに対し、高圧用コンプレッサからのライン

を新設し、増圧弁を撤去 
高効率運転 ・アンロード運転が多い非効率的な運転状態に対し、高効率のエアコンプレ

ッサを設けた原動室からエアを供給し、現在使用しているエアコンプレッ

サを緊急用のバックアップとして、通常時は停止する事により高効率化を

実現 
出典：省エネルギーセンター平成 18 年度省エネルギー優秀事例東海地区大会（2007 年） 

 

 【対策の効果】 

コンプレッサの更新により 67,861kWh の削減、エアドライヤーの更新により 112,050kWh の削

減、増圧弁の撤去により 42,279kWh の削減、高効率運転により 75,000kWh の削減が推計されて

いる。 

 

 

⑥ 秋田オリエント精密株式会社の事例 

設備管理部門、生産職場、技術部門、関係会社と協力して全社一丸となった取組みにより、空

調設備、コンプレッサ、ポンプ、生産機械等の省エネルギー対策を行い年間電力削減量 1,583 MWh/

年と大きい効果をあげ、原単位 5％向上した。 

 

 【対策内容】 

秋田オリエント精密株式会社では、台数制御を行っていたが、計測により台数制御の問題点を

抽出し、その設定内容を変更することで、省エネを実現。また、あわせてコンプレッサの更新に

より省エネを実現した。 
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表 2.2.10 秋田オリエント精密株式会社における対策内容検討案 

項目 対策内容 

アンロード時

間の短縮 

・計測・記録データより、台数制御による負荷追従性が悪く、アンロード時

間が長く年間の電力量で 187 千 kWh 相当を消費していたため、2 台目運

転開始の効果待ち時間を調整 
・コンプレッサの仕様により、停止制限時間(冷却時間)が設定されており一

度運転するとロード、アンロードに関わらず 20 分間は運転し続ける設定

であったため、この設定値を変更し、アンロード時間を短縮 
高効率コンプ

レッサの増設 

・新規の高効率エアコンプレッサを増設し、これをベース運転として、部分

負荷の調整に単段式の台数制御を実施 

・エアドライヤーにインバータ式の冷凍式ドライヤーを採用 
出典：省エネルギーセンター平成 18 年度省エネルギー優秀事例東北地区大会（2007 年） 

 

 【対策の効果】 

・アンロード時間短縮：155 千 kWh 削減 

・高効率コンプレッサの増設：461 千 kWh 削減 

 

 

2.2.4 その他のプロセスにおける省エネ技術・取組 

（１）空調 

工場における空調・冷凍設備の省エネルギー対策は、大きく分けて、空調設備の運転管理、空調

設備のその他省エネ対策、冷却設備の運転管理、冷凍設備補機の運転管理があげられる。以下に各

項目における具体的な内容を示す。 

このほかに、水和物スラリ空調システム（従来の冷水と比べて 2～3 倍の熱容量を持つ、水和物

の微細粒子と水和剤を溶解した液との固液混相流体を冷熱媒体とし、冷熱の搬送動力を大幅に削減

できる）やデシカント空調システム（空気中の水分を直接吸着・除湿処理し、過冷却再生分のエネ

ルギーを不要とするため、空調機の冷凍容量等一次エネルギーの低減が可能）、全熱交換機（冷暖

房中の室内では空気の入れ替えを行う際、温度、湿度を合せた空気中のエネルギーを逃がさず、室

内の空気を入れ替える設備）なども省エネ対策としてあげられる。 
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表 2.2.11 工場における空調の省エネルギー対策 

項目 内容 

空調設備の運転管理 ・設定温度、湿度の適正化  ・スケジュール運転 

・取り入れ外気量の制御（CO2濃度制御） 

・外気侵入遮断、換気状況のチェック 

・熱源機器の台数管理    ・高温機器の輻射断熱 

・冷水出口温度設定変更 

空調設備のその他省エネ

対策 

・建屋断熱強化、日射遮蔽（ブラインド、遮光フィルム、遮熱塗装など）

・搬送機器(ポンプ、送風機)の回転数制御 

・外気利用         ・外気冷房空調システム 

・排熱回収利用、ヒートポンプ  ・成層空調、空調気積削減 

・局所クーリング、局所排気 ・空調空間・ゾーニングの適正化 

・水和物スラリ空調、デシカント空調、全熱交換器 

冷却設備の運転管理 ・冷凍機の運転動力適正化  ・水の出入口温度、圧力適正化 

・冷媒の出入口圧力適正化 

・氷蓄熱システムの導入 

冷凍設備補機の運転管理 ・冷却塔の運転動力     ・ポンプ運転制御(水量、揚程) 

・水質管理(電気伝導度) 

 

 

（２）照明 

工場における照明の省エネルギー対策は、高効率もしくは省エネ型の器具・設備に関するもの、

自然光利用を含めた運用に分けられる。以下にその内容を示す。 

 

表 2.2.12 工場における照明の省エネルギー対策 

項目 内容 

器具・設備の関連 ・高効率ランプ、器具の採用 

（Hf インバータ蛍光灯、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、

エバーライトなど） 

・回路分割（スイッチ細分化）  ・自動点滅、局部照明の採用 

・人感センサの活用       ・照明用反射板の取付 

照明設備の運用 ・適正照度の管理        ・不要時間帯消灯 

・昼光利用                      ・灯具取付け位置 

・照明器具清掃、器具交換 
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① アイシン精機株式会社の事例 

従来の照明の省エネ手法として間引き等の照度を落とす活動が中心であり、品質及び安全の面

でも問題があり、省エネ活動＝職場環境の低下と言うイメージが定着し、省エネ活動への理解を

得るのに難しい状況にあった。そこで照明の本質である“明るさ“と”省エネ“との両立を目指

して、明るい職場環境の中でエネルギーの削減に成功した。 

 

 【対策内容】 

アイシン精機株式会社西尾工場では、工場、オフィスにおける手元照明、天井照明を更新する

ことで省エネを実現した。具体的には、Hf 化により 1 灯式でも照度を保つことをはじめ、高効率

な照明を導入し、また、その使用方法を改善して、明るさを増やしながら、省エネを進めている。 

 

表 2.2.13 アイシン精機株式会社西尾工場における対策内容検討案 

項目 対策内容 

手元照明の改

善 

・2 灯式照明の設置を禁止し、既存の照明は全て 1 灯式とする。但し照度低

下補正として高輝度の Hf 管器具及び鏡面反射板を採用する。 
・ランプの方向を人の移動と並行方向へ配置 

天井照明の改

善 

・20 年以上経過した水銀灯をメタルハライドランプへ更新する。 
・セラミックメタルハライドランプ（エコセラ、拡散反射型）の導入。 
 （天井面から床面まで広がりのある明るさを実現） 
・3 本の水銀灯を 4 本の蛍光灯へ変更し照度を均一化 
・手元照明のある場所は天井照明は千鳥照明とする 
・メタルハライド→Hf 型大型鏡面蛍光灯器具の利用 

出典：省エネルギーセンター平成 18 年度省エネルギー優秀事例近畿地区大会（2007 年） 

 

 【対策の効果】 

・1,706MWh/年、556t-CO2/年の削減 

・水銀灯→メタルハライド：636MWh、水銀灯→Hf：35MWh、大型鏡面：547MWh、蛍光灯１

灯化：488MWh の削減効果 

 

 

② トヨタ自動車株式会社の事例 

省エネ意識の全員への高揚を狙いとして、全員が参加でき、かつ活動が見える「工場照明の省

エネ活動」を環境保全事務局として取り上げた。きめ細かな運転管理と照明リニューアルに合せ

た省エネ型照明器具、制御システムの導入により、照明エネルギー約 20％低減を達成した。 

 

 【対策内容】 

トヨタ自動車株式会社貞宝工場では、工場、オフィスにおける手元照明、天井照明を更新する

ことで省エネを実現した。具体的には、Hf 化により 1 灯式でも照度を保つことをはじめ、高効率

な照明を導入し、また、その使用方法を改善して、明るさを増やしながら、省エネを進めている。 
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表 2.2.14 トヨタ自動車株式会社貞宝工場における対策内容検討案 

項目 対策内容 

タイマーによ

る事務所の一

斉自動消灯 

・事務所の休憩時間、退場時間のカレンダータイマーによる一斉自動消灯を

実施 
・退場時間以降は必要な人が必要なゾーンについて自分で手動点灯する仕組

みを展開（事務所については 21:00 に自動消灯） 
人感センサー

による自動点

灯/消灯 

・展示場、通路、更衣室、トイレ等（常時人のいないスペース）について、

切り忘れ等による電力量の無駄が発生しており、この対策として、人感セ

ンサーによる自動制御の導入を図った。 
・人感センサーの動作範囲を考慮した取り付け位置、動作時間の設定につい

て、現地での実際の人の出入り等を観察しながら調整 
・階段、通路等は、短時間に人が通過していくことから短め、人がある一定

時間滞留する展示室等は長めに設定 
・階段付近については、傍を通り過ぎるだけで階段を昇降しない人の感知を

防止するため感知範囲を狭角に設定。 
昼光利用によ

る工場天井照

明の自動制御 

・メタルハライドランプについては、既存の照明設備に改造するものは段階

制御（外光を 大限に利用するために、昼間の屋外の照度を昼光センサー

にて検知し、ゾーン単位で段階的に消灯／点灯する制御方法）、老朽更新

（17 年経過）に合わせて更新するものは調光制御（天気の移り変わりに

よる屋内照度の変化を照度センサーで検知しながら、室内の照度を一定に

保つため、光源の光度を 50％～100％の範囲でリアルタイムで調節する制

御方式）とした。 
・メタルハライドランプでの調光制御は始めての導入であった（調光制御は、

安定器の取替えも必要なため、更新にあわせて実施）。 
工場照度管理

によるメタル

ハライド灯の

球一斉交換 

・150 ルクス以下になった時点で個々に交換→ゾーン毎に 200 ルクスにな

った時点で一斉に交換 
・照明機器の追加設置を防止、積極的な作業照明撤去につながる 
・調光制御を利用することで、従来と同じ交換頻度 

出典：省エネルギーセンター平成 16 年度省エネルギー優秀事例東海地区大会（2005 年） 

 

【対策の効果】 

・730MWh/年、280t-CO2/年の削減 

・事務所自動消灯：30MWh、人感センサー：12MWh、昼光利用（段階制御）：130MWh、昼光

利用（調光制御）：378MWh、メタルハライド球一斉交換：180MWh の削減効果 
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2.3 省エネ技術を保有・実践している企業に関する調査 

 2.2 で得られた情報を製造企業が実際に利用する場合には、その技術を開発・保有・販売する企

業の情報が必要となる。また、各技術の有効性・有望性、技術に対する課題などを検討する上でも、

その技術に関連する企業の情報が有益と考えられる。ここでは、2.2 で詳細を調査した対策技術・

取組に対して、これに関係する団体・企業の情報を整理した。 

 

2.3.1 研磨･研削の省エネ技術・取組に関連する企業 

 研磨・研削機の省エネルギーに関しては、モータ・ポンプモータのインバータ化があげられる。

インバータに関する主な企業は、以下の通り。 

 

 ・三菱電機株式会社 

 ・株式会社安川電機 

 ・富士電機機器制御株式会社 

 ・株式会社日立産機システム 

 ・東芝シュネデール・インバータ株式会社 

 ・明電舎株式会社 

 

 

2.3.2 熱処理炉の省エネ技術・取組に関連する企業 

 熱処理炉に関しては、リジェネバーナや高効率な熱処理炉などの製造を行う企業があげられる。

省エネルギーセンターから公開されているエネルギー需給構造改革投資促進税制の対象となる高

性能工業炉の開発業者は以下の通り。 

 

表 2.3.1 エネルギー需給構造改革投資促進税制の対象製品製造企業 

項目 企業名 製品名 

原材料予熱式 三建産業 タワータイプ急速アルミ溶解炉、軽合金連続溶解炉 

 品川ファーネス アルミスクラップデラッカー設備、急速アルミ溶解炉 

 セントラル工業 省エネルギー型熱処理炉 

 大同特殊鋼 ローラーハース式溶体化炉、ローラーハース式連続焼鈍炉

など 

 大同プラント工業 鉄・非鉄金属・炭素・ガラス用熱処理炉 

 中外炉工業 バーンオフ炉、リジェネレーティブバーナ採用各種加熱

炉・熱処理炉など 

 東京瓦斯電炉 省エネルギー型連続焼入焼戻装置 

 日本高熱工業社 IR 型アルミ溶解保持炉、浸漬型アルミ保温炉など 

 日本シーラス 省エネルギー型回転炉床式鍛造炉 
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 日本ファーネス 省エネルギー型メッシュベルト式口一付炉 

 日本ルツボ るつぼ式連続溶解保持炉 

 宮本工業所 アルミスクラップ急速溶解炉 

 ロザイ工業 鉄鋼および非鉄産業向各種連続加熱炉、熱処理炉 

断熱強化型 IHI ガス冷却式真空熱処理炉、ガス冷却式竪型真空炉など 

 アルバック たて型真空熱処理炉、よこ型真空熱処理炉など 

 関東冶金工業 変成排熱の加熱利用雰囲気炉 

 光洋サーモシステム EVC21 真空浸炭炉、ノンフレーム KFC 浸炭焼入炉など 

 三建産業 省エネルギー型熱処理炉、省エネルギー型連続熱処理炉な

ど 

 セントラル工業 省エネルギー型熱処理炉 

 大同特殊鋼 ローラーハース式溶体化炉、ローラーハース式連続焼鈍炉

など 

 中外炉工業 真空熱処理炉、蓄熱式排ガス処理装置、連続ガス浸炭炉な

ど 

 同和鉱業 超省エネ型連続焼入炉 

 DOWA サーモテック リジェネガス吸熱型変成炉、新世代浸炭炉など 

 中日本炉工業 省エネルギー型連続熱処理炉、真空熱処理炉など 

 ノリタケカンパニーリミ

テド 

ノリタケノーラーハースキルン 

 パーカー熱処理工業 全自動真空浸炭設備、WB 型連続熱処理炉 

 リケン 省エネルギー型熱処理炉 

出典：各種資料よりみずほ情報総研作成 

 

 

2.3.3 エアコンプレッサの省エネ技術・取組に関連する企業 

 オイルフリーエアコンプレッサの関連企業は以下の通り。 

 

・日立産機システム  

・IHI  

・フクハラ  

・オリオン機械  

・東亜潜水機  

・前田シェルサービス  

・コベルコ・コンプレッサ 

・三栄工業 

・ハーテック・ミワ  
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・田邉空気機械製作所 

・三井精機工業 

・加地テック 

・北越工業 

 

 

2.3.4 照明の省エネ技術・取組に関連する企業 

照明に関しては、産業用としてセラミックメタルハライドが伸長してきている。セラミックメタ

ルハライドの開発・販売に携わっている企業は以下の通り。 

 

・フィリップス 

・岩崎電気 

・パナソニック 

・三菱電機オスラム 

・東芝ライテック 

・ウシオライティング 
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2.4 今後の省エネルギー技術の展望 

国が行っている省エネ技術の開発動向を体系的に整理し、それらの有望性なども合わせて検討し

た。以下にその内容を示す。 

 

2.4.1 省エネルギー技術戦略の全体像 

 世界的な原油価格高騰、化石燃料の資源制約、地球温暖化への対策を含め、エネルギーの効率的

な利用が重要視されてきたことから、政府により 2006 年 5 月に「新・国家エネルギー戦略」が策

定されている。この新・国家エネルギー戦略では、2030 年までに 30%以上の 終エネルギー消費

効率改善などが盛り込まれている。この目標を踏まえて、資源・エネルギー庁を中心に、「省エネ

ルギー技術戦略」が 2006 年度に策定され、2008 年 4 月に 新の「省エネルギー技術戦略 2008」が

発表されている。 

 図 2.4.1 に省エネルギー技術戦略の全体技術マップを示す。省エネルギー技術戦略においては、

2030 年までの 30%削減のために必要な技術の抽出、今後の有効な技術開発の方向性を示し、省エ

ネルギーに資する技術開発の支援の重点化を行っている。この技術開発に関しては、大きく下記の

５つの分野に分けて、その技術を整理している。 

 

 ・超燃焼システム技術：主に産業部門の有効な熱利用に資する技術の開発 

  ・時空を超えたエネルギー利用技術：主に産業部門と民生部門の間のエネルギーの活用に資す

る技術の開発 

  ・省エネ型情報生活空間創生技術：主に民生部門における高効率な機器の開発 

  ・先進交通社会確立技術：主に輸送部門における高効率な機器・交通システムの開発 

  ・次世代省エネデバイス技術：各分野の省エネルギーに役立つ基盤技術としてのデバイス技術 

 

 ここでは、ベアリング工業に役立つ技術を整理することから、特に「超燃焼システム技術」「時

空を超えたエネルギー利用技術」および照明・空調などの関連から「省エネ型情報生活空間創生技

術」の一部についてその内容を示す。 
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図 2.4.1 経済産業省における今後の省エネ技術開発の体系 

出典：資源エネルギー庁「省エネルギー技術戦略 2008」（2008 年）をもとにみずほ情報総研作成 

 

 

2.4.2 個別技術の内容 

（１）超燃焼システム技術 

 産業部門においては積極的にエネルギーの使用合理化対策が進められてきており、現状の業態に

おける既知の対応策は既に着手されている。更なる効率改善を図るには、従来の発想を超えた抜本

的なプロセスの改善等が必要である。産業分野の中でエネルギー消費比率の上位にある鉄鋼・非鉄、

石油・石化、化学、窯業・セラミックスなどのプロセス産業では化石燃料を燃焼して得た熱エネル

ギーの利用がエネルギー消費の多くを占め、特に、燃焼ガスを加熱に使う場合や蒸気を発生させユ

ーティリティとして使用する場合に、材料や装置の耐熱性等の制限によって燃焼ガスの温度を高く

できないことや、効率的なカスケード利用がなされていないことなどから、無用に廃熱を多く発生

させる結果となっている。 

従って、無為の燃焼利用は 小化したうえで、燃焼工程そのものを 大限高効率化し、生成され

る熱エネルギーを極限まで有効利用することが、産業分野における抜本的なエネルギー使用合理化

／CO2排出量削減につながる。そこで、燃焼利用を可能な限り省いた革新的なエネルギーシステム

実現に向けた技術開発を積極的に進めること、と同時に従来型燃焼とは異なる反応制御型燃焼、熱

ベアリング製造プロセス

に関連する技術開発分野 
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物質再生燃焼やプロセス複合型燃焼など燃焼高度化技術を併せて「超燃焼システム技術」とされて

いる。 

具体的には、大きく分けて、 

 

  ○化石燃料をうまく使う 

    － 適な温度をうまく作る（無駄にエネルギーを使わないなど） 

    － 出来る限り連携する（無駄になってしまいがちなエネルギーを別の箇所で使うなど） 

    － 化学反応をうまく利用する（化学反応の熱を抽出して利用する） 

  ○化石燃料を極力使わない（常温に近い条件での燃焼） 

 

に分かれている。ベアリング製造工場においては、これらのうち、当面は「 適な温度をうまく使

う」（工場内の省エネ）がメインになるものと思われる。次の段階としては、「出来る限り連携する」

（近隣工場との連携）へと進んでいくものと思われる。以下に主に注目される技術を示す。 

 

 

① 適な温度をうまく作る 

「 適な温度をうまく作る」技術には、「燃焼の高度化・複合化技術」「高効率加熱化技術」「高

効率加工技術」が含まれている。高効率加工技術は主に鉄鋼プロセスのための技術であるので、

これを除くと、「燃焼の高度化・複合化技術」と「高効率加熱化技術」が特にベアリング工業に

関係する可能性がある。 

「燃焼の高度化・複合化技術」は、燃焼した熱を上手に利用するための技術であるが、ここに

は高効率炉に関する技術が含まれており、この中には特に炉に関する技術として、低温緩慢燃焼、

酸素富化燃焼が存在し、また上手な燃焼を行うための築炉材としての高温耐熱耐食材料・部材技

術が含まれている。酸素富化燃焼技術は 2020 年頃を目指している技術である。また、高温耐熱

耐食材料の技術はこれを見越して 2015 年前の技術確立を目指している。 

「高効率加熱化技術」は、加熱のプロセスに関する省エネルギー技術にあたるが、このプロセ

スではヒートポンプや電力・電磁気（プラズマ加熱・電気誘導加熱など）を使用した高温状況の

作成があげられている。しかしながら、これらの技術による高温がどの程度の高温までカバーで

きるのかについては、現状ではまだ不明確である。ヒートポンプに関しては、2030 年頃に 120℃

超の温度を実現することとなっている。 

 

② 出来る限り連携する 

（２）に示す「時空を超えたエネルギー利用システム」とも関連するが、出来ている高熱を廃

熱にせず、他の需要へ渡すことを想定した技術（ここでいう技術は産業部門内での連携）である。

現状ではコプロダクション（１つのプロセスで複数の物質を生み出すプロセス技術）やピンチテ

クノロジー（コンビナートなどにおける産業間連携）は、いずれも大型コンビナートのプラント
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などが対象となっている。しかし、ピンチテクノロジー、ネットワークモデル化・設計技術など

は、コンビナート以外でも、工業団地などで十分に活用可能な技術と考えられる。熱エネルギー

に関する連携については、2010 年代前半から実証研究に入ることも予測されており、そのための

要素技術に関する検討は必要となる。 

 
図 2.4.2 超燃焼システム技術の技術マップ 

出典：資源エネルギー庁「省エネルギー技術戦略 2008」（2008 年） 
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（２）時空を超えたエネルギー利用システム技術 

工場のプロセスでは利用されずに廃熱となるエネルギーを、民生分野等へエネルギーを受け渡す

ことによってエネルギー消費の抑制が可能となる。現状では産業分野と民生分野では発生と需要時

間帯や場所、さらにはエネルギーの質と量が異なるために産業廃熱はほとんど民生利用されていな

い。このように、エネルギーの需要と供給とのバランスを図るうえで制約条件となっている「時間」、

「空間（場所）」のミスマッチ（不一致）を解消するための技術がエネルギーの効率的な利用を考

えた上では重要となってくる。 

ミスマッチを解消する具体的な技術としては、エネルギーをうまく蓄える（貯蔵）、うまく運ぶ

（輸送）という観点があげられる。対象となるエネルギーの形態は、「熱エネルギー」、「電気エネ

ルギー」、「化学エネルギー」となり、これらのエネルギーを貯蔵・輸送する技術が想定されている。

「熱エネルギー」の場合は、現状では長距離の輸送や長時間の貯蔵が困難であり、相変化物質や化

学反応利用による潜熱蓄熱やバッチ輸送、蓄熱槽／パイプラインの高断熱化による熱輸送ロスの低

減などの技術が考えられている。「電気エネルギー」については、貯蔵に問題点があり、現状の電

池などの蓄電技術について、その高度化や送電ロス低減が図られる。水素、合成ガス、天然ガスな

どの「化学エネルギー」は、貯蔵・輸送が比較的容易であることから、燃料電池やコージェネレー

ションなどの分散型エネルギー利用技術の革新が期待されるので、これらの連携により、これまで

できなかった化学エネルギーを橋渡しとした他の熱や電気エネルギーの使用合理化の実現を図る。 

また民生部門側においても、ヒートポンプや吸収式冷凍機など「熱エネルギー」の質を高め利用

率を向上する技術や、インバータなどによる電力品質維持技術により太陽光や風力などの「電気エ

ネルギー」の質を高める技術が、より高度な連携に不可欠となる。 

ベアリング工業から見た場合、主に産業側の蓄熱・蓄電・熱輸送技術が重要と思われる。特に熱

処理炉やコンプレッサ、ボイラなどの熱を有効活用する観点からは、ここにあげられる様々な蓄熱

技術が活用可能となる。また、今後、ヒートポンプ給湯や高度氷蓄熱などのシステムにより、自社

内の廃熱をより有効に給湯や空調へ利用可能な技術も研究されている。 
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図 2.4.3 時空を超えるエネルギー利用システム技術の技術マップ 

出典：資源エネルギー庁「省エネルギー技術戦略 2008」（2008 年） 
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（３）省エネ型情報生活空間創生技術 

民生部門では、ライフスタイルの変化に伴ってエネルギー消費が大きく伸びており、今後も加速

することが予測されている。この要因は、空調機器、情報機器、照明機器、自動化機器などの普及

にあり、現在の豊かな生活や十分な便益を維持しつつエネルギーの使用合理化を達成する技術の開

発・導入を始めとする実効的な対策の実施が求められている。 

家庭部門に関しては、重要な課題としては冷暖房、給湯などの熱利用の効率化は従来からあげら

れる。また、全室空調や高度情報化機器増加、大画面テレビ、大型冷凍・冷蔵庫の普及拡大、夜型

生活による照明電力の増加などについては、生活の高度化とエネルギー消費の抑制という、相反す

る課題を満たす技術開発が重要となることを示している。この増エネ要因に対し、自動的にしっか

りと省エネする仕組みとして、人の好みや行動パターンに応じたエネルギー・マネージメントの普

及を促進するなどの積極的な対応が必要になってきている。その際に快適性の向上や見守りや異常

検知など安全性向上のシステムなどとも一体的に取り組み、更なる普及に努めることが重要である。 

また、高齢化社会に関し、介護・自立支援用ベッド、電動車椅子、家庭用昇降機などのロボット

化が進展することも予想され、このような技術の開発も不可欠となっている。さらに、この開発に

即したエネルギー利用技術の開発や、既存のエネルギー供給インフラとの連携・協調技術の開発、

さらにはクラスター型エネルギーマネージメントシシステム（ＣＥＭＳ）を含む面的エネルギー・

マネージメント技術を含む相互連携技術の開発が必要とされている。 

一方、ビルのインテリジェント化や新しい情報ビジネスの拡大等に伴い、通年冷房を行うビルが

拡大し、延べ床面積あたりのエネルギー消費原単位や空調運転時間が増大する傾向にある。このた

め、冷熱源設備機器や空調動力におけるエネルギーの使用合理化対策や建物構造及び機能建材によ

るエネルギーの使用合理化のみでなく、熱需要を増大させている情報機器や照明及びそれらへの電

力供給設備、さらにこれらの機器・設備を構成する半導体などを含む電気・電子部品や動力部品の

発熱低減のようなエネルギーの使用合理化対策や、オンサイト分散型電源・エネルギー貯蔵、ヒー

トポンプ技術の高度有効利用技術開発も重要である。 

ベアリング工業から見た場合はこれらのうち、とくに業務部門における例熱源設備、空調動力、

照明に関連する技術が重要となってくる。図 2.4.3 をみると、特に「快適な空調環境をうまくつく

る」「快適な照明環境をうまくつくる」の２つのプロセスは工場・オフィスの両面で省エネルギー

を果たす上で重要である。 

 

 

① 快適な空調環境をうまくつくる 

空調環境の技術は、大きく分けて「空調」と「給湯」に分かれている。給湯に関してはヒート

ポンプと自然エネルギーという２つの軸があり、これらは 2020 年を目標にさらなる効率化が進

められる。 

空調に関しては、受動的空調としては、ヒートポンプのほかに「自然換気利用」「断熱・遮熱」

「日射遮蔽」「窓の高効率化（遮熱ガラス、日射透過率可変ガラスなど）」「ヒートアイランド対

策」があげられており、現在の技術の高度化が主となっている。一方能動的空調に関しては、高
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効率抜熱技術や吸収・吸着技術・輻射熱技術など、現在の市場ではあまり考えられていない技術

が検討されている。能動的空調に関しては人感センサー、インバータを除くと、2020 年以降の実

現を目指した開発とされている。いずれにしろ、これらの技術により、空調のエネルギー消費の

削減が今後目指されていくことが考えられる。 

 

② 快適な照明環境をうまくつくる 

照明環境の技術は、新たな光源と照明システムの高度化の２つの側面が考えられている。光源

に関しては、従来どおり電力を使用する LED や有機 EL と電気を使用しない蓄光技術などが考え

られている。LED や有機 EL などは実現もしくは実現に近い技術となっており、更なる高効率化

が目指されている。蓄光の技術に関しても、今後 2015～2020 年程度に高度化することが目指さ

れている。また、照明システムについても 2020 年くらいまでに現在とは違う形態の照明システ

ムが実現する可能性があり、これも視野に入れた設備投資が必要と考えられる。 

 

 

 

2.4.3 今後の省エネルギー技術の方向性について 

以上に現在、国で進めている省エネルギーに資する技術開発の内容を示した。 も重要となるイ

ンバータやエアコンプレッサの高度化に関しては、特に関連する技術は無く、自発的な向上が進め

られるものと考えられ、今後の技術開発の焦点は、熱処理技術の向上、廃熱利用にあるものと思わ

れ、熱処理に関しては都市ガスからの燃料転換、廃熱利用については社外への輸送・活用も含めた

検討が進められている。また空調、照明に関しては、現状技術のさらなる高効率化と新たな技術の

開発の両面が存在している。 

新たな技術の開発に関しては、今後の動向次第で、これが実現されるかどうかはまだ不明瞭な状

況であるが、現在すでに見えている有機 EL などは実現が期待され、数年後の普及なども考えられ

る。 
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図 2.4.4 省エネ型情報生活空間創生技術の技術マップ 

出典：資源エネルギー庁「省エネルギー技術戦略 2008」（2008 年） 



 － 49  －

2.5 省エネ技術・取組の導入に役立つ制度の調査 

2.5.1 国等による助成制度 

国等が行っている省エネルギーに関連する助成制度等の内容を整理した。本調査で整理した内容

は以下の通り。 

 

（１）情報源 

本調査においては、下記の情報源に記載された各種制度を対象として整理を行った。なお、下記

の情報源においては、制度を「補助制度」「融資制度等」「税制上の優遇」「地方債」「その他」に分

類して整理が行われている。このうち「地方債」に関しては（２）に示す条件を満たすものがない

ことから、本調査では、「補助制度」「融資制度等」「税制上の優遇」「その他」に分類して整理を行

なった。 

 

【情報源】 

北海道経済部産業立地推進局資源エネルギー課「省エネルギー・新エネルギー関連助成制度一

覧 平成２０年度（１２月１日改訂）」 

 

（２）整理した制度 

本調査においては、上記の情報源に記載された各種制度の中から、次の条件を満たすものを抽出

し、その内容を整理した。 

 

① 省エネルギーに関連するもの 

② 民間企業が対象となるもの 

③ 北海道など一部の地域に限定されないもの 

 

（３）整理項目 

本調査においては、下記の項目に沿って整理を行った。 

 

① 制度名／事業名 

② 事業概要／対象事業等 

③ 制度の対象となる者 

④ 補助率 

⑤ 制度を実施している助成主体 
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①補助制度 

制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 補助率 

助成主体／ 

問い合わせ 

中小企業・ベンチャー

挑戦支援事業（実用

化研究開発事業） 

中小企業者が克服すべき技術的課題の解決のために新規

の考案を行い、開発終了後速やかに当該技術を実施又は製

品化することを目的として行う試験研究（以下、「研究開発」）

に要する経費について補助金を交付するとともに、ビジネス

プランの具体化・実用化に向けたコンサルティング等を一体

的に実施することにより、事業性・新規性の高い技術シー

ズ、ビジネスアイデアを持つ中小・ベンチャー企業等の事業

化を強力に支援する。 

中小企業基本法に基づく中小企業者等 

 

（１）補助方法：直接補助 

（２）補助率：３分の２以内 

（３）補助額：１件当たり１００万円以上２，０００万円以下／件 

経済産業省 

地域新エネルギー・省

エネルギービジョン策

定等事業 

地方公共団体等が新エネルギー・省エネルギーを導入・普

及するに当たって、当該地域におけるその導入・普及を図る

ための「ビジョン策定」を支援することにより、地方公共団体

等の取組みを円滑化し、更に積極的な取組みを全国的に波

及させることにより、新エネルギー・省エネルギーの加速的

な導入・普及を図ることを目的としています。 

（１）地域エネルギービジョン策定調査⇒地方公共団体

（広域地域を含む）、地方公共団体の出資に係る法人 

（２）重点テーマに係る詳細ビジョン策定調査⇒地方公共

団体（広域地域を含む）、地方公共団体の出資に係る法

人 

（３）事業化フィージビリティスタディ調査⇒当該事業を実

施する者 

（１）補助率：定額 

（２）事業期間：単年 

 

独立行政法人新エ

ネルギー・産業技

術総合開発機構 

エネルギー使用合

理化事業者支援事

業（省エネ設備設置

に係るもの） 

事業者が、更なる省エネルギー努力を行う場合に支援す

るものである。さらに、当該事業の実施により投資に対す

る一定の効果を定量的に実証することが可能になること

から、支援プロジェクトの内容を広く普及することによって

他の事業者の一層の省エネルギー努力を促すことが可能

となることを目的としている。 

全業種 

（ただし、ESCO 事業の場合、リース等を利用する場合

は他の条件あり。） 

 独立行政法人新

エネルギー・産

業技術総合開発

機構 
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制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 補助率 

助成主体／ 

問い合わせ 

エネルギー使用合

理化事業者支援事

業（高効率省エネ機

器等設置に係るも

の） 

事業者が更なる省エネルギー努力を行う場合に支援する

もの。さらに当該事業の実施により投資に対する一定の

効果を定量的に実証することが可能になることから、支援

プロジェクトの内容を広く普及することによって他の事業

者の一層の省エネルギー努力を促すことが可能となるこ

とを目的としている。 

①船舶（海上運送事業者(内航(旅客船・貨物船)）、②

自動車（自動車運送事業者または自動車省エネ事業

普及事業者）、③営業倉庫（倉庫業者）、④トラックター

ミナル（自動車ターミナル事業者、一般貨物自動車運

送事業者、貨物利用運送事業者、物流施設省エネ設

備普及事業者）、⑤ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）

（ＥＭＳ普及事業者または自動車運送事業者（トラック、

バス、タクシー等）、⑥鉄道車両（第一種又は第二種鉄

道事業者(機関車を申請する者にあたっては第一種、

第二種ともに貨物運送を行う者に限る。旅客鉄道車両

を申請する者にあたっては人流面のモーダルシフトの

促進に積極的に取り組んでいる者に限る。)）、⑦タクシ

ー（一般乗用旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客

自動車運送事業者からなる事業協同組合又は無線共

同配車センター及び一定箇所以上のタクシー乗り場を

運営・管理している法人）、⑧グリーン物流（貨物自動

車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事業者、海

上運送事業者、港湾運送事業者、倉庫業者及び荷主

その他これらに準じる者）、⑨航空関連設備（航空機の

運航を支援する空港内事業者）、⑩高効率暖房機（法

人格を有する農業団体（農業協同組合、農業生産法人

等）及び農業従事者。）、⑪漁業における省エネルギー

設備等（法人格を有する漁業団体・漁業経営体及び漁

業従事者）。 

補助率：1/3 ただし、１件当たりの上限は５億円 

事業期間：原則単年度事業 

ただし、船舶の建造又は改造、機関車・旅客鉄道車両の製造な

ど事業規模が大きく１年での実施が困難な事業であって、年度

毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出され、NEDO 技

術開発機構が必要と認める場合（原則として補助対象事業費が

１．５億円を超える事業。１．５億円未満の事業については個別

に判断する）、複数年度にわたる事業（以下、「複数年度事業」と

いう。）とすることができる。 

独立行政法人新

エネルギー・産

業技術総合開発

機構 
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制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 補助率 

助成主体／ 

問い合わせ 

住宅・建築物高効

率エネルギーシス

テム導入促進事業

（住宅に係るもの） 

民生部門における省エネルギー推進策として、住宅・建築

物に省エネ性の高い高効率エネルギーシステムを導入

し、性能、費用対効果等の情報を取得しそれを公表するこ

とにより、住宅・建築物に対する省エネルギー意識を高揚

されると共に、住宅・建築物に省エネルギーを抜本的に進

めることを目的とする。 

当該システムを既築、新築、増築又は改築の住宅に導

入する際の住宅の建築主（以下「補助事業者」という。）
補助率：１／３（太陽光等発電の発電システムについては、太陽

光等発電システム以外の補助金の1/4が上限） 

事業期間：単年度事業 

独立行政法人新

エネルギー・産

業技術総合開発

機構 

住宅・建築物高効

率エネルギーシス

テム導入促進事業

（建築物に係るも

の） 

民生部門における省エネルギー推進策として、住宅・建築

物に省エネ性の高い高効率エネルギーシステムを導入

し、性能、費用対効果等の情報を取得しそれを公表するこ

とにより、住宅・建築物に対する省エネルギー意識を高揚

されると共に住宅・建築物に省エネルギーを抜本的に進

める。 

民生部門における省エネルギー推進策として、住宅・

建築物に省エネ性の高い高効率エネルギーシステム

を導入し、性能、費用対効果等の情報を取得しそれを

公表することにより、住宅・建築物に対する省エネルギ

ー意識を高揚されると共に住宅・建築物に省エネルギ

ーを抜本的に進める。 

補助率：１／３ 

事業期間：原則単年度事業 
独立行政法人新

エネルギー・産

業技術総合開発

機構 

住宅・建築物高効

率エネルギーシス

テム導入促進事業

（ＢＥＭＳ導入支援

事業） 

建築物における省エネルギーを抜本的に進めるとともに、

建築物の運用段階における省エネルギー対策としてＢＥ

ＭＳ（ビルエネルギーマネジメントシステム）を導入し、運

転を 適化するとともに管理者に対する判断材料を提供

することにより、民生部門におけるエネルギー源単位の管

理意識を高め、適切に管理・制御することによって総合的

な省エネルギーを進めることとする。 

ＢＥＭＳ等を既築、新築、増築又は改築の民生用の建

築物に導入する際の建築主等（所有者）、ＥＳＣＯ（シェ

アードセイビングス）事業者、エネルギー管理事業者、

リース事業者（以下「補助事業者」という）。 

補助率：１／３ 

１件当たりの上限は１億円。ただし、経費区分（設計費、設備費、

工事費、諸経費）のうち、工事費への補助金の上限は、①2,700

万円、②機器の製造・購入等に要する費用の35％、③実際の工

事費のうちいずれか 小額の1/3とする。 

事業期間：原則単年度事業 

独立行政法人新

エネルギー・産

業技術総合開発

機構 
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制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 補助率 

助成主体／ 

問い合わせ 

住宅・建築物高効

率エネルギーシス

テム導入促進事業

費補助金（資源エネ

ルギー庁） 

我が国の民生業務部門のエネルギー需要は、一貫して増

加してきており、ＣＯ２削減、省エネルギー対策が喫緊の

課題となっている。民生部門において大きなエネルギー

需要を占める空調分野においては、大きな省エネルギー

効果の得られるヒートポンプ技術を用いた高効率空調機

の普及が始まり、今後一層の普及を目指す必要がある。

このような背景を踏まえ、省エネルギー意識を高揚させる

ため、個々に高い省エネルギー性が認められ、かつ政策

的に導入促進を図るべき建築物等の高効率空調機導入

に対して支援を行うことで、総合的な省エネルギー対策を

実施する。 

建築物等に高効率空調機を設置・所有しようとする申

請者 
（１）補助対象機 

①当該事業で導入する機器単体の冷房(冷却)能力が２８ｋＷ以

上であること。 

②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 

③エネルギー消費効率(ＣＯＰ)を一次エネルギー換算した値

が、下記表の数値以上であること。 

 

（２）補助率：補助金額は、補助対象経費の１／３（上限あり） 

有限責任中間法

人日本エレクトロ

ヒートセンター 

エネルギー多消費

型設備天然ガス化

推進補助事業（資

源エネルギー庁） 

石炭、石油等の燃料を原油換算で５０Kℓ ／年以上使用す

る工業炉、ボイラ等の燃焼設備を、天然ガスを主原料とす

るガスへ燃料転換した事業者に対し、その設備変更等に

要する経費（設備改造費、設備更新費、設計費等）の一部

を補助する。 

全業種 １／３以内（１事業当たり１．８億円を上限とする） 有限責任中間法

人都市ガス振興

センター 
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制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 補助率 

助成主体／ 

問い合わせ 

高効率給湯器導入

促進事業費補助金

（資源エネルギー

庁） 

現在、我が国のエネルギー消費量の約１／４を占める民

生部門（家庭用、業務用）のエネルギー消費は、産業部門

と比較して高い伸びを示しており、民生部門における抜本

的な省エネルギー対策の推進が喫緊の課題となってい

る。 

さらに、平成１４年３月、地球温暖化対策推進本部が決定

した地球温暖化対策推進大綱によれば、民生部門の確実

な省エネルギー対策の実施が明示され、その主要対策の

一つとして「従来エネルギー効率の改善が進んでいなか

った給湯分野について高効率給湯器の市場への円滑な

導入に向けた支援の実施」が掲げられた。 

そのため、個々に高い省エネルギー性が認められ、かつ

政策的に導入促進を図るべき住宅・建築物用の機器であ

る高効率給湯器の導入に対して幅広く支援を行うことで、

普及促進を図り、民生部門における総合的な省エネルギ

ー対策を実施する。 

日本エレクトロヒートセンターが指定したＣＯ２冷媒ヒー

トポンプ給湯器を住宅・建築物等に導入する者 
（１）補助対象給湯器 

ＣＯ２冷媒を使用し、「製造事業者等」からの申請に基づき、平

成２０年度補助対象給湯器として指定されたＣＯ２冷媒ヒートポ

ンプ給湯器 

（２）補助金額（定額） 

 

有限責任中間法

人日本エレクトロ

ヒートセンター 

高効率給湯機器導

入支援事業（潜熱

回収型給湯器）（資

源エネルギー庁） 

個々に高い省エネルギー性が認められ、かつ政策的に導

入促進を図るべき住宅・建築物用の機器である高効率給

湯器の導入に対して幅広く支援を行い、省エネ性に優れ

た潜熱回収型給湯器の導入を促進することを目的とす

る。 

潜熱回収型給湯器を導入しようとする者 高効率給湯器導入支援事業（潜熱回収型給湯器）補助金 

（平成20年度分） 

 

＜補足説明＞ 

１．機器分類金額：機器分購入価格が、従来機器の基準額未満

の場合、補助金交付対象外とする。 

２．特殊工事分補助金額：特殊工事費（ドレン配管に係る工事

費）が、特殊工事分補助金額未満の場合、特殊工事費を補助金

額とする。ただし、特殊工事費分補助金額を上限とする。 

３．上記の機器分補助金額と特殊工事分補助金額の合計を補

助金額とする。 

有限責任中間法

人都市ガス振興

センター 
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制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 補助率 

助成主体／ 

問い合わせ 

高効率給湯機器導

入支援事業（ＬＰガ

スを燃料とする潜

熱回収型給湯器）

（資源エネルギー

庁） 

個々に高い省エネルギー性が認められ、かつ政策的に導

入促進を図るべき住宅・建築物用の機器である高効率給

湯器の導入に対して幅広く支援を行い、省エネ性に優れ

た潜熱回収型給湯器の導入を促進することを目的とす

る。 

潜熱回収型給湯器を導入しようとする者 高効率給湯器導入支援事業（潜熱回収型給湯器）補助金 

（平成20年度分） 

 
＜補足説明＞ 

１．機器分類金額：機器分購入価格が、従来機器の基準額未満

の場合、補助金交付対象外とする。 

２．特殊工事分補助金額：特殊工事費（ドレン配管に係る工事

費）が、特殊工事分補助金額未満の場合、特殊工事費を補助金

額とする。ただし、特殊工事費分補助金額を上限とする。 

３．上記の機器分補助金額と特殊工事分補助金額の合計を補

助金額とする。 

日本ＬＰガス団

体協議会補助受

託事業室 

高効率給湯器導入

支援事業補助金

（ガスエンジン給湯

器）（資源エネルギ

ー庁） 

従来エネルギー効率の改善が進んでいなかった給湯分

野における省エネルギー対策の推進を目的として、ガス

エンジン給湯器の導入者に、その費用の一部を補助する

ものとする。 

ガスエンジン給湯器を導入しようとする者 

＜補足説明＞ 

１．機器分類金額 

機器分（ガスエンジンユニット＋貯湯ユニットの合計）購入価格

が、従来機器の基準額未満の場合、補助金の交付対象外とす

る。 

２．特殊工事分補助金額 

特殊工事費（基礎＋据付＋ドレン配管工事合計）が、特殊工事

分補助金額未満の場合、特殊工事費を 

補助金額とする。ただし、特殊工事分補助金額を上限とする。 

３．上記の機器分補助金額と特殊工事分補助金額の合計を補

助金額とする。 

有限責任中間法

人都市ガス振興

センター 
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制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 補助率 

助成主体／ 

問い合わせ 

高効率給湯器導入

支援事業補助金（Ｌ

Ｐガスを燃料とする

ガスエンジン給湯

器）（資源エネルギ

ー庁） 

省エネルギー、ＣＯ2 削減の視点からエネルギー効率が

高い、高効率給湯器ガスエンジン給湯器を、政策的に民

間部門に導入するための支援を行う。 

ガスエンジン給湯器を導入しようとする者 補助金：定額（機器費＋特殊工事費） 

・５ｋＷ～１０ｋＷ未満の４分類機器で機器指定品を設置するこ

と。 

・機器費： １００千円～６６９千円 

・特殊工事費： ３８千円～ ６６千円 

日本ＬＰガス団

体協議会 

高効率給湯器導入

支援事業（石油を燃

料とする潜熱回収

型）（資源エネルギ

ー庁） 

本補助事業は、平成２０年度から開始され、潜熱回収型石

油給湯器（エコフィール）の導入を促進することで、民生部

門での省エネルギーとエネルギーの高効率利用を促進

し、もってエネルギーの安定的かつ適切な需給構造の高

知を図ることを目的とする。 

石油連盟が指定した潜熱回収型石油給湯器（エコフィ

ール）を導入・設置するもの。 
・補助対象給湯器を導入・設置し、６年間以上使用すること。 

・補助対象給湯器とは、潜熱を回収するための熱交換器を備え

ており、熱効率が９０％以上の石油（灯油）を燃料とする給湯器

で、石油連盟が指定したもの。 

・ 補助対象給湯器とは、補助金交付対象給湯器を指定した

ものであり、個々の給湯器の性能を保証したものではな

い。 

石油連盟基盤整

備室エコフィー

ル導入促進チー

ム 

天然ガス型エネル

ギー面的利用導入

モデル事業費補助

金（資源エネルギー

庁） 

都市のエネルギーを改善し、省ＣＯ２型の地域づくりを促

進するため、エネルギーの効率の向上、エネルギー源の

多様化に寄与する天然ガスコージェネレーションと、その

排熱利用率の向上が図れる熱の融通を組み合わせた省

エネルギー効果、ＣＯ２削減効果の高い天然ガス型エネ

ルギー面的利用システム（以下、「本システム」という。）を

建築物に導入する場合に、その事業に要する経費の一部

を補助する。 

本システムを建築物に導入しようとする事業者（地方

公共団体を含む） 
１／３以内（１事業あたり２億円を上限とする） 有限責任中間法

人都市ガス振興

センター 
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制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 補助率 

助成主体／ 

問い合わせ 

先導的負荷平準化

機器導入普及モデ

ル事業費補助金

（資源エネルギー

庁） 

負荷平準化に取り組む先導的モデル事業を展開し、ピー

クシフト効果、ピークカット効果、コスト削減効果等を実測・

公表することにより、負荷平準化の重要性、負荷平準化

機器の有効性を広くＰＲする。 

（１）新設又は既設の工場・事業所における定格出力が

２５０ｋＷ以上の電力貯蔵用二次電池（ＮＡＳ電池・レド

ックスフロー電池・鉛蓄電池等）、又は、蓄熱式空調シ

ステム（セントラル空調方式）を導入しようとする事業 

（２）単年度事業であること。 

（３）本システム導入後、事業者自ら普及啓発活動を行

うこと、３年間継続して導入効果に関する報告が可能で

あること。 

１／３以内 財団法人ヒート

ポンプ・蓄熱セ

ンター 

自動車燃料消費効

率改善システム導

入促進事業費補助

金 

（資源エネルギー

庁） 

自動車における省エネルギーの有効な手段であるアイド

リングストップを確実に実施させるアイドリングストップ自

動車の普及を図る。 

個人・法人・自治体 補助率：アイドリングストップ機能を有さないベース車両との価

格差の１／２を上限として補助。または後付アイドリングストップ

装置の定価価格の１／２を上限として補助。ただし、値引きがあ

った場合にはその比率に応じて減額。 

財団法人省エネ

ルギーセンター

アイドリングスト

ップ支援プロジ

ェクト室 

ＬＰガス自動車等導

入促進事業（資源

エネルギー庁） 

ＬＰガスの流通の合理化、安定かつ低廉な供給の確保及

び環境対策に資することを目的に、日本ＬＰガス協会が、

経済産業省からの補助を受けて、省エネルギー型ＬＰガ

ス自動車の導入及びＬＰガス自動車用燃料供給施設の設

置を促進する。 

個人・法人・自治体 補助対象経費の１／２または下記の補助金限度額の何れか低

い額。 

区分補助金交付限度額 

省エネルギー型ＬＰガス自動車３００千円／台 

燃料供給施設３０，０００千円／ヶ所 

(注)補助金には、消費税及び地方消費税を含まない。 

日本ＬＰガス協

会技術グループ 
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制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 補助率 

助成主体／ 

問い合わせ 

環境対応型高効率

業務用ボイラ等導

入効果実証事業 

本事業は、平成１７年度から開始され、環境対応型高効率

業務用ボイラ等（従来品と比較し省エネルギー効果が高

く、かつＮＯx 排出抑制効果の高い油焚き（Ａ重油、灯油）

の小型貫流ボイラ及び温水発生機）を導入することで、石

油製品の適正な需要構造を維持するとともに、省エネル

ギーやＮＯx 排出削減等の環境負荷の低減効果を検証す

ることを目的とする。 

この事業では、環境対応型高効率業務用ボイラ等を導

入し、その導入効果を検証する者（モニター実施者）へ

補助対象機器購入費用の一部について補助金を交付

する。補助金を交付されたモニター実施者は、ボイラ等

の設置後３年間、その運転状況等に関するデータを計

測し、石油連盟へ報告（年１回）する義務を負う。 

（１）補助率：補助対象となる経費の１／５または上限額のいず

れか低い額 

（２）上限額 

（小型貫流ボイラ） 

・換算蒸気発生量：1000kg/h以上2000kg/h未満のものは１缶

体あたり100万円 

・換算蒸気発生量：2000kg/h以上のものは１缶体あたり140万

円 

（温水発生機） 

・定格出力：348kW以上581kW未満のものは１缶体あたり50万

円 

・定格出力：581kW以上（伝熱面積10㎡未満）のものは１缶体あ

たり70万円 

（３）モニター事業（検証データの石油連盟への報告） 

1)期間：ボイラ等の稼働開始日より３年間 

2)報告回数：各年１回 

3)報告対象データ項目：①燃料消費量（年間使用量） 

②ボイラ効率（各年に１回実測） 

③排ガスＮＯx濃度（各年に１回実測） 

④年間稼働時間（定格負荷をベースに算出）等 

＊石油連盟は、検証データを集計・解析し、報告書を経済産業

省へ提出 

＊検証データの報告がなされない場合は、補助金の返還等が

請求される 

（４）公募期間：平成２０年度は、平成２０年４月１日より公募を開

始（予算に達するまで） 

（５）事業期間：本補助制度は、平成１７年度から平成２１年度の

５カ年の予定 

石油連盟基盤整

備・汚濁対策部

基盤整備室 
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②融資制度等 

制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 金利／融資比率／融資条件等 

助成主体／ 

問い合わせ 

地球環境対策融資 地球温暖化対策の促進に向け、省エネルギー対策

の推進事業、新エネルギー・自然エネルギー開発、

環境対策を講じた建築物の整備、面・ネットワーク対

策による省ＣＯ２対策事業、液化ガス発電の高効率

化ならびに天然ガス導入の促進、京都メカニズムの

活用等により、地球環境の保全、資源エネルギーの

有効利用、生活環境の保全、環境負荷低減型エネ

ルギー供給構造の構築等を図ることを目的とする。

株式会社 等 【金利】：政策金利Ⅰ 

以下に該当するものは政策金利Ⅱ 

・（１）①ア、イ事業のうちエネルギー対策特別会計からの利子補

給を受け、かつＥＳＣＯ事業・ＥＳＰ事業として行われる事業 

・（１）②のうちエネルギー対策特別会計から利子補給を受ける

もの又はＥＳＣＯ事業・ＥＳＰ事業として行われるもの又はエネル

ギー使用効率が２０％以上向上するもの 

・（１）③④事業のうちエネルギー対策特別会計からの利子補給

を受けるもの 

・（１）⑤エのうちエネルギー対策特別会計からの利子補給を受

けるもの 

・（２）①のうち平成１６年度末までに着工した事業 

・（４）のうち温室効果ガス削減効果が８％以上と試算される事業

のための資金 

・（５）①につき平成20年9月末までは政策金利Ⅱ 

・（６）①につき平成20年9月末までは政策金利Ⅱ 

・（７）出資に限る 

【融資比率】 

（１） 事業費の５０％以内（ただし、①オについては４０％以内） 

（２）～（５） 事業費の４０％以内 

（６） 事業費の５０％以内（ただし、①について三大都市圏の１０

０万戸以上の需要家に対して都市ガスを供給する一般ガス事

業者は４０％。②アについては４０％以内） 

（７） 出資に限る 

【融資期間】：耐用年数等勘案 

日本政策投

資銀行 
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制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 金利／融資比率／融資条件等 

助成主体／ 

問い合わせ 

環境配慮型経営促

進融資 
企業の環境に配慮した取組の支援、環境金融の活

性化、化学物質の自主的な管理改善、環境面に配

慮した石油の生産・供給機能の整備を促進すること

により、環境配慮型の産業基盤整備及び環境保全

を図ることを目的とする。 

株式会社 等 【金利】：政策金利Ⅰ 

以下に該当するものは政策金利Ⅱ 

・（１）のうちランクＡの企業 

・（４）のうち超クリーン燃料を製造する事務所、同燃料を取り扱

う油槽所等において実施されるもの（平成20年9月末まで） 

以下に該当するものは一般金利 

・（１）のうちランクＣの企業 

・（２）（３）に該当する事業 

【融資比率】 

事業費の５０％以内（ただし（３）については事業費の４０％以内）

【融資期間】：耐用年数等勘案 

日本政策投

資銀行 

環境エネルギー対

策資金 
中小企業者の石油代替エネルギーの利用及びエネ

ルギーの有効利用を促進する。 
中小企業金融公庫法第２条に定める中小企業者であって次

に掲げるもの 

（１）石油代替エネルギーを使用するために必要な設備を設

置するもの 

（２）ガス事業法第２条第２項に規定する一般ガス事業者であ

って、石油代替エネルギーを供給するもの 

（３）省エネルギーに資する設備を設置するもの 

【融資条件等】 

（１）融資方法証書貸付 

（２）融資額直接貸付：７億２千万円以内（特利限度額２億７千万

円） 

代理貸付：１億２千万円以内 

（３）利率特別利率①、特別利率②、特省エネ利率Ｂ、特代エネ

利率、基準利率の中から融資条件等により適用 

（４）融資期間１５年以内（据置期間２年以内） 

（５）返済方法２ヶ月毎の割賦償還 

（６）担保・融資相当額の担保が必要 

・ただし、直接貸付において一定の要件を満たす場合には、事

業の見通しを考慮し、担保の免除または一部免除が受けられる

制度もある。 

（７）保証人・保証人（経営責任者の方）が必要 

・ただし、直接貸付のおいて、経営責任者の方が信頼でき、当

公庫が適切と認める財務制限条項を含む特約を締結する等、

一定の要件を満たす場合については、経営責任者の方の個人

保証を免除する制度もある。 

日本政策金

融公庫 
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制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 金利／融資比率／融資条件等 

助成主体／ 

問い合わせ 

環境・エネルギー対

策資金（省エネルギ

ー関連） 

省エネルギー設備の導入を促進する。 省エネルギー設備の導入を図る中小企業者 【融資条件等】 

（１）融資額：７，２００万円以内 

（２）利率：お使いみち、ご返済期間により異なりますので、各支

店にお問い合わせ下さい。 

（３）融資期間：１５年以内（据置期間２年以内） 

（４）保証人・担保：ご融資に際して保証人、担保（不動産、有価

証券等）などについては、お客様のご希望を伺いながらご相談

させていただきます。 

日本政策金

融公庫 

フラット３５Ｓ（優良

住宅取得支援制

度） 

地球温暖化対策等の住宅施策上の課題に対応した

住宅の供給を促進するため、住宅金融支援機構が

定める断熱性・耐久性などの技術基準に適合する

一定の質が確保された住宅の取得を支援し、民間

金融機関が長期固定の住宅ローンを融資する。 

住宅金融支援機構で定める基準（収入等）を満足する個人

で、フラット３５Ｓの受付期間中にフラット３５Ｓの申込みがで

きる金融機関に借入れの申込みを行った方 

【融資条件等（平成20年11月時点）】 

次のいずれか１つ以上の基準に適合していることを証明する適

合証明書の交付を受けた住宅で、機構の定める受付期間内に

金融機関へ申込みをした場合は、当初５年間の融資金利を

0.3％優遇する。 

ア）省エネルギー性に優れた住宅：省エネルギー対策等級４の

住宅 

イ）耐震性に優れた住宅：耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２

以上又は免震建築物 

ウ）バリアフリー性に優れた住宅：高齢者等配慮対策等級３以上

の住宅 

エ）耐久性・可変性に優れた住宅：劣化対策等級３、かつ維持管

理対策等級２以上の住宅（共同住宅等については、一定の更新

対策が必要） 

※ 平成 20 年 11 月時点において、来年度以降のフラット３５Ｓ

の実施内容は未定。 

住宅金融支

援機構 
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③税制上の優遇措置 

制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 金利／融資比率／融資条件等 

助成主体／ 

問い合わせ 

エネルギー需給構

造改革投資促進税

制（エネ革税制）（国

税） 

エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場

合の特別償却又は法人税額（所得税額）の特別控

除 

個人及び法人のうち青色申告書を提出する者 

 

対象設備（全て告示で指定されている）を取得し、その後１年以

内に事業の用に供した場合に、次のいずれか一方を選択でき

る。ただし、税額控除の適用は中小企業者等※に限る。 

※大企業の子会社等を除く資本金１億円以下の法人または資

本・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。

個人事業者においては従業員数が1,000人以下のもの。 

①基準取得価額（計算の基礎となる価額）の７％相当額の税額

控除 

②普通償却に加えて基準取得価額の３０％相当額を限度として

償却できる特別償却 

経済産業省 

国土交通省 

 

 

④その他（アドバイザーの無償派遣） 

制度名／ 

事業名 
目的（事業概要／対象事業等） 補助対象者 金利／融資比率／融資条件等 

助成主体／ 

問い合わせ 

地域 適エネルギ

ー需給システムア

ドバイザー制度 

排熱の有効利用、未利用エネルギー等を活用した

地域熱供給事業の導入、実施に当たり、要望に応じ

て熱供給のスペシャリストチームをアドバイザーとし

て無償で派遣し、事前調査、構想、設計、供給開始

後の設備維持まで計画のどの段階からでも、各段

階で、情報の提供、助言、技術の紹介などの支援を

行い、未利用エネルギー等を活用した熱供給事業

の促進を図る。 

地方自治体、公共団体及び排熱の有効利用、未利用エネル

ギー等を活用した熱供給事業を行おうとする事業者 

 

社団法人日

本熱供給事

業協会 
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2.5.2 金融機関等による融資制度 

（１）環境に配慮した事業者を評価するもの 

金融機関等が行っている環境に配慮した事業者を優遇する融資制度等の内容を整理する。 

現状での以下の資料は、対象となる事業者を整理したものだが、加えて制度の概要や融資の内容

などについても触れる予定。 

 

 対象となる事業者 
日本政策投資銀行 
「環境配慮型経営促進事業」 

・独自の環境格付け手法を活用 

みずほ銀行 
「みずほエコスペシャル」 

・環境配慮活動を行っている企業だけではなく、今後取り組みを予定し

ている事業者 
・ISO14001 の取得、環境報告書の発行等の他、みずほ銀行独自の「環境

チェックリスト」で一定以上の基準を満たした事業者 
三菱東京 UFJ 銀行 
ビジネスローン「融活力」 

・IS0 14001 認証を取得した事業者 
・エコアクション 21 の認証・登録を取得した事業者 

静岡銀行 
「エコサポート・ビジネスロ

ーン」 

・グリーン経営認証コロジー・モビリティ財団が認証する交通・運輸事

業者向け規格）など業種ごとの環境に対する規格を認証された事業者

・下請企業で発注メーカーの要求する EMS を構築した事業者 
・ISO14001 を網羅した独自の EMS を構築した事業者 
・「環境報告書」「環境プランナー報告書」など第三者認証を受けた報告

書を提出している事業者 
京都銀行 
「京銀エコ・ローン」 

・KES（京都･環境マネジメントシステム・スタンダード）の認証を取得

した事業者 
・ISO14001 の認証を取得した事業者 
・エコアクション 21 の認証を取得した事業者 
・国や自治体等から、環境に配慮した経営について認証・認定・表彰を

受けた事業者 
・資金使途において環境保護（（京都議定書で定められた温室効果ガスの

排出の抑制等に寄与する取り組みなど）への対応を実施する事業者 
商工中金 
「環境配慮に取組む事業者

に対する総合支援策」 

・3R（リデュース･リユース･リサイクル)に取組む事業者 
・廃棄物の適正処理に取り組む事業者 
・大気・水質汚染物質の排出抑制に取り組む事業者 
・「RoHS 指令」や「PRTR 制度」に対応し、特定化学物質の排除や管理

体制の整備に取り組む事業者 
・土壌汚染防止に取り組む事業者 
・省エネルギー、新エネルギーの利用に取り組む事業者 
・環境配慮型経営に係る第三者認証等を取得した事業者 

（資料）各種資料をもとにみずほ情報総研作成 
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（２）環境に配慮した事業を評価 

金融機関等が行っている環境に配慮した事業を優遇する融資制度等の内容を整理する。 

現状での以下の資料は、対象となる事業を整理したものだが、加えて制度の概要や融資の内容な

どについても触れる予定。 

 

 対象となる事業 
三菱東京 UFJ 銀行 「環境ファンド」：新エネ・省エネ・リサイクルなど国の補助金事業 

「環境ファイナンス」：国の補助金対象外の環境保全事業 
大垣信用金庫 
「だいしんニュー環境改善

資金」 
 

・エコステージ・ISO など認証取得費用 
・生ゴミ処理機、ダイオキシン未発生の焼却炉、エコカーの購入（ディ

ーゼル車のディーゼル規制認定車購入及び修理費も含む）等 
・事業用電化機器（空調、給湯、厨房）導入に要する資金（工事費、運

転資金）等 
・環境保全に役立つと判断した資金の利用者 

（資料）各種資料をもとにみずほ情報総研作成 
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３．ベアリング製品の省エネルギーへの貢献度に関する定量的評価 

 ベアリングは、自動車や家電製品、産業機械など多種多様な製品に使用され、機械にはなくては

ならない基幹部品となっている。ベアリングは、多種多様な製品に対し、作業効率の向上を実現し、

摩擦を軽減することで、エネルギー消費低減、耐久性の向上などに多大な貢献をしていることは周

知の事実といえる。 

 一方、昨今、企業の CSR 活動においては、企業内部の環境対策のみならず、各企業が販売して

いる製品・サービスが家庭や産業・業務の分野の環境負荷削減につながっていることをアピールす

るケースが増えている。また、製品・サービスの省エネルギー効果をもとにした CO2排出量の排出

権取引なども検討が進められている。 

 これらの製品・サービスによる社会貢献については、自動車や家電製品といった主に 終製品を

提供している企業にとっては評価しやすい指標であるが、ベアリングなど機械部品を製造している

企業にとっては、その部品自体が、エネルギーを消費するものでは無く、また、 終製品の省エネ

ルギーに対する寄与度を測りにくいこともあり、評価やアピールがしにくいというのが現状である。

ベアリング関連の各社においては、個別の条件を想定した評価を実施し、それらの妥当性に関する

検討も社内で行われている状況であるが、一般社会に受け入れられるような条件作り・検討には至

っていない。 

 ここでは、このような状況に鑑み、 終製品の省エネに対するベアリングの貢献度を定量的に評

価する方法を検討し、算定手法の確立を目標として検討を行った。検討にあたっては、まず、評価

を行う対象をいくつかに絞り、その対象の個別について定量評価の検討を行った。なお、本検討に

おける結果については、多くの仮定を含んでおり、今後これらの検討結果をもとに、詳細な確認・

検討が必要と考えられる。 

 

 

3.1 定量的評価の対象 

 ベアリングは、可動部分を有するあらゆる機械製品にとってなくてはならない部品であり、その

用途や使用されている製品は、多岐にわたっている。ベアリングによる 終製品の CO2排出量削減

効果を算定する場合には、使用用途が多岐にわたっているため、厳密には、すべての対象製品ごと

に算定方法を検討し、算定を行うための基礎情報を整理する必要がある。本調査では、検討を行う

にあたり、それらのうち、まず主要な利用製品を抽出し、その使用用途先について、計算方法を検

討することとする。その上で、他の用途先への応用を含めた、ベアリング製品による CO2排出量削

減効果の算定方法の課題などを抽出するものとした。 

主要な用途先を設定する上では、ベアリング利用量の多い分野及びエネルギー消費削減効果の大

きい分野を選定するものとし、以下では用途別の需要量と、日本の分野別のエネルギー消費量につ

いて整理を行った。 
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3.1.1 対象製品選定の背景 

（１）ベアリング製品の需要 

 以下に年度ごとの軸受工業の受注額推移を示す。ベアリングは海外まで含め、過去 5 年間、6,000

億円～7,000 億円の受注があり、このうち国内の需要が約 2/3 を占めている。国内受注のうち代理店

を仲介するものを除くと、99%以上が製造業への納品となっており、ベアリングの用途先が工業製

品に特化していることがわかる。 

製造業の分野別では自動車工業が も多く、2007 年度では国内の総需要の 60%以上を占めてい

る。これにつぐのは一般機械工業、電気機械工業、鉄鋼業となっており、自動車部門を含めたこの

４部門で国内需要の 95%以上を占めている。これらのことから主要部門としては、自動車工業、機

械工業（一般・電気）、鉄鋼業が主要な用途先と考えられる。 

 

表 3.1.1 軸受製造業の受注実績の推移 

年度 2003 2004 2005 2006 2007 

     受注額[百万円] 

紙パルプ工業 323 381 580 846 876

鉄鋼業 6,178 6,655 9,236 10,662 9,663

非鉄金属 604 724 325 148 221

一般機械 82,025 92,073 96,767 100,702 105,324

電気機械 17,203 17,019 16,347 18,035 17,154

自動車工業 246,258 262,026 275,514 288,410 306,918

造船業 989 1,003 996 1,006 1,000

その他輸送機械工業 1,454 2,292 5,233 7,608 7,464

精密機械 3,224 3,541 3,784 4,511 4,580

その他製造業 1,840 1,749 3,826 1,592 1,333

製
造
業 

計 360,116 387,471 412,923 434,166 455,412

非製造業計 4,123 4,722 4,487 4,667 4,409

民
間
需
要 

計 364,239 392,193 417,410 438,833 459,821

官公需要計 7 6 7 230 330

代理店 44,817 48,781 41,381 37,740 37,347

国
内
需
要 

計 409,063 440,980 458,798 476,803 497,498

海外需要計 192,882 201,644 196,734 199,928 241,636

受注額合計 601,945 642,624 655,532 676,731 739,134

  出典：内閣府「機械受注統計」 
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図 3.1.1 軸受製造業の受注額の推移 

（一般機械、電気機械、自動車工業以外の製造業は全てその他製造業とした） 

 

 

 ①自動車の用途について 

 自動車用のベアリングは１台の自動車に１００以上ものベアリングが使用されていると言わ

れ、自動車用の中でも、さまざまな種類、用途に分割される。主な用途でも、駆動伝達系のデフ

ァレンシャルギアやトランスミッション、アクスル、エンジン部分のロッカーアームやウォータ

ポンプ、オルタネータなどのエンジン補機などに多く使用されている。それらの用途では、それ

ぞれ異なる種類のベアリングが利用されており、自動車用途の中でも、個別用途ごとに効果の算

出を検討する必要がある。 

 

 ②機械工業の用途について 

 多種多様な機械が存在する機械工業においては、製造業の製造機械に使用されるものや一般消

費者が利用する機器への利用など利用先が多岐にわたる。また、エネルギー消費量の削減効果の

量は、製品のエネルギー消費量により変わってくることから、削減効果の検討については、製品

種類別に検討することが必要となる。 

 また、一部の医療機器にも使用されるほか、風力発電機ではベアリングが大きな機能を果たし

ている。 
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（２）国内のエネルギー消費量の推移 

 国内のエネルギー消費量の推移を以下に示す。日本国内のエネルギー消費量は、産業部門が日本

全体の 45%を占めており、もっとも多い。ただし産業部門は、1990 年以降はほとんど増大してお

らず、やや微減になっている。一方、民生部門と運輸部門は 1990 年から大きく増大しており、こ

れらの部門におけるエネルギー消費量の削減が大きな問題となっている。また、産業部門について

は、部門別では、特に鉄鋼・化学工業・セメント・紙パルプといった素材産業でのエネルギー消費

量が多く、これらの分野の熱エネルギーの削減が重要な課題となっている。しかしながら、これら

のエネルギー消費の多くは溶解・溶融などの炉に使うエネルギー消費量であり、ベアリングが関係

するような機械設備でのエネルギー消費はメインではない。 

以上のようにエネルギー消費量の観点から見ると、自動車、産業、民生業務、民生家庭の各部門

とも、ベアリングにより、その影響度に大きな差があるものとはいえない。 

 

 

 

図 3.1.2 日本の 終エネルギー消費量の推移 

出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 
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3.1.2 対象分野の選定 

 3.1.1 より、ベアリングの主要な利用先として も大きいのは、自動車工業であり、次いで機械工

業となっている。自動車に関しては自動車製品への利用であり、機械工業では、産業用機器への利

用が多いものと考えられる。また、エネルギー消費量の観点からは、産業部門でのエネルギー消費

量が大きく、ついで運輸部門となっているが、いずれの部門においてもエネルギー消費量が大きい

のは、炉や内燃機関などの熱エネルギーを使用するプロセスと考えられる。 

したがって、対象分野としては、エネルギー消費量の観点を考慮せず、需要の観点から考えるこ

ととした。対象分野は、第一に自動車分野があげられる。これに次ぐのは一般機械であるが、この

うち、特に産業用機器を選択した。電気機械は産業用、業務用、家庭用を含むものとなる。ただし、

家電機器については、冷蔵庫などでは、滑り軸受けが主流であることから、対象としないものとし

た。 

これらのことから、本調査では、対象として以下の分野について個別に考えるものとする。なお、

風力発電機に関しては、環境への貢献度の大きい設備であり、その機器効率に対し、ベアリングが

大きな影響を及ぼしていることから、特別に対象と考えた。 

 

【対象製品分野の候補】（斜体は要検討） 

① 移動体（自動車／輸送機械） 

・自動車（１台に多種多数の製品が使用されているので、その整理が必要） 

  → トランスミッションを対象とする 

② 固定機器（産業機械／医療機器） 

・CT スキャナ装置 

③ 発電機 

・風力発電機（ベアリングの貢献が大きい） 

 

 

3.1.3 対象とする指標 

 算定する環境負荷としては、現在 も注目度が高く、算定事例の多い、省エネルギー効果、CO2

排出量削減効果を想定する。なお、効果を算定する範囲については、算定対象とする技術開発の効

果により、使用段階のみの省エネ効果とするか、製品製造を含めたライフサイクル全体とするかを

検討することとした。 
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3.1.4 対象となる技術開発要素 

 ベアリングの技術開発要素のうち、 終製品の省エネ性能に影響を及ぼす効果として、静止して

いる機器については、トルク低減、自動車などの輸送機械に関しては、トルク低減に加えて、軽量

化があげられる。また、製品使用段階のエネルギー消費量には関連しないが、製品製造までを含ん

だライフサイクルの観点からは耐久性向上（長寿命化）が考えられる。 

 本調査では、ベアリングの低トルク化、軽量化、長寿命化による省エネルギー効果の算定方法を

検討する。 

 

【対象技術開発要素の候補】 

① 低トルク化：全製品対象 

② 軽量化  ：自動車／輸送機器対象 

③ 長寿命化 ：全製品対象 

（長寿命化は、ベアリング自体の長寿命化と製品の長寿命化がある） 

 

 

3.1.5 効果算定の概要 

（１）基本的な考え方 

 本調査では、例えば、以下のような算定のフロー、算定条件などを整理するとともに、白抜きの

ボックスの数値については、パラメータとするか、日本平均的な数値などの定数とするか検討した

上で、平均数値を設定する。 

  

技術開発要素の成果
（ex.80%低トルク化）

自動車の
平均的な燃費

自動車のエネルギー消費量に
対するベアリングの寄与度

全てのベアリングが同じ
低トルク化を実現した場合

ベアリングによる省エネ効果

自動車１台における
省エネ効果量

算定方法

算定方法

・・・・・

・・・・・

 
図 3.1.3 算定方法の考え方 
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 評価する指標は「ベアリング導入の効果」ではなく、「ベアリングにおける技術開発の効果」を

基本とした。ただし、風力発電などは導入量をそのままベアリング分の貢献度として計上可能と考

えられるため、分野別の指標についても検討した。以下に算定する指標の検討内容について示す。 

 

【算定する指標の検討内容】 

①算定する環境負荷（現在 も注目度が高く、算定事例の多い、省エネルギー効果、CO2 排出

量削減効果を想定） 

②環境負荷削減効果を見せるための指標の単位（ベアリング１個あたり、工業会全体など） 

③効果の算定範囲（製品製造を含めたライフサイクル全体とするかどうか、耐久性の向上によ

る省エネルギー効果はライフサイクルで見る必要がある）。 

 

（２）個別効果に対する検討方法 

 3.1.4 に示した技術開発の内容ごとに、その CO2 排出量削減効果の算定方法は異なってくるもの

と思われる。以下では、各技術開発の効果の考え方について検討を行った。 

 

 ①低トルク化の効果について 

 ベアリングの開発が果たしている省エネ効果は、大きく分ければ、3.1.4 に示した３つになるが、

このうちベアリング導入の基本となるのは、低トルク化（摩擦抵抗の低減）による軸動力の低減

であり、いずれの製品においても、この効果を得ることができる。製品に低トルクのベアリング

を使用することで得られたトルク低減効果は、そのまま、ベアリングで生じていたエネルギーロ

スを低減することにつながり、ひいては製品のエネルギー消費量の低減へとつながっていく。 

 自動車や産業用の製造機械をはじめとして、エネルギーを消費する機器は、その生産（自動車

の走行や産業用機器での製品製造）に対し、理論上必要なエネルギーのほかに、熱になって逃げ

てしまうエネルギーやその他の補機へ使うエネルギーなどがあり、理論上に必要なエネルギー以

上のエネルギーを投入する必要がある。このとき、理論上必要なエネルギーを入力エネルギーで

割った数値をエネルギー効率と考えると、このエネルギー効率を上げること、すなわち理論上必

要なエネルギー以外の入力エネルギーを下げることが省エネルギー、CO2排出削減につながる。 

 図 3.1.4 にベアリングの低トルク化における CO2排出削減効果算定の考え方の概念を示す。図

に示すように従来の機器は、使用するエネルギー30 に対し、入力エネルギー100 を必要としてい

るから、エネルギー効率は 30%となる。このとき、ベアリングのエネルギーロスが全ロス 70 の

うちの 10 だと考えると、これを 10%下げることで、ロスが 1 減少する。減少したロス分だけ入

力エネルギーを減らすことが出来るので、使用するエネルギー30 に対し、入力エネルギーが 99

となり、エネルギー効率は 30.3 となり、エネルギー効率が 1%向上し、エネルギー消費量も 1%

削減される。 

 このとき、ベアリングの低トルク化による省エネルギー量、CO2 排出削減量を測るためには、

各製品に対し、全入力エネルギーと理論的に必要なエネルギー消費量の差（ロス分）の情報、特
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にそのうちのベアリングによるトルク減少のロス分の情報が必要となる。また、ロス分を効果量

に算定するためには、各機器の入力エネルギーの絶対値（１台あたり年間電力消費量、１台あた

り年間ガソリン消費量など）が必要となる。 

 

従来の機器

改善後の機器

入力エネルギー
１００

７０（損失）
（内ベアリング分１０）

３０（有効活用）

ベアリング
トルク

１０％削減

入力エネルギー
９９

６９（損失）
（内ベアリング分９）

３０（有効活用）

ベアリングトルク１０％削減により、機器のエネルギー消費量は９９となり、
（１００－９９）÷１００＝１　→　１．０％削減される

 
図 3.1.4 低トルク化による削減効果の考え方 

 

 ②軽量化の効果について 

 軽量化に関しては、ベアリングに固有の考え方ではなく、部品・素材の全てに共通する考え方

になる。軽量化が省エネルギーにつながるのは、特に移動するためにエネルギーを消費する機器

（自動車・輸送機器など）となる。 

 軽量化の場合も基本的には、①の低トルク化と同様に、軽量化により、どの部分のエネルギー

ロスが低減されるかを明らかにすることが必要となる。自動車に関しては、タイヤの転がり抵抗

のロス低減に直結する。また、自動車の駆動に必要なエネルギー（慣性）の低減にも直接関与す

るものと考えられる。 

 

③長寿命化の効果について 

 部品の長寿命化は、使用時のエネルギー消費には直接関与しない。ただし、ベアリングの場合、

長期に使用することでトルクが増え、エネルギー消費量が増加することが考えられるため、長期

にわたる劣化率が低いことは、ベアリングを使用する製品のライフサイクルを考えると省エネル

ギーにつながっていく。 

 また、エネルギーの消費は、製品の使用時だけではなく、製品を製造するプロセスや廃棄され
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るプロセスでも消費される。長寿命化により、ある年数でみたときに使用する製品や部品の数が

削減されることは、製造プロセスや廃棄プロセスのエネルギー消費量の削減につながることとな

る。ベアリングの場合、ベアリングの長寿命化により、ベアリング自体の製造、廃棄・リサイク

ル処理にもエネルギーが削減されるほか、ベアリングの寿命が製品の寿命にも影響する場合（ベ

アリングのみの交換が難しい場合など）には、長寿命化が製品の製造・廃棄におけるエネルギー

消費量の低減にも効果を及ぼすこととなる。このように使用時だけではなく、長寿命化によりラ

イフサイクルエネルギーの低減につながることが想定される。 

 また、環境負荷面での効果は必ずしも大きくは無いが、長寿命化することによりメンテナンス

期間を延ばすことやメンテナンスフリーにすることができる点もメリットとなり、交換材料など

が発生するようなメンテナンスであれば、環境への効果も大きくなる。 

 

素材
製造

軸受
製造

軸受
輸送

軸受
使用

軸受
廃棄

素材
製造

製品
製造

製品
使用

製品
廃棄

長寿命化によって同じ期間に使用する

ベアリングの個数が減ると、この工程の

CO2排出量が使用個数の減少分だけ

削減される。

ベアリングの長寿命化により、製品本体

の長寿命化が果たされた場合には、こ

の工程のCO2排出量も削減される。

 
図 3.1.5 長寿命化による削減効果の考え方 
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3.2 評価対象分野における省エネ／CO2排出削減効果算出方法の検討 

 ここでは、3.1 で示した分野ごとに具体的な CO2排出削減効果の算出方法の検討結果とその算定

方法案をもとにした削減効果の算定結果の例を示す。また、あわせて各分野での CO2排出削減効果

の算定における課題となる点を整理した。 

 

3.2.1 自動車（変速機） 

（１）低トルク化による CO2排出削減効果の算出 

 ①排出削減効果の考え方 

 図 3.2.1 に削減効果算出のためのフローを示す。また、表 3.2.1 に図の考え方に合わせた算定の

例、図 3.2.2 にその模式図を示す。自動車におけるエネルギーロスを分析すると、ロスはエンジ

ン、走行時のアイドリング、駆動系で発生しており、これら以外の走行及び装備品に使用される

エネルギー（有効利用分）は 10～15%程度（NEDO 海外レポート No991「自動車の省エネ技術お

よび省エネ効果の現状」（2006 年）など）といわれている。また、エンジンのロスは、レシプロ

エンジンを動かす際の機械損失、冷却損失、排気損失に分けられる。 

 これらのうちベアリングの摩擦損失が寄与しているのは、エンジンの機械損失、駆動系におけ

るロスと考えることができる。仮にこれらのロスのうちの 1%がベアリングによるものとすると、

製品におけるベアリングのロス率 RBはポンピングロス約 0.09%、駆動系のロス約 0.06%で、合計

0.15%となる。 

 ベアリングの低トルク化により、トルクが 30%低減したとすると、ベアリングのロスは 0.1%

となり、0.05%分だけ自動車のエネルギー消費量が削減されることになる。 

 自動車の燃費は実走行燃費で国内平均では、9.0～9.7km/L（0.10～0.11L/km）（国土交通省資料）

となる。仮に 0.1L/km で年間 8,000km 走行しているとすると、トルクの低減により、自動車１台

あたりガソリンを 0.36L（0.9kg-CO2）１年間で削減することができる。例えば国内の生産台数 1,000

万台の自動車全体に導入したとすると 9 千 t-CO2/年の削減、国内の全保有台数 8,000 万台に広げ

ると 7 万 2 千 t-CO2/年の削減になり、全保有台数までトルク低減が進めば、2007 年度のベアリン

グ工業会の CO2排出量 80 万 t の１割程度の CO2排出量削減が実現される。 

 このような考え方に基づき、算定を行っていくためには、表 3.2.1 中にある項目の値のうち、

表中の数値から算定している D、F、H、J、K 以外の各項目の数値情報をそろえる必要が生じる。

③において、それらの情報を整理した。 
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トルク損失低減率[%] χ

製品のエネルギーロス率[%] R
エネルギーロスに対するベアリング

摩擦損失の寄与率[%] rB

製品におけるベアリングによる

エネルギーロス率[%] RB

RB = R × rB

ベアリングによるエネルギーロス率

の低減[%] RB2

RB2 = RB × χ

低トルク化による製品の省エネ改善効果[%]
　=　[{製品の有効エネルギー利用率＋製品のエネルギーロス率}-
 　　　{製品の有効エネルギー利用率＋製品のエネルギーロス率ーベアリングによるエネルギー
　　　　ロス率の低減}]÷[製品の有効エネルギー利用率＋製品のエネルギーロス率]

　=　[1-{(1-R)+R-RB2}]／[(1-R)+R）]=RB2  
図 3.2.1 低トルク化による削減効果の算定フロー 

 

表 3.2.1 低トルク化の CO2排出削減効果の算定例（数値は仮定値） 

項目（：の後の文字は図 3.2.1 に対応） 値 算定方法など 

エンジンの機械損失(A) ：R 9%  

駆動系ロス(B) ：R 6%  

ベアリングロスの割合(C) ：rB 1% 各ロスに対する割合（仮定） 

ベアリングによるロス(D) ：RB 0.15% (D)=[(A)+(B)]×(C) 

トルク低減率(E) ：χ 30% 想定→各社の情報 

ベアリングロス低減率(F) ：RB2 0.045% (F)=(D)×(E) 

自動車の平均実走行燃費(G) 10km/L 国土交通省「自動車統計年報」 

1km あたりガソリン消費量(H) 0.1L/km (H)=1/(G) 

１台あたり年間走行距離(I) 8,000km/台 国土交通省「自動車統計年報」 

低トルク化によるガソリン消費量削減(J) 0.36L/台/年 (J)=(H)×(I)×(F) 

低トルク化による CO2排出削減(K) 0.9kg/台/年  
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従来の機器

改善後の機器

入力エネルギー
１００

７０（損失）
（内ベアリング分１０）

３０（有効活用）

ベアリング
トルク

１０％削減

入力エネルギー
９９

６９（損失）
（内ベアリング分９）

３０（有効活用）

ベアリングトルク１０％削減により、機器のエネルギー消費量は９９となり、
（１００－９９）÷１００＝１　→　１．０％削減される

 
図 3.2.2 低トルク化による削減効果の考え方の算出結果 

 

 

 ②排出削減効果の対象 

 前述の様に、自動車に使用されているベアリングは用途や種類が数多く存在し、その用途ごと

に①で示したベアリングのロス分を考慮していかなければならない。ここでは、これらのうち、

変速機について情報の収集を行った。③にそれらの情報を整理する。 

 

 

 ③排出削減効果算定のための情報 

 表 3.2.1 に示した排出量削減効果を動力伝達系について算出するためには、ベアリングによる

ロス RB と自動車走行燃費、自動車１台あたり年間走行距離の情報が必要となる。以下でそれら

の情報を収集した結果を示す。 

 

a) ベアリングによるロス RB 

 変速機における損失は、歯車のかみ合いにおける摩擦損失、潤滑油をかき回す際の損失、ベア

リングによる摩擦損失、シフトフォークとハブスリーブの間の摩擦損失、歯車と出力軸・シンク

ロナイザリング間の損失があげられる。 

 これらの損失は、摩擦熱となりエネルギーのロスとなるため、変速機のロスを計測する場合に

は、その摩擦熱の量を計測する必要がある。また、それらの測定された摩擦熱を上記のいくつか

の部分の損失へ分ける必要が生じる。 
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 自動車研究所の既往の研究では、変速機の摩擦熱による損失を歯車のかみ合いにおける摩擦損

失、潤滑油をかき回す際の損失、入出力軸とベアリングの間の摩擦損失、シフトフォークとハブ

スリーブの間の摩擦損失、歯車と出力軸・シンクロナイザリング間の損失に分割している。 

この研究では、ベアリング（玉軸受）の摩擦熱損失が、軸の回転速度に比例するものとして、

軸の回転速度と摩擦熱の関係を計測から求めている。その際他の摩擦熱損失についてもその熱損

失に及ぼす影響を仮定し、いくつかの条件による計測した結果をもとにベアリングにおける摩擦

熱と回転速度の関係を抽出している。図3.2.3に各要素での損失と入力軸回転速度の関係を示す。 

 

 
図 3.2.3 入力軸回転速度と各要素での損失の関係 

出典：財団法人自動車研究所「自動車用動力伝達系の摩擦損失に関する研究（第 2 報）」（1990 年） 

 

結果をみると、出力軸における歯車の摩擦損失がもっとも大きく、回転速度 2,000rpm では、

約 5%、入力軸の歯車の損失が 2～3%、そのほかの損失はいずれも 1%に満たず、総量では変速機

のロスは 8%程度と考えられる。このうち玉軸受による損失は 0.1%～0.2%程度と考えられる。仮

に玉軸受のロスを 0.2%と考えると、変速機全体のロス（8%）に占める玉軸受のロス（0.2％）は

0.2%÷8%→2.5%となる。 

 一方、米国 DOE（Department of Energy）、EPA（Environment Protect Agency）による自動車のエ

ネルギー損失の研究（NEDO 海外レポート No991「自動車の省エネ技術および省エネ効果の現状」
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（2006 年））では、駆動系における損失の全てで 5.6%とされており、自動車研究所の評価（変速

機だけで 8%程度の損失）に比べるとやや小さい数値となっている。 

 本調査では、米国 DOE、EPA の調査結果をベースに動力伝達系の損失を 5.6%と想定し、この

うちの 2.5%を軸受の損失として考えるものとした。 

 

b) 自動車の実走行燃費 

 表 3.2.2 に自動車の実走行燃費の推移を示す。自動車の実走行燃費は年々向上しており、2006

年度では、国内平均で 9.7km/L となっている。このデータをもとに、1km 走行あたりの平均燃料

消費量を求めると、0.103L/km となる。 

表 3.2.2 10･15 モード燃費と実走行燃費の推移 
年度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

販売 

モード 

燃費 

12.5 12.2 12.3 12.3 12.2 12.3 12.1 12.4 12.9 13.2 13.5 14.0 14.6 14.7 15.0 15.1 15.6

保有 

モード 

燃費 

13.2 13.0 12.9 12.8 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.6 12.7 12.9 13.1 13.2 13.4 13.7

実走

行燃

費 

9.4 9.4 9.5 9.3 9.1 9.2 9.2 9.1 9.0 9.1 9.1 9.2 9.4 9.4 9.5 9.6 9.7

出典：国土交通省「自動車燃費一覧」 

 

c) 自動車の平均走行距離 

 自動車の平均走行距離は、営業用も含めると乗用車の平均で１台あたり約 12,000km/年となっ

ている。実際には走行していない車もあるため、8,000km/年程度であるが、実働している自動車

だけを考えた場合には、12,000km/年となる（国土交通省「自動車輸送統計年報」より）。 

 

d) 自動車の生産台数／保有台数 

 表 3.2.3 に 2007 年度の自動車種別ごとの保有台数と生産台数を示す。保有台数は、全体で 7,600

万台であり、営業用も含めた乗用車が 4,100 万台、軽自動車が 2,700 万台で、あわせて 6,800 万台

と国内の全保有台数の 90%を占めている。 

 生産台数も乗用車が 870 万台と多く、特殊自動車を除く全生産台数の 74%を占めている。軽自

動車は生産台数は乗用車ほど多くない。これは乗用車が海外輸出向けが多いのに対し、軽自動車

は国内向けが多いためである。 

表 3.2.3 自動車種別の保有台数・生産台数（2007 年度） 
車種 トラック バス 乗用車 軽自動車 合計 

保有台数[台] 6,884,294 230,981 41,468,989 27,439,715 76,023,979

生産台数[台] 1,107,443 126,455 8,721,915 1,841,769 11,797,582

出典：国土交通省「平成 19 年度自動車輸送統計年報」（2008 年） 
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 ④排出削減効果の算定 

 表 3.2.1 に合わせて、③で示した条件をもとに算定を行った。その結果を表 3.2.4 に示す。変速

機に使用される全ての玉軸受のトルク損失が平均で 30%削減されたと仮定した場合、結果では１

台が年 12,000km 走る場合には、1.2kg の CO2が削減されることとなる。年間の生産台数あたりで

は 1 万 4 千 t-CO2の削減となり、ベアリング工業全体の CO2排出量の約 1.8%を削減することとな

る。保有台数あたりの削減量では、約 9 万 t-CO2でベアリング工業全体の 11.5%を占める計算と

なった。 

 

表 3.2.4 変速機玉軸受の低トルク化の CO2排出削減効果の算定例 

項目 値 算定方法など 

駆動系ロス(B) ：R 5.6 %  

ベアリングロスの割合(C) ：rB 2.5 % 各ロスに対する割合 

ベアリングによるロス(D) ：RB  0.14 % (D)=[(A)+(B)]×(C) 

トルク低減率(E) ：χ 30 % 

仮定（変速機に使用されている玉

軸受全てが平均的に 30%削減さ

れたと仮定した場合） 

ベアリングロス低減率(F) ：RB2 0.04 % (F)=(D)×(E) 

自動車の平均実走行燃費(G) 9.7 km/L 国土交通省「自動車統計年報」 

1km あたりガソリン消費量(H) 0.103 L/km (H)=1/(G) 

１台あたり年間走行距離(I) 12,000km/台 国土交通省「自動車統計年報」 

低トルク化によるガソリン消費量削減(J) 0.52 L/台/年 (J)=(H)×(I)×(F) 

低トルク化による CO2排出削減(K) 1.21 kg/台/年  
   

年生産台数あたり CO2排出削減 14,221t/年  
年保有台数あたり CO2排出削減 91,643t/年  
（*）本結果は特定条件下における計算結果であり、必ずしも実際の効果に相当するものではありません。 

 

 図 3.2.4 に変速機の玉軸受について、トルクの低減率を変化させた場合の、CO2 排出削減量を

示す。変速機の玉軸受のトルク低減率が50%であった場合には、生産台数あたりで2万3千 t- CO2、

トルク低減率が 80%となった場合には、生産台数あたりで 3 万 8 千 t- CO2が削減される。 

仮に変速機の玉軸受についてトルクの 80%削減が、全ての自動車でなされた場合には、現在よ

り年間で 27 万 t の CO2が削減されることとなり、ベアリング製造業の CO2排出量の 30%以上を

削減できることとなる。 
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図 3.2.4 変速機の玉軸受のトルク低減率と自動車の CO2排出削減量の関係 
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（２）軽量化による CO2排出削減効果の算出 

 ①排出削減効果の考え方 

 軽量化による排出削減効果の考え方についても、3.1.5（２）で示したように、トルク低減と同

様に、軽量化により転がり抵抗による損失をどの程度低減できるかを求めることが基本と考えら

れる。一方で、自動車の軽量化による燃費向上の考え方としては、統計的に求める方法が考えら

れている。 

 自動車の重量と燃費は、低トルク化のようなベアリングのトルク数値とは異なり、ほとんどの

自動車でその情報を、自動車の仕様情報として得ることができる。そして、国土交通省の統計で

は、その年に販売されている全自動車の車重と10･15モードの燃費数値の情報が公開されている。

このような自動車の重量と燃費の関係を考慮することで、車両重量がどの程度燃費に影響を及ぼ

しているかがわかる。例えば、日本アルミ協会では、複数の自動車の車重と燃費から以下の関係

を見出し、自動車のアルミ化の効果を推計している（図 3.2.5）。 

 本調査においても、軽量化の効果については、このような統計的な見地から推計を行うものと

した。 
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図 3.2.5 自動車重量と燃費の関係 

出典：日本アルミニウム連盟自動車アルミ化委員会「軽量化と LCA」（1999 年） 
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 統計的な見地より、自動車の重量と燃費の関係式を見出した後は、ベアリングの軽量化した量

と自動車の重量を想定することで、軽量化前と軽量化後の燃費の差から省エネ効果、CO2排出削

減効果を見積もることが出来る。図 3.2.6 にその考え方のフローを示す。 

 

軽量化した量 w

自動車の車重　W1
（軽量化前）

自動車の車中 W2
W2=W1-w

ベアリングによる省エネ効果
　=1/FE1-1/FE2
(FEは1Lあたりの走行距離なので、燃料消費量になお
すために逆数とする）

自動車燃費（軽量化前）
FE1=f(W1)

自動車燃費（軽量化後）
FE2=f(W2)=f(W1-w)

車重と燃費の関係式
FE=f(W)

 

図 3.2.6 軽量化による削減効果の算定フロー 

 

表 3.2.5 軽量化の CO2排出削減効果の算定例（数値は仮定値） 

項目 値 算定方法など 

ベアリングの軽量化量（A）：w 0.5kg 想定→各社の情報 

重量と燃費の関係（B）：f(W) f(W)=36.5e-0.007W  

平均的な車重（C）：W1 1,500kg  

平均的な車重における燃費（D）：FE1 12.775km/L (C)の値を(B)式に入力 

軽量化後の車重（E）：W2 1,499.5kg  

軽量化後の車重における燃費（F）：FE2 12.780km/L (E)の値を(B)式に入力 

ベアリング軽量化による省エネ効果(G) 2.7×10-5L/km (G) = 1/(D)－1/(F) 

１台あたり年間走行距離(H) 8,000km/台 国土交通省「自動車統計年報」

軽量化によるガソリン消費量削減(I) 0.21L/台/年 (I)=(G)×(H) 

低トルク化による CO2排出削減(J) 0.50kg/台/年  
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 ②排出削減効果算定のための情報 

 表 3.2.5 に示した排出量削減効果について算出するためには、重量と燃費の関係 f(W)と自動車

の車重 W1、自動車走行燃費、自動車１台あたり年間走行距離の情報が必要となる。以下でそれ

らの情報を収集した結果を示す。自動車走行燃費、自動車１台あたり年間走行距離は低トルク化

で示したとおりであるので、ここでは重量と燃費の関係について整理を行う。 

 

a) 重量と燃費の関係式 f(W) 

 重量と燃費の関係式については、国内の 新の統計より、日本の自動車会社が平成 20 年 3 月

時点で生産していた 432車種についてその重量と 10･15モード燃費を整理した。燃費については、

特にハイブリッド、CVT、MT、AT により燃費と重量の関係が大きく異なるため、４つの区分に

分けて検討を行った。図 3.2.7 にそのプロットを示す。 

 小二乗法による相関係数については、重量が大きくなるにつれ、徐々に燃費が 0 に近づいて

いくものと考え、日本アルミニウム協会の事例に従って、指数関数による相関を検討した。ハイ

ブリッド車、CVT 車、AT 車のいずれも関係式との相関は 0.8 以上となり、ある一定程度の信頼

性のあるデータとなっている。以下では、このうち特に AT 車における効果を整理した。 
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図 3.2.7 自動車の重量と燃費の関係 

出典：国土交通省「自動車燃費一覧」 



 － 84  －

b) 自動車の車重 

 自動車の平均車重についても、ハイブリッド、CVT、MT、AT の別に整理を行った。車重を見

ると、CVT 車は 1,298kg と軽量になっており、ハイブリッドの車種の平均車重は 1,657kg とやや

重くなっている。全体では、1,476kg となっている。 

 

表 3.2.6 ガソリン乗用車の車両重量の平均値 

車種 平均車重 

ハイブリッド車 1,657 kg 

CVT 車 1,298 kg 

AT 車 1,568 kg 

MT 車 1,260 kg 

全体 1,476 kg 

出典：国土交通省「自動車燃費一覧」 

 

 ③排出削減効果の算定 

 表 3.2.5 に合わせて、②で示した条件によって算定を行った。その結果を表 3.2.7 に示す。結果

では１台が年 12,000km 走る場合には、1.2kg の CO2が削減されることとなる。年間の生産台数あ

たりでは 1 万 2 千 t-CO2の削減となり、ベアリング工業全体の CO2排出量の約 1.5%を削減するこ

ととなる。保有台数あたりの削減量では、約 8 万 t-CO2でベアリング工業全体の約 10%を占める

計算となった。 

 

表 3.2.7 軽量化の CO2排出削減効果の算定例 

項目 値 算定方法など 

ベアリングの軽量化量（A）：w 0.5kg 想定→各社の情報 

重量と燃費の関係（B）：f(W) f(W)=37.77e-0.008W AT 車を想定 

平均的な車重（C）：W1 1,568 kg  

平均的な車重における燃費（D）：FE1 10.805 km/L (C)の値を(B)式に入力 

軽量化後の車重（E）：W2 1,567.5 kg  

軽量化後の車重における燃費（F）：FE2 10.809 km/L (E)の値を(B)式に入力 

ベアリング軽量化による省エネ効果(G) 3.7×10-5L/km (G) = 1/(D)－1/(F) 

１台あたり年間走行距離(H) 12,000km/台 国土交通省「自動車統計年報」

軽量化によるガソリン消費量削減(I) 0.44L/台/年 (I)=(G)×(H) 

低トルク化による CO2排出削減(J) 1.03kg/台/年  
   

年生産台数あたり CO2排出削減 12,156t/年  
年保有台数あたり CO2排出削減 78,336t/年  
（*）本結果は特定条件下における計算結果であり、必ずしも実際の効果に相当するものではありません。 
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 ④排出削減効果の分析 

(a) 各要因における影響度の分析 

 AT 車と CVT 車で軽量化の影響を比較すると、自動車の燃費、重量と燃費の関係 f(W)の指数の

係数（ハイブリッド車は 0.00007、以下では重量と燃費の関係と呼ぶ）、従来の自動車重量の３つ

の要素が、軽量化と CO2排出削減量の関係に大きく影響する。以下では、AT 車のケースで、こ

れら３つの要因と削減量の関係を分析した。 

 図 3.2.8 に重量と燃費の関係が も CO2排出削減量に対し、感度が高いことがわかる。傾きは

大きい方（軽量化によって燃費が大きく削減される方）が CO2排出削減量は大きくなる。AT 車

と CVT 車では CVT の方が関数の傾きが大きいため、軽量化による CO2排出削減量は大きいこと

になる。次に元々の車重の影響が CO2 排出削減量に対し、大きな影響がある。車重は重い方が

CO2削減効果は大きくなる。これは車重が大きい方が、燃費が悪く、軽量化によって CO2の削減

効果が出やすいためと思われる。軽量の自動車が多い CVT では効果が少なくなっている。また、

燃費は向上するにつれて CO2排出削減効果は小さくなる。従って、CVT やハイブリッドでは CO2

排出削減効果が出にくい。以上から、ある程度の重量があり燃費が悪い車ほど、軽量化の効果が

出ることがわかる。 
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図 3.2.8 ベアリング軽量化による CO2排出削減量に対する各要素の影響 
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 (b) 各自動車におけるケーススタディ 

 図 3.2.9 に国内の生産台数、保有台数の全てがハイブリッド車、CVT 車、AT 車と仮定した場合

の、ベアリングの軽量化がもたらす影響を整理した。条件では、燃費と車重の関係をそれぞれの

ケースで行い、また平均的な車重もそれぞれの自動車で分けて算定を行った。図 3.2.7 に示す関

係から、AT 車は CVT 車に比べ、1kg あたりの削減率は大きくなりそうだが、実際には AT 車が

CVT 車に比べ重量が大きいこと、燃費が AT 車の方が悪いことから、AT 車で も軽量化の効果

が出ることとなった。また、ハイブリッド車は燃費が良いこと、関係式 f(W)の指数が小さく軽量

化の効果が少ないことなどから、軽量化による削減量が小さくなっている。 

 結果から見ると、全ての生産台数が、ガソリン乗用車の AT 車であったと仮定すると、ベアリ

ングで 2kg の軽量化（自動車のベアリング個数を 100 個とすると 1 個あたり 20g）が果たされた

場合、生産台数あたりでは約 5 万 t の削減となる。保有台数全てで 2kg 減であれば 30 万 t 以上の

CO2排出量が削減されることとなり、これはベアリング工業会の CO2排出量の 40%近い数値を削

減することとなる。 
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図 3.2.9 ベアリング軽量化と自動車の CO2排出削減量の関係 
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3.2.2 医療機器（CT スキャナ） 

 産業機器、医療機器については、特に大型のベアリングを使用する CT スキャナの検査部（ガン

トリ部）用の軸受を対象として考えた。医療機器分野については高齢化する社会の中で成長を続け

ており、その中でも CT スキャナは検査の効率化に貢献する機器として注目されている。 

 図 3.2.10 に CT スキャナのシステムの構造を示す。CT スキャナは、大きく分けると検査を行う

ためのガントリ装置と呼ばれる部分と得られたデータを分析するためのコンソール部分に分けら

れる。また、ガントリ装置は大きな空洞を持つ回転体と検体が乗るテーブルがあり、回転体には X

線を照射するための X 線管、コリメータ、データを収集する部分が含まれる。 

 これらの部分のうち、ベアリングが特徴的に使用されているのは、回転体における回転軸と回転

モータに関連する部分で内径約 1m の軸受が使用されている。中低速の機器（回転速度 40～90rpm）

では４点接触玉軸受、中高速（80～120rpm）の機器では、樹脂製保持器を使用したアンギュラ玉軸

受の背面組合せや複列アンギュラ玉軸受を予圧仕様として使用している。本調査では、この回転体

のための軸受の影響を検討した。 

 

再構成装置

表示装置

補助記憶
装置

データ処理
装置

画像処理部

CT値
監視部

入力装置

CPU

操作コンソール
メイン

コントローラ

ガントリ装置

データ収集部

ロータリーエンコーダ

テーブルモータ

テーブルモータ

コントローラ

回転モータ

モータ

コントローラ

X線管

コントローラ

コリメータ

コントローラ

X線管

コリメータ

 

図 3.2.10 CT スキャナ装置の構成 

出典：各種資料よりみずほ情報総研作成 

 

（１）低トルク化による CO2排出削減効果の算出 

 ①排出削減効果の考え方 

 図 3.2.11 に削減効果算出のためのフローを示す。また、表 3.2.8 に図の考え方に合わせた算定

例を示す。CT スキャナにおける上記のベアリングの影響を考慮するためには、回転体を回転さ

せるモータのエネルギー消費量に着目すればよい。 

 モータから回転体までのうち、回転体を構成するベアリングの摩擦損失分の削減効果が、エネ
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ルギー消費量の削減となり、本調査の CO2排出削減効果となる。モータから回転体までを考えた

場合、損失となるのは、モータ内の損失（鉄損・銅損・機械損・回路損）と回転体の回転軸にお

ける軸受部分の摩擦損失があげられる。モータ内の機械損失部分にもベアリングの効果が考えら

れるが、ここでは考慮しない。 

 

トルク損失低減率[%] χ

モータ効率　Rm モータ出力 W

回転軸へ投入される

エネルギー　W1

低トルク化による製品の省エネ改善効果
　=　（トルク損失低減前のモータ出力W-トルク損失低減前のモータ出力W’）×検査時間

ベアリング

トルク損失 RB

回転体へ投入される

エネルギー W2

回転体へ投入される

エネルギー量 W3

（トルク損失低減後）

CTスキャナ検査時間

トルク損失低減後に必要
となるモータ出力

W’

 
図 3.2.11 低トルク化による削減効果の算定フロー 

 

 

モータへの投入電力のうち、実際に回転体へ有効に働く電力分は、モータの損失を差し引いた

エネルギーW1からさらにベアリングのトルク損失を差し引いた W2になる。よって、W1、W2は、

以下の式で表すことができる。 

 

W1 = モータ出力 W×モータ効率 Rm 

W2 = W1×（1 - RB） 
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  W：モータの消費電力[W] 

  W1：回転軸へ投入されるエネルギー[W] 

  W2：回転体へ投入されるエネルギー[W] 

  Rm：モータ効率[%] 

  RB：ベアリングトルク損失率[%] 

 

ここでベアリングのトルク損失率が低減されたとすると、同じモータであれば回転体へ投入さ

れるエネルギー量は増加することになる。逆に同じ回転体へのエネルギー量を得るためのモータ

の消費電力 W’は W よりも少なくてすむ。この W と W’の差分が、トルク損失低減の効果とな

る。この消費電力に回転部の動作時間を乗じることで電力消費量の算定を行うことができる。 

 モータ効率を 90%、従来のベアリングのトルク損失が例えば 1%であるとすれば、回転体に投

入されるエネルギーW2はモータの消費電力に 0.9（モータ効率、各種モータカタログより）を掛

け、これに 0.99（トルク損失を引いた数値）を掛けるので、モータの消費電力 W の 0.891 倍とな

っている。ベアリングの低トルク化により、トルク損失が従来のベアリングよりも 10%削減され

たと考えると、トルク損失率は 1%×（1-10%）で 0.9%となるから、W3は 0.9（モータ効率）×

0.991（トルク損失を引いた数値）0.9（トルク損失の削減率 10%を差し引く）で W の 0.8919 倍に

なる。 

 W2 と W3 が同じ数値であるとすれば、従来のベアリングでは回転体にかかるエネルギー量の

12.23%増の消費電力が必要であり、低トルク化されたベアリングでは、回転体にかかるエネルギ

ー量の 12.12%増の消費電力が必要となる。仮に従来のベアリングにおけるモータの消費電力が

10kW であるとすると、低トルク化されたものは上記のモータ効率、トルク損失率、トルク損失

削減率で考えると、10kW÷（1+12.23%）×（1+12.12%）で 9.99kW となり約 1%の電力消費の削

減につながる。 

 このような考え方に基づき、算定を行っていくためには、表 3.2.8 中にある項目の値のうち、

表中の数値から算定している C、E、G、H、J 以外の各項目の数値情報をそろえる必要が生じる。

③において、それらの情報を整理した。 
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表 3.2.8 低トルク化の CO2排出削減効果の算定例（数値はイメージ） 

項目（：の後の文字は図 3.2.11 に対応） 値 算定方法など 

モータ消費電力(A) ：W 10 kW   

モータ効率(B) ：Rm 90%   

回転軸へのエネルギー投入(C) ：W1 9.0 kW (C)=(A)×(B) 
トルク損失率(D) ：RB 

（摩擦損失） 1%   

回転体へのエネルギー投入(E) ：W2 8.91 kW (E)=(C)×(1-(D)) 

トルク損失低減率(F) ：χ 10%   

トルク低損失化後の回転体へのエネルギー 

投入(G) ：W3 
8.919 kW (G)=(C)×(1-((D)×(1-(F))) 

トルク低損失化後に必要となる 
エネルギー量(H)  9.990 kW (H)=(A)/(E)×(G) 

CT スキャン時間（１回あたり）(I)  10 秒   

１回あたりの電力削減量の削減量(J) 0.00003kWh (J)=(H)×(I) 

 

 

 ②排出削減効果算定のための情報 

 表 3.2.8 に示した削減効果をガントリ装置のベアリングについて算出するためには、モータ消

費電力 W、モータ効率 Rm、ベアリングによるトルク損失率 RB、CT の１回あたりスキャン時間

が必要となる。また、日本国内の総 CO2 排出削減量を見るためには CT スキャナの利用回数や

CT スキャナの国内保有台数を検討する必要がある。以下にそれらの情報を収集した結果を示す。 

 

a) モータ消費電力 

 CT スキャナやガントリ装置の定格消費電力などの情報は、装置の公開情報からは入手できな

かったため、公開特許よりその情報を収集した。 

ガントリ装置全体の定格出力は、公開特許（公開番号 2008-124022）によると、120～150kW と

なっている。しかし、同特許によるとガントリ部の消費電力のほとんどは X 線管（約 120kW）

によるものとなっている。同特許では、ガントリ部のモータへ投入する電力を 5kW としている。

ガントリ部のモータは、回転モータのほかテーブルモータがあるが、特許の文面では、ガントリ

部のモータを回転用に限定して記述していることから、5kW を回転モータへの投入と考えて評価

に使用するものとした。 

 

b) モータ効率 

 モータの効率は、モータ内で発生する損失による部分を除いたものであり、この損失としては

鉄損（無負荷損）、銅損（負荷損：巻き線コイルに電流が流れる）、機械損、回路損があり、これ

らの総和がモータ内の損失となる。モータの効率は、出力や負荷効率、回転速度などにより異な

るが、磁石形のブラシレスモータでは、90～95%程度（各種モータカタログより）であり、新し
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い機種では 95%以上になるものもある。以上のことから、ここではモータ効率として 95%を採用

し、定格効率、部分負荷効率の平均として扱った。 

 

c) ベアリングによるトルク損失率 

 CT スキャナのガントリ装置用のベアリングに関するトルク損失率に関する情報は不明である。

そのため、自動車の変速機で使用した数値 0.2%をここでは仮に採用するものとした。 

 

d) CT スキャナ１回あたりの稼働時間 

 CT スキャナ装置の も進展した性能は、スキャン時間の短縮であり、1971 年の実用化後、そ

の高速化が順次進められてきた。ベアリングも高速化を可能とするための開発が進められてきて

いる。結果として、現在の 新の CT スキャナについては、１回転のスキャン時間で 1 秒かから

ない機種が多く存在している（各種スキャナカタログより）。使い方によって稼働時間は異なる

が、１回の検診において 15 回転する（腹部については 15 断面図が一般に多く行われる）とすれ

ば、１回転１秒と想定して、スキャナの稼働時間は約 15 秒となる。 

 

e) CT スキャナ利用回数、国内保有台数 

 CT スキャナの国内の平均的な利用回数は情報が特には無い。獨協大学の 2002 年の情報によれ

ば、4 台の CT 装置で年間 23,800 回の検査を行ったとの報告があり、これより１台あたりの検査

回数は約 6,000 回（稼働日数を年 240 日とすると、１日 25 回利用）と推計できる。現状は、機器

の回転速度があがっており、１台あたりの検査回数は増加しているものと思われるが、本調査で

はベースを 6,000 回とした。 

 保有台数についても、公的な統計では数値は得られないが、一般には、100 万人あたり 92 台と

の報告もあり、また 2007 年の医療画像情報学会誌においては、国内の保有台数を約 13,000 台と

する報告があるため、本調査では国内の保有台数を 13,000 台として検討を行った。 

 

 

 ③排出削減効果の算定 

 表 3.2.8 に合わせて、②で示した条件によって算定を行った。その結果を表 3.2.9 に示す。ガン

トリ装置に使用されるベアリングのトルク損失を平均で 30%低減した場合、１台あたり年間では

0.0276kg の削減となり、国内の総保有台数でこの低減を実現した場合、0.36t の CO2 が削減され

ることとなる。 
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表 3.2.9 低トルク化の CO2排出削減効果の算定例結果 

項目 値 算定方法など 

モータ消費電力(A) ：W 5kW 公開特許（公開番号2008-124022）

モータ効率(B) ：Rm 95% 省エネモータ開発物語などより 

回転軸へのエネルギー投入(C) ：W1 4.8 kW (C)=(A)×(B) 
トルク損失率(D) ：RB 

（摩擦損失） 0.2% 変速機の損失率を代用 

回転体へのエネルギー投入(E) ：W2 4.7405 kW (E)=(C)×(1-(D)) 

トルク損失低減率(F) ：χ 30% 平均 30%と想定 

トルク低損失化後の回転体へのエネルギー 

投入(G) ：W3 
4.7434 kW (G)=(C)×(1-((D)×(1-(F))) 

トルク低損失化後に必要となる 
エネルギー量(H)  4.997 kW (H)=(A)/(E)×(G) 

CT スキャン時間（１回あたり）(I)  15 秒 1 秒/回転で 15 断面撮影と想定 

１回あたりの電力の削減量(J) 0.00001kWh (J)=(H)×(I) 

１回あたりの CO2排出の削減量(K) 0.00461g-CO2  

１台あたり年間検査回数 6,000 回 独協大学データより推計 

国内保有台数 13,000 台 医療画像情報学会誌（2007 年） 
   

１台あたり年間 CO2排出削減量 0.0276kg-CO2  

国内総 CO2排出削減量 0.359t-CO2  

（*）本結果は仮定や特定条件下における計算結果であり、必ずしも実際の効果に相当するものではあり

ません。 
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（２）長寿命化による CO2排出削減効果の算出 

 ①排出削減効果の考え方 

 長寿命化による排出削減効果の考え方については、3.1.5（２）で示したように、ベアリング製

品の製造から廃棄までの各段階における CO2排出が削減される効果を見積もることとなる。また、

ベアリングの長寿命化が、部品や製品の長寿命化につながる場合には、その部品または製品の製

造や廃棄段階の CO2排出量も削減されるものと考えられる。 

 ただし、ベアリングの使用段階に関しては、ベアリング部分における摩擦による動力ロスの

CO2排出量が対象となるが、長寿命化の場合には性能変化ではないので、ここでは変化しないも

のと考える。長寿命化の場合、製品性能の劣化速度に差が出ることが想定されるが、寿命の短い

製品の場合は、早い時期に新品のベアリングが投入され、性能が改善されるため、そこには差が

出ないものと考えた。ただし、長寿命化が製品の劣化速度の改善を指すものであった場合には、

トルク低減の考え方にもとづき、製品の生涯の使用の差分を考慮することが必要となる。 

 以下では、長寿命化による効果として、ベアリングのライフサイクルでの環境負荷が低減され

る効果を見積もることとした。図 3.2.12 にその考え方のフローを示す。 

 

従来のベアリングの寿命　YB1

（使用年数／使用回数など）

長寿命化されたベアリングの寿命

YB2

使用先製品の寿命Y

製品の生涯に対する
従来のベアリングの使用個数

NB1=Y÷YB1

製品の生涯に対する
長寿命化ベアリングの使用個数

NB2=Y÷YB2

長寿命化ベアリングの
ライフサイクルCO2排出量

CO2B2

製品の生涯に対する
従来のベアリングのCO2排出量

CO21=NB1×CO2B1

製品の生涯に対する
従来のベアリングのCO2排出量

CO22=NB2×CO2B2

従来ベアリングの
ライフサイクルCO2排出量

CO2B1

ベアリングの長寿命化による省エネ効果

　=CO21ーCO22

 

図 3.2.12 長寿命化による削減効果の算定フロー 

 



 － 94  －

表 3.2.10 長寿命化の CO2排出削減効果の算定例（数値は仮定値） 

項目 値 算定方法など 

従来ベアリングの寿命（A）：YB1 10 年 想定→各社の情報 

長寿命化ベアリングの寿命（B）：YB2 20 年 想定→各社の情報 

使用先製品の寿命（C）：Y 20 年 仮定 

従来ベアリングの使用個数（D）：NB1 2 個 (D)=(C)÷(A) 

長寿命化ベアリングの使用個数（E）：NB2 1 個 (E)=(C)÷(B) 
従来ベアリング 1 個あたりのライフサイク

ルの CO2排出量（F）：CO2B1 
400g 仮定 

長寿命化ベアリング 1 個あたりのライフサ

イクルの CO2排出量（G）：CO2B2 
400g 仮定 

製品生涯における従来ベアリングの CO2 排

出量（H）：CO21 
800g (H)=(D)×(F) 

製品生涯における長寿命化ベアリングの

CO2排出量（H）：CO22 
400g (I)=(E)×(G) 

製品におけるベアリング使用個数 100 個 仮定 

ベアリング長寿命化による CO2排出削減(J) 40kg/製品  

 

 

②排出削減効果算定のための情報 

 表3.2.10に示した排出量削減効果について算出するためには、ベアリングの寿命、製品の寿命、

製品中のベアリングの使用個数、ベアリングのライフサイクルにおける CO2排出量の情報が必要

となる。 

 

(a) ベアリング寿命、製品寿命、ベアリング使用個数の設定 

CT スキャナにおけるベアリングの寿命は定かではないので、ここでは、仮に従来型を 10 年、

超寿命型をその 1.5 倍の 15 年とし、CT スキャナの寿命は 15 年とおいて計算を行う。また、部分

を特定することや使用されているベアリングの特定についても特に考慮せず、ベアリングの寿命

が 10 年→15 年となった場合の評価を行う。 

 

(b) ベアリング製造工程の CO2排出量 

 ベアリング製造における CO2排出量については、日本ベアリング工業会で調査された結果をも

とに検討した。ベアリングの種類は、ベアリング工業会の調査では 76g の針状ころ軸受から 406g

の円錐ころ軸受までを扱っている。ここではベアリングの重量を 250kg と仮定して算定を行う。 

 ベアリング工業会のデータでは、軸受の質量と CO2排出量の関係を示している。これによると、

250kg のベアリングの場合は、約 900kg の CO2が排出されている。 
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図 3.2.13 ベアリング質量と CO2排出量の関係 

出典：日本ベアリング工業会「転がり軸受の LCA の調査・研究について」 

 

 

 ③排出削減効果の算定 

 表 3.2.10 に合わせて、②で示した条件によって算定を行った。その結果を表 3.2.11 に示す。結

果では CT スキャナが 15 年使用されると考えると、１台あたり生涯で 3t の CO2が削減され、年

間では 200kg という計算になる。これを現在の CT スキャナの保有台数 13,000 台にかけると、保

有台数全てで寿命が 15 年、ベアリングの寿命が 10 年→15 年になったとすると、約 12,000t の CO2

が削減される結果となる。 
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表 3.2.11 長寿命化の CO2排出削減効果の算定例 

項目 値 算定方法など 

従来ベアリングの寿命（A）：YB1 10 年 想定→各社の情報 

長寿命化ベアリングの寿命（B）：YB2 15 年 想定→各社の情報 

使用先製品の寿命（C）：Y 15 年 仮定 

従来ベアリングの使用個数（D）：NB1 2 個 (D)=(C)÷(A) 

長寿命化ベアリングの使用個数（E）：NB2 1 個 (E)=(C)÷(B) 
従来ベアリング 1 個あたりのライフサイク

ルの CO2排出量（F）：CO2B1 
898kg ベアリング重量を 250kg と仮

定 
長寿命化ベアリング 1 個あたりのライフサ

イクルの CO2排出量（G）：CO2B2 
898kg ベアリング重量を 250kg と仮

定 
製品生涯における従来ベアリングの CO2 排

出量（H）：CO21 
1,796kg (H)=(D)×(F) 

製品生涯における長寿命化ベアリングの

CO2排出量（H）：CO22 
898kg (I)=(E)×(G) 

製品における寿命が伸びるベアリング使用

個数 1 個 全体の 3 割と想定 

ベアリング長寿命化による CO2排出削減(J) 898kg/製品  
   

保有台数あたり CO2排出削減 11,672t/年  
（*）本結果は仮定や特定条件下における計算結果であり、必ずしも実際の効果に相当するものではあり

ません。 
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3.2.3 風力発電 

（１）導入効果の考え方 

 風力発電自体の削減効果については、その導入量、発電量に対して、既存の系統電力からの代替

分として CO2排出削減量を求めることができる。これらのうちベアリングの貢献分の考え方が検討

課題となる。 

 風力発電において、ベアリングの貢献分は大きいという認識はあるが、その他の技術開発分野も

存在するため、その貢献分を配分する必要がある。科学的かつ客観的に配分することは困難と考え

られるため、配分の考え方としては、以下のようなものが考えられる。 

 これらのうち、以下では③の考え方に従って、整理を行った。 

 

  ① ベアリングが無かった場合の風力発電の効率低下 

    → 他の部材の全てにおいて無かりせばの評価を行い、その貢献度の比率を考慮。 

  ② 風力発電の開発にかかった費用のうち、ベアリングにかかった研究開発費用分を考慮 

    → 研究開発が困難であった分野に貢献度が高くなり、研究開発が順調に進んだ分野が不

利になる、研究開発費の情報を入手する必要があり、企業の研究開発費用の内訳情報

の収集は困難。 

  ③ 風力発電の開発にかかった費用のうち、ベアリングにかかった研究開発費用分を考慮 

    → 風力発電の費用、ベアリングの費用がわかれば算定することが可能。貢献分を費用で

按分する方法はよく行われるが、科学的な根拠には乏しい。 
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（２）風力発電の導入量と CO2排出削減効果 

 以下に削減効果量を求めるための参考情報を示す。 

 

① 国内の導入量と CO2排出削減効果の算出結果 
 

表 3.2.12 新エネルギーなどの国内導入量 

 新導入量の出所 導入量 

新エネルギー   

 太陽光 IEA ／ TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS 

Survey report of selected IEA countries between 1992 

and 2005.（Report IEA-PVPS T1-15：2006） 

142.2万kW 

 風 力 NEDO エネルギー対策推進部「日本における風力発電

設備・導入実績」 

http://www.nedo.go.jp/enetai/other/fuuryoku/suii_graph

.pdf 

107.8万kW 

 廃棄物＋バイオマス発電 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部 資料 174.0万kW 

  廃棄物発電 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部 資料 

（一般廃棄物 134.9、産業廃棄物 20.5 <2003> ） 
155.4万kW 

  バイオマス発電 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部 資料 18.6万kW 

 太陽熱利用 IEA STATISTICS: International Energy Agency Energy 

Balances of OECD Countries 1960-2004(2006 Edition) 
64.0万kl 

 廃棄物熱利用 社団法人日本熱供給事業協会，熱供給事業便覧2004

（2002年度値） 
3.6万kl 

 バイオマス熱利用 経済産業省資源エネルギー庁 資料 79.0万kl 

 未利用エネルギー 社団法人日本熱供給事業協会，熱供給事業便覧2004

（2002年度値） 
4.6万kl 

   温度差エネルギー  

   雪氷冷熱エネルギー  

 黒液・廃材等 経済産業省資源エネルギー庁資料  

天然ガスコジェネ 総合資源エネルギー調査会需給部会資料 313万kW 

燃料電池 日本ガス協会資料 1.2万kW 

ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車 （財）日本電動車両協会資料、（社）日本ガス協会資料、

（財）運輸低公害車普及機構資料 
25.5万台 

 

http://www.nedo.go.jp/enetai/other/fuuryoku/suii_graph.pdf�
http://www.nedo.go.jp/enetai/other/fuuryoku/suii_graph.pdf�
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表 3.2.13 新エネルギーなどの国内発電量 

 発電量 

（百万kWh/年） 

CO2排出削減効果 

（万t-CO2/年） 

新エネルギー   

 太陽光 1,499 83 

 風 力 2,074 115 

 廃棄物＋バイオマス発電 9,684 537 

  廃棄物発電 8,859 492 

  バイオマス発電 825 46 

水力発電 92,700 － 

水力発電は現状の系統電力にベース電源として導入されていることから、系統電力からの排出削

減効果をみることはできない 

 

 

② 世界の導入量と CO2排出削減効果の算出結果 

  

図 3.2.14 世界の風力発電導入量（2007 年末 左：累積、右：新規） 

出典：NEDO 海外レポート No.1021（2008 年） 
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図 3.2.15 世界の風力発電導入量の推移（上：累積、下：新規） 

出典：NEDO 海外レポート No.1021（2008 年） 

 

 CO2排出削減量は、各地域の風況（風の強さ、風向きなど）による発電量の違いや、各国の発電

係数の違いにもよるが、1kW の設備容量で約 2,000kWh/年の発電量があるものと想定される。世界

の平均的な発電原単位は、IEA によると 505g- CO2/kWh であるので、これを考慮すると、年間で約

9,500 万 t の CO2が削減される（日本の総排出量の約 8%）こととなる。 
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（３）ベアリングによる CO2排出削減効果 

 以下にベアリングによる CO2排出削減効果の試算例を示す。風力発電の導入コストは、現在 MW

あたりで 2 億円となっている。これに対し、風車用ベアリングのコストを 200 万円/MW と仮定す

ると、その金額比は風力全体の 1%を占めている。この比率を風力発電による CO2排出削減効果の

全体値（9,500 万 t-CO2）に乗じると、95 万 t-CO2 の削減となる。これはベアリング工業会全体の

CO2排出量よりも大きな数値である。これに国内メーカのシェアを乗じることができれば、国内メ

ーカの貢献度が計算できる。 

 

表 3.2.14 風力発電におけるベアリングによる CO2排出削減効果の算定例 

項目 値 算定方法など 

世界の設備導入量 94,123 MW  

1kW あたり発電量 2,000 kWh/kW  

世界の風力発電の発電量 188,246 GWh  

系統電力の CO2排出係数（世界平均） 505 g-CO2/kWh  

世界の風力発電による CO2排出削減量 95,064,230 t  

風力発電の導入コスト 20,000 万円/MW 数値は仮定 

ベアリングのコスト 200 万円/MW 数値は仮定 

風力発電におけるベアリングのコスト比率 1.0 %  

ベアリングによる CO2排出削減量 950,462 t  

（*）本結果は仮定や特定条件下における計算結果であり、必ずしも実際の効果に相当するものではあり

ません。 
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3.3 定量評価に関する今後の課題 

ベアリングの 終製品の省エネに対する貢献度を検討する場合、製品によりその使い方やベアリ

ングが使用されている数、省エネ、耐久性向上への寄与度の考え方は異なってくるものと思われる。

そのため、多種多様な製品全てを網羅した評価方法を構築することは不可能である。 

本調査では、様々なベアリング使用製品のうち、主要な相手先（対象製品群）について検討し、

算定方法上の課題などを整理したところである。しかしながら低トルク化の仮定など一部の算定条

件については、多くの仮定・想定を含み、それらの仮定については根拠が希薄なものも多いため、

得られた結果については、想定した条件下のものであり、必ずしも国内の正しい削減効果の結果と

なっているわけではない。今後は、仮定した条件の範囲を特定するなどした分析が必要になるもの

と思われる。また、評価方法についても、その妥当性を確保するためには、今後、ベアリング技術

や 終製品の技術に詳しい技術者及び学識経験者（有識者）による検討が必要と考えられる。今後

は、本調査の成果をそれらの検討の基礎とし、有識者による検討を期待したい（図 3.3-1 に望まし

い検討のステップを示す）。その場合、個別製品だけではなく、ある程度の製品を網羅できるよう

な評価のガイドラインの作成が望まれる。 

また、本調査では、法律などでエネルギー消費量の報告が義務付けられ、データが揃っている製

品を対象に評価を行った。今後、エネルギー消費量データの無い製品についても、同様の作業を行

うことを考えた場合には、それらの基礎情報（定格消費電力、製品の使用方法、国内保有台数、ベ

アリング及び製品のライフサイクルにおける CO2排出量など）をある程度収集したデータベースを

構築する必要があるものと思われる。 

本調査の検討結果は、ベアリングの評価の方法の検討と、これを説明するための具体的な数値を

示したものであり、具体的数値の内容については、根拠のある仮定ばかりではないため、現状のい

くつかの算定結果もそのままでは削減量とは言えない。今後は、これらの仮定についてのより根拠

のある数値を整理していく必要がある。 

 

【今後の検討課題】 

課題①：本検討結果をもとにした評価手法の検討・確立 

    （疑問点について抽出し、それらを議論と調査によって方向を示す） 

課題②：本調査結果をもとにした多種多様な製品に活用可能な簡易的な評価手法の検討・確立 

課題③：低トルク化における低減率や寄与率など根拠が希薄な仮定数値の調査 

課題④：多種多様な製品における算定のための基礎情報の収集とデータベースの構築 

課題⑤：本調査の結果の妥当性の検証と評価用ガイドラインの作成 

課題⑥：ベアリングや機器のエネルギーロスに関する情報の収集・検討 
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算定対象群の検討
　・対象となる 終製品の検討

貢献度評価方法（案）の検討
　・対象群別に評価方法案を作成

貢献度評価事例・評価方法例の
収集・整理

貢献度評価に使用する係数などの
収集・整理

貢献度評価方法（案）
算定上の課題

有識者/関連メーカーなど
による評価方法の検討
（検討会の設置・開催）

主要製品における
貢献度評価方法

の確立

第一
ステップ

（本年度）

第二
ステップ

（案）

他製品に利用可能な
貢献度評価方法

ガイドラインの作成

評価用基礎情報
データベース

の作成

 

図 3.3.1 今後の評価方法の検討ステップ（案） 
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