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[要 約] 

本調査では、地球温暖化対策の重要性、社会の要求への対応のため、ベアリング関連企

業が省エネルギーを進めていくために必要な情報の提供を目的に、省エネルギー技術・取

組に関する情報の収集と体系的な整理を行った。また、ベアリングが各種機械装置に対し

省エネルギー誘発機能を有している点に鑑み、ベアリング製品の使用用途先の省エネ効果

への貢献度について、その推計手法の検討と一部推計を行った。 

 

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が

2008 年からすでに始まっており、地球温暖化に対する関心は非常に高まっている。 

ベアリング工業においては、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ることから、業界におけるエネルギー消

費量も中長期的には、増えていくことも予測される。このような背景のもと、CO2排出量削

減、エネルギーの効率的利用について、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には、工場や事務所の省エネルギーの担当者

などが、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、

担当者が、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

り、それらに関する情報の体系的な整理が必要となる。 

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。 
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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 

 ベアリング工業全体のエネルギー消費量は、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

も増加しており、生産高あたりのエネルギー消費量（原単位）では、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。 

 ベアリングに関連する工場は、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。 

 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。鋼球製造においては、動力（主に研削・研磨）のエ

ネルギー消費量が大きい。保持器の製造企業では、コンプレッサも大きいが、プラスチッ

クの射出成形機に大きな負荷がかかっている。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。 

業界における CO2排出削減対策の効果は年々増加している。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り、近年では、従来から効果の多かった空調関連、コンプ
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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最も大きな割合を占めている。 

 工場において、現在行われている取組は、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。行われた省エネ取組では、設備のインバーター化が多

く、ほとんどの回答において何らかの設備に対してあげている。実際に表全体的には設備

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、設

備利用方法の改善や設備の追加によるものが多い。課題としては、取組にかかる費用や費

用対効果に関する意見があり、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。 

 

 

2.2 省エネ技術・取組に関する情報の調査・整理 

 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。プロセスとして

は研磨･研削、熱処理炉、エアコンプレッサ、空調、照明に分けて概要と事例を整理した。 

 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、最も大きなエネルギ

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。 

 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。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
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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／燃料比の最適化については、その設定調節を行う機器が存在し、

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。 

 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。 

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

プレッサや配管の最適な配置など設備費のかかるものがある。 

 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。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。 

 

 

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。 
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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。 

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

の最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 月に最

新の「省エネルギー技術戦略 2008」が発表されている。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。 

 今後の技術開発の計画を見ると、工場の省エネルギーを図る上で最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、特に関連する技術開発は無く、自発的な向

上が進められるものと考えられる。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、有機 EL 照明などは実現が期待され、数年後の普及なども考えられる。 

 

 

2.5 省エネ技術・取組の導入に役立つ制度の調査 

 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以下の通りに整理した。

制度は、「補助制度」「融資制度等」「税制上の優遇」「地方債」「その他」に分類して整理し

たが、このうち「地方債」に関しては本調査の目的に見合った制度がないことから、「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った。整理した項目は

以下の５項目である。 

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 
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⑤ 制度を実施している助成主体 

 

 

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。 

 これらの製品・サービスによる社会貢献については、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、最

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・アピールをしにく

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、一般社会へ

受け入れられるような条件作り・検討には至っていない。 

 このような状況に鑑み、最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 

 ベアリングの受注額をみると、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最も多く、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。 

 このように、ベアリングの主要な利用先として最も大きいのは、自動車工業であり、次
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いで機械工業が大きい。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。 

したがって、対象分野としては、需要の観点から考え、対象分野は、第一に自動車分野、

これに次ぐのは一般機械であり、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。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。 

 

 

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 

 3.1 で示した分野（自動車、産業／医療、風力発電）について、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し

た。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。 

 自動車に関してはトルク低減と軽量化、産業／医療についてはトルク低減と長寿命化、

風力発電については、導入の効果のうちのベアリングの効果の算定方法について検討を行

った。 

 

 

3.3 定量評価に関する今後の課題 

 ベアリングの最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

困難である。本調査では、様々なベアリング利用製品のうち、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。しかしながら一部の算

定条件については、多くの仮定・想定を含んでいるため、得られた結果については、特定

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、ベアリング技術や最終

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。そ

のため、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。また、
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合わせて、個別製品だけではない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。 

さらに、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。今後は、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。 

 

 

以上 
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