
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６年１１月 

 

 

一般社団法人日本ベアリング工業会 

 環境対策専門委員会 

ベアリングのＣＯ２排出削減貢献レポート 



目 次 

１．はじめに 

 

２．さまざまな製品に組込まれているベアリング 

 

３．各種機械製品に組込まれてＣＯ２排出削減に貢献している事例 

（１）輸送用機械 

 ①自動車 

   a. トランスミッション用「開放型低トルク深溝玉軸受」を開発 

b. ディファレンシャルギアやトランスミッション向け「第 4世代高効率円すいころ軸受」 

を開発 

    c. トランスミッション用「超長寿命プラネタリシャフト」を開発 

    d. ターボチャージャーに使用される「ホールベアリングユニット」の開発 

    e. 自動車用ディーゼルエンジン向け「低トルクタペットローラ」の開発 

    f.「超低フリクションハブベアリング」を開発 

 ②鉄道（新幹線車軸用軸受の開発） 

 ③航空・宇宙 

a.航空（ジェットエンジン主軸用軸受） 

 b.宇宙（球面すべり軸受） 

（２）産業用機械 

 ①工場 

  a.一般産業機械（「一般産業機械向けインバータモータ用絶縁軸受」を開発） 

b.食品機械（食品機械用コンベアに使用されるインサート軸受ユニットのステンレス 

シリーズ「エコシリーズ」を開発） 

   ｃ.ポンプ（産業用水ポンプ向け「高機能シールド付複列アンギュラ玉軸受」を開発） 

 ②建設・土木・農業 

a.建設機械（新興国市場向け「建設機械 走行減速機用中国現調円すいころ軸受」を開発） 

b.鉱山機械（鉱山コンベアプーリー用「高密封シール付高信頼性自動調心ころ軸受」を開発） 

ｃ.農業機械（「長寿命高信頼性保持器付きスラスト玉軸受」を開発） 

 ③エネルギー・発電所 

  ・風力発電（転動体セパレータ採用「高負荷容量円筒ころ軸受」を開発）   

（３）電気機械・精密機械 

 ①家庭 

  a.冷蔵庫（冷蔵庫のコンプレッサ「ＰＰＳ保持器付スラスト玉軸受」を開発） 

   b.室内換気システム（室内換気システム用「低トルク・高防塵シール付き深溝玉軸受」を開発） 

c.エアコン、換気システム（モータ用「低トルク・長寿命グリース密封軸受」の開発） 

 ②病院 

  ・歯科（「歯科エアタービン用軸受シリーズ」を開発） 

 

４．おわりに 

 

【専門用語の解説】 

 

【参考資料】 

1 
 

1 
 

2 
2 
2 
2 
 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
 

9 
9 

10 
10 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
15 

 
15 

 
16 

 
19 

 
 



1 
 

2016 年 11 月 

 
ベアリング（軸受）のＣＯ２排出削減貢献レポート 

 

一般社団法人日本ベアリング工業会 

環 境 対 策 専 門 委 員 会 

 

1.はじめに 

当工業会環境対策専門委員会では、2003 年度に続き、2014 年度に 2 度目のベアリング

（軸受）のＬＣＡ（Life Cycle Assessment）の調査を行いました。この調査では、前回の

2003 年度調査と同様に、素材・製造・輸送・使用の 4 段階におけるＣＯ２（二酸化炭素）

の環境負荷について行いました。2014 年度の調査結果と約 10 年前となる 2003 年度調査結

果とを比較すると、ベアリング製造各社における生産のあり方は、製造技術等で大きな進歩

を遂げており、また、海外生産を含めた構造変化が進展していますが、ライフサイクル全体

についてみれば、素材、製造、輸送、使用の各段階で発生するＣＯ２排出量の比率は大きな

変化はなく、傾向は一致していることが確認されました。即ち、使用段階におけるＣＯ２排

出量が最も多く、素材、製造、輸送段階でのＣＯ２排出量は少ない傾向にあることが確認さ

れました。従って、使用段階におけるＣＯ２排出量の削減がとりわけ重要であることがわか

りました。 

さまざまな機械製品に組込まれている多様なベアリング①は、そもそも省エネ機能を担っ

ている機械部品です。ＣＯ２削減、省エネの重要性が増している近年、会員企業は、これに

応えるため、よりよいベアリングを研究・開発し供給してきました。 

温暖化防止が喫緊の課題となっている今日、そうした新しいベアリングがいかにＣＯ２

排出削減に貢献しているか、ひいては省エネにつながっているか、ベアリングユーザーの

方々に対してご紹介することは有意義なことであると考えます。そこで、最近の各社の公表

資料からそうした事例をとりまとめ、本レポートを作成しました。 

なお、各種機械製品に組込まれたベアリング関連製品などの記載内容は、専門的な用語が

多く含まれることから、レポートの末尾に【専門用語の解説】を付していますので、本文と

合わせてご参照ください。 

 

2.さまざまな製品に組込まれているベアリング 

 ベアリングは、自動車や各種機械・装置の回転運動を支え、摩擦を少なくするための部品

であり、製品自体が省エネルギーのためのものです。さらに、小型・軽量化、低トルク②化、

長寿命化など技術進歩に伴う性能向上により、需要先である自動車や家電製品（エアコン、

洗濯機、掃除機、パソコンなど）、工場設備等のＣＯ２排出削減にも大きく貢献しています。

また、風力発電機用高性能軸受の提供により、自然エネルギーの利用効率を高め、結果的に

世の中のＣＯ２排出削減に寄与しています。  

ベアリングが私たちの暮らしと産業を支え、省エネルギーに貢献している環境にやさし

い製品であるとともに、日々、ベアリングがより身近なところでＣＯ２排出削減に貢献して

いることがおわかりいただけると思います。 
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3.各種機械製品に組込まれてＣＯ２排出削減に貢献している事例 

（１）輸送用機械 

 ①自動車 

 自動車は、ベアリングが最も多く使われている製品で、一般的な自動車では、エンジン・

トランスミッション③・ホイールなどに、多数のべアリングが使用されています。通常、自

動車には 100～150 個以上ものベアリングが使用されています｡もしベアリングがなければ､

車輪がガタついたり、トランスミッションのギアが噛み合わなくなったりして、自動車はス

ムーズに走ることができません。 

 

a.トランスミッション用「開放型低トルク深溝玉軸受」を開発＊1 

近年、自動車関連メーカーは、低燃費化や環境への配慮からトランスミッション内の油量

削減による攪拌(かくはん)

抵抗低減に取り組んでおり、

その結果として軸受の潤滑

方法が「油浴(ゆよく)方式」

④から「噴霧潤滑(跳ねかけ)

方式」⑤に移行傾向にあり

ます。 

今回開発した「開放形低

トルク深溝玉軸受」は、保持器と鋼球の間に介在する油

のせん断抵抗⑥が回転トルクの主要因であることに着目し、

新形状の保持器ポケット部で軸受内部の潤滑油をコント

ロールすることにより、軸受の寿命や剛性など基本性能は

そのままに、油量の少ない噴霧潤滑方式下においても、従

来品に比べて回転トルクを 25%以上低減することに成功

しました。これにより自動車の低燃費化に貢献します。 

 

 

 

 

自動車用トランスミッションの例 

 

b.ディファレンシャルギア⑦やトランスミッション向け「第 4 世代高効率円すいころ軸受」

を開発＊2 
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円すいころ軸受は、自動車の高い支持剛性

や高荷重への対応が求められる部位で、幅広

く採用されております。しかし、燃費改善の

ため、円すいころ軸受の摩擦損失を低減する

ことが課題となっていました。 

このたび、従来からの円すいころ軸受の高

効率化の設計ノウハウをベースに、最新の

解析技術を駆使して、効率を高めた第 4世

代円すいころ軸受を開発しました。これにより、大きな荷重が掛かる内･外輪の軌道面を

特殊クラウニング⑧と呼ばれる樽状にすることで、エッジロード⑨を低減し、フリクション

⑩を下げつつも従来品と同等以上の寿命や支持剛性を実現しました。また、“ころ”の本数

や“ころ”の長さ、接触角の変更などの内部設計仕様を最適化しました。これにより、摩

擦損失を 30%低減しました。また、耐久性も約 1.5 倍向上させ、小型化も可能です。 

 

c.トランスミッション用「超長寿命プラネタリシャフト」を開発＊3 

近年、グローバルに自動車の低燃費化が求めら

れており、トランスミッションの高効率化が急務

となっています。このため、トランスミッション

の多段化や小型・軽量化、さらにはトランスミッ

ション内の潤滑油の摩擦損失低減が進んでいま

す。なかでもプラネタリ機構に多く使われている

針状ころ軸受にも、小型化・軽量化が求められて

います。プラネタリ機構⑪を小型化するために、

プラネタリシャフト両端面を加締めによりキャリアに固定する方式が増えています。 

プラネタリ機構の例 
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このたび、両端を加締めで固定するタイプのプラネタリシャフトを長寿命化するため

に、材料と熱処理を最適化しました。その結果、プラネタリ機構の小型・軽量化をするこ

とができ、自動車の低燃費化に貢献しています。新開発オリジナル材を採用し、熱処理を

最適化することで長寿命化を実現しました。さらに、高周波焼入れによるシャフト両端面

の硬度上昇の影響を小さくすることで、シャフト両端の加締め(塑性加工)を可能にし、キ

ャリアへの固定が可能となります。これにより、従来の超長寿命品(ピン止めタイプ)と同

等の耐久性を維持し、長寿命品比 2.5 倍の超長寿命を実現しました。また、同等の寿命に

設計すれば、長寿命品(加締めタイプ)に対し約 3割の幅狭化が可能です。 

 

d. ターボチャージャーに使用される「ボールベアリングユニット」の開発＊4 

近年、エコへの意識は高まり続け、環境規制は世界レベルでの強化が進んでいます。各自

動車メーカーも環境に配慮した新型車の実現のため、日夜燃費の向上に向けた研究開発を

続けています。その結果として導き出された 1つの答え、それがエンジンのダウンサイジン

グでした。そこで注目を浴びているのが、従来のエンジンと同等の動力性能を維持するため

の出力補助装置であるターボチャージャー。そのターボチャージャーの性能に直結する新

世代の⾼耐熱性ボールベアリングユニットの開発に成功しました。 

 

ターボチャージャーの仕組み 

タービン主軸用のベアリングは、

800℃を超す超高温の排気ガスを動力源

とするタービンに使用され、常にオイ

ルに浸され続けながら、20 万回転を超

える超高速回転に耐えなければなりま

せん。そのため、これまで一般自動車

に搭載されるターボチャージャーの多

くは過酷な環境に強いオイル潤滑ベア

リングが採用されてきました。ただ

し、オイル潤滑ベアリングはその構造

上、加減速時の摩擦抵抗が大きく、速

度追従性がボールベアリングに比して劣る（特に低温でのエンジン始動時）ため、アクセ

ルを踏み込んでからターボチャージャーによる吸気圧の上昇までにタイムラグが生じ、加

速の鈍さを感じたドライバーは必要以上にアクセルを踏み込んでしまい、燃費効率の低下
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を招いていました。実際の市街地走行では、頻繁に加減速が繰り返されるため実用上の燃

費に影響を与えています。 

オイル潤滑ベアリングより

も複雑な構造のボールベアリ

ングユニットですが、耐久・

耐熱性の課題は複数の素材の

パーツを組み合わせることで

解決しました。内輪と外輪の

材質に航空機用ジェットエン

ジンの主軸受にも用いられる

Ｍ50 を、ボールの材質には重量が軽いため発熱量が少なく高速回転に向くセラミックス製

素材を採用しています。また、リテイナーに特殊表面処理を施すことでボールの回転効率

を向上させています。さらにユニット化による小型化に加え、ターボチャージャーメーカ

ーの組み込み負担の軽減や、パーツ全体としての安定感やバランスの向上も実現しまし

た。 

 

e.自動車用ディーゼルエンジン向け「低トルクタペットローラ⑫」の開発＊5 

近年の環境意識の高まりから、自動車には更な

る燃費改善が求められています。エンジンにおい

ては、熱効率の高さや CO2 排出量が少ないことか

らディーゼルエンジンの普及が進んでいます。 

しかし、ディーゼルエンジンでは燃料が燃焼す

る際にすすや窒素酸化物(NOx)及び硫黄酸化物

(SOx)が発生するため、タペットローラの軸は腐

食摩耗が発生し易い過酷な環境で使用されます。このため、ディーゼルエンジン用のロッ

カーアーム⑬用タペットローラには、耐久性を重視した滑り軸受が使用されていました。 

このたび、ディーゼル

エンジン用として、ダブ

ルローラ仕様(滑り軸受)

に代わって、新製品のニ

ードルローラ仕様(転がり

軸受)を開発することで、

低摩擦化と高耐久性を実

現しました。これによ

り、従来比 10％の低摩擦

化を実現し、ディーゼル

エンジンの低燃費化に貢

献しました。 
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f.「超低フリクションハブベアリング」を開発＊6 

近年、地球温暖化などの環境問題が大きく取り上げられ、クリーンディーゼル車やハイブ

リッド車などの低燃費車の需要が高まると共に、車軸を支えるハブベアリングに対しても、

燃費改善に寄与する回転フリクションの低減が求められています。 

このたび、封入グリースの増ち

ょう剤の工夫と、基油粘度の見直

しにより、回転時のグリース攪拌

抵抗を大幅に低減することに成

功しました。また、シールに特殊

表面処理を施し、リップ⑭摺動面

に微小な凹凸形状を設けること

で軸受回転輪との接触面積を減

らし、リップ面専用に開発した低

粘度グリースを塗布することによって、シール接触部の摩擦抵抗を低減しました。これらに

よって、従来品に対して回転フリクションを 33%低減し、約 0.28%の低燃費化を実現してい

ます。 

 

②鉄道（新幹線車軸用軸受の開発＊7） 

高性能、高信頼性かつ長期メンテナンス化を実現する各種鉄道車両用軸受（車軸用、駆動

装置用、主電動機用）は、「安全・確実に速く目的地に到達する」という鉄道の使命を支え

ています。 

新幹線用としては当初の 0 系から最新の N700 系に至るまで数多くのベアリングが使用

されています。車軸用軸受は安全性に直結することから、軸受の状態監視を目的としたセン

サー付軸受も開発され、貨物用に実用化されています。また、過酷な振動下で使用される駆

動装置用軸受には、耐つば焼付き仕様とともに、軟窒化処理を施した高強度保持器を有する

高信頼軸受が長年使用されています。 
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さらに主電

動機用軸受に

は、メンテナン

ス周期延伸の

要求に応える

べく、グリース

補給能力に優

れ、かつフェイ

ルセーフ思想

を盛り込んだ

保持器を開発。

従来仕様の 2

倍以上のグリ

ース寿命を有

す軸受を実用化しました。メンテナンス上の課題であった電食防止に対しては、セラミック

絶縁軸受及び樹脂絶縁軸受で解決が図られています。 

 

③航空・宇宙 

 航空・宇宙では、常に時代の最先端技術を織り込んだ信頼性の高い様々なベアリング

が使用されています。 

a. 航空（ジェットエンジン主軸用軸受＊8） 

航空機にはジェットエンジンをはじめ、さまざまな箇所で軸受が使用されています。 近

年のジェットエンジンは、低燃費化や重量軽減を目的に高温化や高圧化する傾向にあり、ジ

ェットエンジンの主軸に使用される軸受の使用条件は更に過酷になっています。このため，

軸受の信頼性を向上させるための開発が重要課題となっています。 

標記軸受の不具合の主な要因は、硬い異物により生じ

た圧痕などの表面欠陥のはく離や凝着があります。それ

らを抑制し高い信頼性に応えるため、表面改質による軌

道面硬化の確立に取り組んでいます。また、転動体は、

高速回転による転動体と軌道輪の接触面圧を抑えるた

め、軸受材料がずぶ焼入鋼の約 40％と軽量で、摩擦摩耗

特性にも優れたセラミックス（Si3N4）の適用を検討して

います。これらを検討・実施していくことにより、高い

信頼性を確立し、ジェットエンジンの低燃費化に貢献し

ていきます。 

 

 b.宇宙（球面すべり軸受） 

宇宙環境は、微小重力、高真空、高放射線、広い温度範囲、原子状酸素など地上環境とは

大きく異なるため、人工衛星や惑星探査機に用いられる軸受は、過酷な使用環境下での運転

を余儀なくされます。これらの機体には、各種精密機器をはじめ多くの軸受が使用されてい
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ますが、宇宙空間で故障した場合の修理が難しく、最悪の場合には人工衛星や惑星探査機そ

のものの再製造および再打ち上げが必要になり、その際に再び多くの CO2 を排出すること

になります。これを防ぐ意味からも、人工衛星や惑星探査機用軸受には高い信頼性が求めら

れます。 

 例えば、太陽電池パネルの展開可動部には球面すべり軸受が採用されています。人工衛星

や惑星探査機は打ち上げ後の動力確保のため、宇宙空間で太陽電池パネルを展開して発電

を行います。本軸受は展開時のたった 1 回の作動が必要ですが、確実な展開を要求される

ため、高い信頼性が求められます。宇宙空間は、高真空、高放射線環境に加え、低温から高

温までの広い範囲の温度環境であり、油やグリースといった潤滑剤では蒸発、劣化、凝固の

リスクがあるため、内輪及び外輪の摺動面に固体潤滑焼成膜を施すことで、確実な作動を実

現しています。また、地上で打ち上げを待つ間も、一般の軸受材質では部品に微量ながら錆

が発生し、円滑な作動を妨げるリスクがあるため、軸受材質にマルテンサイト系ステンレス

鋼を採用し、錆を防いでいます。さらに、軸受製造時の素材、加工工程、熱処理工程、組立

工程などの製造履歴管理を行い、軸受 1 つ 1 つにシリアルナンバを付けて記録を残すなど

厳しい品質管理を行い、製造面での信頼性も高めています。 

 このように宇宙用軸受は、過酷な環境に耐えうる特殊仕様の構築と、厳しい品質管理によ

って、再打ち上げ等による CO2排出を防ぐ「縁の下の力持ち」になっています。 

 

（２）産業用機械 

 ①工場 

ものづくりの生産現場では、各種のベアリングが使用されています。 

モータはあらゆる産業で動力源として用いられていますが、ベアリングは、モータの回

転部分に広く使用され、そのスムーズかつ静粛な回転を支えるとともに、モータにかかる荷

重を受け止める大事な役割を果たしています。 

動力源の電動化が進む中、環境への配慮からさらに厳しくなる低エネルギー損失へのニ

ーズ、高信頼性を実現させるための長寿命化への回答として、コア技術であるトライボロジ

ー⑮を駆使した高機能軸受を世に送り出し続けています。これら、低エネルギー損失化技術、

長寿命化技術は、まさに地球環境保全に対する取組みであり、これからも最重要なミッショ

ンとして活動を続けていきます。 

 

 a. 一般産業機械（「一般産業機械向けインバータモータ用絶縁軸受」を開発＊9） 

一般産業機械モータでは、高効率化のためインバータ制御の採用が拡大しています。これ

固体潤滑焼成膜 

外輪 

内輪 
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に伴い、軸受に電食⑯と呼ばれる損傷が発生するケースが見受けられます。 

電食対策としては、電流を通さないセラミックボールを使用した軸受の採用があります

が、生産性が課題となっていました。また、モータに絶縁ハウジングを設ける方法もあり

ますが、専用部品と特殊な組立工程が必要でした。そこで、生産性が高く、標準品と互換

性がある新たな絶縁軸受を開発しました。 

製品の特長として、生産性の高いアルミナ系

セラミック溶射材を外輪にコーティングし、最

適な添加剤を配合することで、約 10 倍以上 絶

縁性能向上を実現しました。これにより、軸受

の電食発生を防止します。また、耐久性の向上•

軸受諸元の最適化により、皮膜の耐衝撃性を約 3

倍以上向上しました。 

この製品は、省エネルギー化のためインバータモータの採用拡大に対応し、ポンプ、圧

縮機およびファンなどに使用される一般産業機械向けインバータモータ用として、最適な

性能を有しています。 

  b.食品機械（食品機械用コンベアに使用されるインサート軸受ユニット⑰のステンレスシ

リーズ「エコシリーズ」を開発＊10） 

 従来、ステンレスシリーズは直径系列２を採用

していたため、小形・軽量化が困難でしたが、エコ

シリーズは直径系列０を採用し、装置全体の小形・

軽量化が可能になりました。 

また、従来のステンレスシルバーシリーズに使用

している軸受箱は、亜鉛合金ダイカストにニッケ

ルクロムめっきを施していましたが、エコシリー

ズの軸受箱は、ステンレス鋳鋼ＳＣＳ１３のロス

トワックス精密鋳造品を採用し、より、耐食性に優

れています。コンパクトで設備設計の小形化が図れます。省エネ・省資源に役立ちます。食

品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。 

 

C.ポンプ（産業用水ポンプ向け「高機能シールド付複列アンギュラ玉軸受」を開発＊11） 

産業用水ポンプには、高効率と高い信頼

性、環境負荷低減が求められています。この

ため、これらポンプに使用される軸受には、

小型化と高負荷容量の両立が求められてい

ます。このニーズにお応えし、ISO に準拠

した寸法(内・外径､幅)で、以下の優れた特

長を持つ産業用 水ポンプ向け「高機能シー

ルド付複列アンギュラ玉軸受」を開発しま

した。 
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・シールド付軸受の最適設計により、軸受寿命を従来比で 1.3～2.6 倍に向上しました。こ

れにより、同一設定寿命では軸受の小型化が可能になりました。 

・軸受の最適設計により、軸受の耐アキシアル荷重⑱が従来品と比べ 1.1～2.8 倍に向上しま

した。 

・高温寸法安定化処理の採用により、最高 150℃まで使用可能としました。 

以上の特長により、水ポンプの小型化が可能になり、ランニングコストの低減に貢献しま

す。また、グリースが封入された軸受のため、ポンプ設計の簡素化、生産性向上などに貢献

します。同一軸受サイズで

は、軸受の長寿命化が可能

となり、ポンプのメンテナ

ンス期間延長に貢献しま

す。また、大きなアキシア

ル荷重や高いモーター発熱

にも対応出来るため、水ポンプの信頼性向上に貢献します。 

 

②建設・土木・農業 

重いものを運んだり、地中深く掘ったり、耕したりする機械には、高負荷に耐えられ

るベアリングが多数使用されています。使用される機械はさまざまで、鉱物を砕く機械

から始まり、挽く機械、篩う機械、積む機械、運ぶ機械などが 24 時間にわたり休まず

稼動しています。これらのどの機械が故障しても、採掘現場の生産に大きな影響を与え

ることになり、加えて、昨今の機械の大型化のために修理することも大変な作業になり

ます。 

a.建設機械（新興国市場向け「建設機械 走行減速機用中国現調円すいころ軸受」を開発  

＊12） 

 油圧ショベルなど建設機械の走行減速機用に使用される円すいころ軸受は、重荷重、

衝撃荷重といった過酷な使用環境下で使用されています。中でも新興国において、多く

の建設機械は長時間連続稼働、長距離の悪路走行など、より厳しい条件下で使用されて

います。更に新興国では、軸受周辺の部品の精度が粗いことや作業者が軸受の取り扱い

に慣れていないなど、新興国特有の課題も発生しています。このような中、現地の材料

を採用し、新興国特有の使用環境に最適な製品仕様を設計し、更に中国の工場に高精度

加工が可能な最新鋭の生産設備を導入しました。これにより、高品質な製品を、コスト

競争力を高めて、短納期で納入可能な現地生産を実現しました。 
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製品の特長としては、新興国での過酷

な使用環境下においても軸受寿命低下

を防止するために、軸受の外輪、内輪軌

道面及びころ転動面に最適なクラウニ

ングを施し、エッジロードの発生を抑制

しました。また、取り付け精度が悪化し

た際の軸受の傾きも許容する丈夫な設

計としております。更には、最新鋭設備

導入により、あらゆる条件にも対応でき

るクラウニング加工を実現いたしまし

た。また、新興国では、悪路走行時に走

行減速機用軸受に大きな衝撃がかかり

ます。中でも軸受の内輪の大つば部に大

きな応力が発生すると、大つば部が割損

し、走行不能となる恐れがあります。こ

のため、ころ端面形状の最適化を行い、

大つば部に発生する応力を約 10%低減し

ました。また、高品質の現地材料や部品

を採用し、最新鋭の設備を導入すること

で、新興国向けの建設機械走行減速機用軸受の要求機能を満足する製品を実現しました。 

 

b.鉱山機械（鉱山コンベアプーリー⑲用「高密封シール付高信頼性自動調心ころ軸受」を開

発＊13） 

 数キロから20kmにわたる鉱山コンベアが設備

の故障やメンテナンスにより稼動停止すると生

産性に大きな影響を及ぼします。そのため、これ

らの設備は粉塵に曝される過酷な条件下におい

ても365日 24時間の安定稼動を行える信頼性が

求められています。 

このコンベアプーリーには一般的に高負荷容

量で軸のたわみを吸収できる自動調心ころ軸受

が使われています。自動調心ころ軸受には開放型(シール⑳なし)と密封型(シール付)が

ありますが、従来の開放型では異物侵入による軸受の早期損傷発生が課題になっていま

した。一方、密封型では十分なシール性能を発揮するためのシールスペースの確保と軸

受の設備組付時にすきまを測定できないことによる組付不良が課題となっていました。

このため、従来品と同一軸受寸法で、十分なシール性能を発揮し長寿命を実現させた『高

密封シール付高信頼性自動調心ころ軸受』を開発しました。異物侵入による早期軸受損

傷を防止するとともに、軸受組付時に適切なすきま管理を高精度に行うことが可能とな

りました。 

本製品は過酷環境下で使用される鉱山コンベアプーリーにおいて、従来に比べ 4 倍以
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上の寿命を実現し、鉱山採掘の生産性に貢献します。 

 

C.農業機械（「長寿命高信頼性保持器付きスラスト玉軸受」を開発＊14） 

世界的な人口増加に伴う食料やバイオ燃料等

の需要の増加により、農業機械の需要が拡大して

います。トラクターやコンバインをはじめとする

農業機械では、スムーズな操作のための無段変速

化、作業性を高めるための高出力化が進んでいま

す。これに伴い、農業機械の変速機では、

Hydraulic Static Transmission(HST)㉑が主流と

なっていますが、エンジンの高出力化によりこの

スラスト玉軸受にかかる負荷が増してきており、軸受への長寿命・高信頼性の要求が高

まってきています。そこで、材料技術や高信頼性保持器の採用により、従来の軸受の 2

倍以上の寿命を可能にしました。 

 

③エネルギー・発電所 

快適な生活をささえるエネルギー設備には、大形で信頼性の高い様々なベアリングが

使用されています。 

地球温暖化の原因となる炭酸ガスを発生させないクリーンエネルギソースとして、風

力発電は世界各国で急速に普及しています。 

大型風力発電機（風車）は巨大機械であり、現在、数多く建設されている 2MW クラ

スの風車では、ブレードの長さが約 40m、回転軸の高さが 60～100m、総重量は 200t 以

上にもなります。このため、風車で使用される軸受も必然的に大形になり、内径で

100mm～700mm、機種によっては 2m 近いものも要求されます。 

 

・風力発電（転動体セパレータ採用「高負荷容量円筒ころ軸受」を開発＊15） 

 風力発電機では、羽根の回転を伝える主軸、より多くの電気をつくり出すために軸の回転

スピードを上げる増速器や発電機など、主要な部分にベアリングが使用されています。 

 風力発電機の増速機には、高効率化による装置の大型化に伴い、高い荷重負荷能力ととも

に、高出力、高効率

のための高速回転

性能が求められま

す。今回開発した

「高負荷容量円筒

ころ軸受」は、独自

開発した「転動体セ

パレータ」を採用す

ることで、ころ同士

の接触を防ぎ、回転

性能を損なうこと
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なく総ころ形とほぼ同数のころを内蔵可能で、世界最高水準の負荷容量を確保しました。ま

た、一般的な保持器付き円筒ころ軸受の 1.5 倍の定格寿命を実現し、増速機や減速機の低速

軸はもちろんのこと、中・高速軸へも適用が可能です。 

 さらに、風力発電機によく用いられる遊星歯車型の増速機や減速機には、ころを最適設計

することにより、遊星歯車の内径部を軸受の外輪軌道麺として使用することができ（写真：

N タイプ）、装置全体の軽量・コンパクト化にも貢献します。 

 このように、風力発電機に使用される軸受は、風力発電機の性能向上に寄与することで、

自然エネルギーの普及、ひいては化石エネルギー比率低減による CO2削減に貢献します。 

歯車内径を軸受軌道面として     風力発電機向け増速機のレイアウト 

利用した遊星歯車の構成例 

 

（３）電気機械・精密機械 

 ①家庭 

快適な生活に欠かせない家電製品や生活用品には様々なベアリングが使用されてい

ます。 

 a.冷蔵庫（冷蔵庫のコンプレッサ「ＰＰＳ㉒保持器付きスラスト玉軸受」を開発＊16） 

従来、冷蔵庫のコンプレッサにはすべり軸受を採用しておりましたが、転がり化を実現す

ることで、低トルク化を実現し、コンプレッサの性能向上に大きく寄与し、冷蔵庫の更なる

省エネ化に貢献することができます。  

 冷蔵庫のコンプレッサに転がり軸受を採用する際に発生する、樹脂のオリゴマ㉓の発生と

いう技術課題に対し、保持器材料に PPS を採用することで解決する軸受を、世界で初めて

開発・量産に成功しました。 
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冷蔵庫は 24 時間 365 日稼動する家電であり、電気代の多くを占めており、冷蔵庫の省エ

ネ性は製品購入の大きなポイント。 冷蔵庫の省エネに貢献するために、従来はすべり軸受

を採用していた冷蔵庫のコンプレッサ用に PPS 保持器付きスラスト玉軸受を開発しました。  

冷蔵庫のコンプレッサには、コンプレッサオイルと冷媒を使用しており、従来のポリアミ

ド系樹脂では、樹脂の環状オリゴマが発生し不具合の原因となってしまい、樹脂を使用した

転がり軸受の採用はされていませんでした。今回保持器材料に PPS を採用し、この課題を

解決することで、冷蔵庫の更なる省エネ化を実現しました。 

 

b. 室内換気システム（室内換気システム用「低トルク・高防塵シール付き深溝玉軸受」

を開発＊17） 

シックハウス対策の義務付けや受動喫煙防止のため、室内の換気システムの重要性が高ま

っています。室内換気システムは 24 時間稼

動するため、軸受には低トルク化による省エ

ネ性能が求められています。一方、室内換気

システムは夜間に寝室で稼動しており、異音

の発生原因となる塵埃の軸受内部への侵入

を防止するため、軸受には高防塵性能も求め

られます。 

これらの様々なご要望にお応えするため、

以下の優れた特長を持つ「低トルク高防塵シ

ール付き深溝玉軸受」を開発しました。製品

の効果として、シール接触による高い防塵性能を損なわずに従来比で約 3 割摩擦損失を低

減しました。モータ消費電力を低減し、省エネに貢献します。 

 

ｃ. エアコン、換気システム（モータ用「低トルク・長寿命グリース密封軸受」の開発＊18） 

ファンモータは、エアコンをはじめとして、空気清浄機、換気システム、クリーンルーム

設備など幅広く使用されております。ファンモータは、長期間に亘る連続稼動が多いことか

ら、静音性に加えて、消費電力の一層の低減が求められております。静音性を保つためには、

グリースが軌道面に充分に供給されていることが不可欠ですが、このグリースの攪拌抵抗

のため摩擦損失が上昇する要因にもなります。 

このたび、相反する特性とされていた軸受の摩

擦損失低減と音響長寿命化を両立するグリースを

開発しました。製品の特長として、軸受が回転す

るとグリースがせん断され、軸受内部を流動し攪

拌抵抗が大きくなり、摩擦損失が大きくなります。

本製品は適度な硬さに組成した新開発のグリース

を封入することにより、攪拌抵抗が抑制され、従

来品に比べて軸受の摩擦損失を最大 60％低減します。また、軸受が長期間回転するとグリ

ースが軟化し、グリースが軌道面から流出し、油膜が切れて軌道面が荒れることで音響寿命

に悪影響を与えます。新開発グリースは上記の硬さに加え、軟化し難い特長も有することで
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軸受の長期間回転後もグリース流出による油膜切れを抑制します。これにより、従来品に比

べ軸受の音響寿命は 2倍以上となり、長期間に亘って静音性を維持します。 

 

②病院 

私達の健康を支える医療用機器（歯科エアタービン㉔、レントゲン、ＣＴスキャナ、

ＭＲＩなど）には、信頼性の高い様々なベアリングが使用されています。 

・歯科（「歯科エアタービン用軸受シリーズ」を開発＊19） 

40 万 min-1 にも達する回転を支える歯科エア

タービン*用軸受には、定期メンテナンスで軸受交

換が必要になるため、軸受の長寿命化が求められ

ています。また、治療終了後、洗浄用薬液や高圧・

高温環境での滅菌処理など、苛酷な環境に晒され

るため、高耐食性・耐久性も求められています。 

本製品は、コア技術のひとつである『材料技術』

を駆使して開発された高耐食材料に、高度な部品設計技術と加工技術を用いることで、従来

比 1.5 倍の長寿命化を実現しました。 

製品の特長としては、保持器の最適設計、部品加工精度の向上による振動レベル低減によ

り、従来品比 1.5 倍の長寿命化を実現しました。開発した長寿命高耐食ステンレス鋼の採用

により、一般的に用いられているエアタービン用軸受材質比 10 倍の耐食性能も合わせもっ

ています。 

 

4.おわりに 

 以上のように、ベアリングは各種製品に組込まれてあまり目立たない地味な存在ですが、

さまざまな製品の縁の下の力持ちとして日夜活動し続けています。各種製品にとってなく

てはならない機械要素部品であり、ＣＯ２排出削減や省エネルギーに大きく貢献していま

す。 
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【専門用語の解説】 

① 本レポートでいう「多様なベアリング」とは、以下のさまざまな種類のベアリング（軸受）

を含みます。 

 

 

 

 

 

ベアリング（軸受）は、大きく分けて「転がり軸受」と「滑り軸受」があります。 

  

       転がり軸受断面モデル       滑り軸受断面モデル 

 

軸受

（ベアリング） 転がり軸受

滑り軸受

玉軸受

ころ軸受

インサート軸受ユニット

リニア軸受

ラジアル玉軸受

スラスト玉軸受

ラジアルころ軸受

スラストころ軸受
スラスト円すいころ軸受

スラスト自動調心ころ軸受

円筒ころ軸受

針状ころ軸受

円すいころ軸受

自動調心ころ軸受

スラスト円筒ころ軸受

スラスト針状ころ軸受

深溝玉軸受

アンギュラ玉軸受

自動調心玉軸受

スラスト玉軸受

スラストアンギュラ玉軸受

球面滑り軸受
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転がり軸受の基本構造は、「外輪」と「内輪」、その間にある「転動体」とその転動体を分離

保持する「保持器」からなる。「転動体」には、「玉」と「ころ」があります。 

      

 

② 「トルク」とは、回転する、または、回転を妨げる力の度合いを、力と回転半径の積で表し

たもの。 

③ 「トランスミッション」とは、自動車のエンジンとタイヤの間に設置される変速装置。通常

は、エンジン回転数を車速に応じて変速させ、その分、伝達トルクを大きくするために用い

られます。 

④ 「油浴方式」とは、軸受を油に浸して潤滑する方法。最も一般的な油潤滑方式で、低中速回

転において広く使用されています。 

⑤ 「噴霧潤滑方式」とは、圧縮空気により油を霧状にして潤滑する方法。潤滑油の抵抗が小さ

いため高速回転に適しています。 

⑥ 「せん断抵抗」とは、潤滑油のある面に対して物体を動かす時、逆らう力を潤滑油のせん断

抵抗といいます。 

⑦ 「ディファレンシャルギア」とは、例えばコーナリング時、コーナーの外側のタイヤが走る

距離と内側のタイヤが走る距離とが異なるために発生する左右駆動輪の回転差を吸収し、ス

ムーズな旋回を実現するための装置です。 

⑧ 「クラウニング」とは、軌道ところとの接触部の端部に生じる集中応力を防ぐことを主な目

的として、軌道またはころの母線にごくわずかな曲率をもたせることです。 

⑨ 「エッジロード」とは、ころと軌道輪の間に荷重が作用するとき、接触の端部では応力集中

が生じて接触面圧が過大となることがある。この現象をエッジロードと呼びます。 

⑩ 「フリクション」とは、摩擦力のことです。 

⑪ 「プラネタリ機構」とは、サンギヤ、ピニオンギヤ、リングギヤ，キャリアの４つの部品で

構成されてします。この 3 つのギアを組み合わせ、ギア比を変化させ動力を伝える機構です。 

⑫ 「タペットローラ」とは、ロッカーアームの構成部品の一つで，ローラフォロアとしてその

外径面でカムとの接触による摺動抵抗を低減させる軸受です。 

⑬ 「ロッカーアーム」とは、動弁系部品の一つで、カムの力を受けてバルブを作動させる役割

を果たすものです。 

⑭ 「リップ」とは、ゴム製シールの先端部分です。 

⑮ 「トライボロジー」とは、トライボロジーとは潤滑、摩擦、摩耗、焼付き、軸受設計を含めた
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「相対運動しながら互いに影響を及ぼしあう二つの表面の間におこるすべての現象を対象と

する科学と技術」です。 

⑯ 「電食」とは、回転中の軸受の軌道輪と転動体との接触部分に電流が流れた場合、薄い潤滑

油膜を通してスパークが発生し、その表面が局部的に溶融し凹凸となる現象です。 

⑰ 「インサート軸受ユニット」とは、軸受と軸受箱が組み合わされて一体となったものです。 

⑱ 「アキシアル荷重」とは、軸受中心軸に平行な方向に働く力です。 

⑲ 「プーリー」とは、コンベア装置において、回転動力を伝達する目的でエンドレスベルトを 

駆動している滑車や、ベルトの運動を受け取って回転力を取り出す滑車のこと。 

⑳「シール」とは、軸受内部のグリースの漏れを防止し、水や異物等の軸受内部への侵入を防ぐ

部品。 

㉑「Hydraulic Static Transmission(HST)」とは、油圧ポンプと油圧モータを組み合わせた静油

圧式無段変速機構。油圧ポンプのピストンに接する斜板の角度を変化させることによって、

変速 を行なう。このピストン摺動部面にスラスト玉軸受が使われる。 

㉒「ＰＰＳ」とは、Polyphenylene Sulfide ポリフェニレンスルファイド。合成樹脂の一種。 

㉓「オリゴマ」とは、2 分子～数１０分子程度で形成される重合体の呼称。 

㉔「歯科エアタービン」とは、エア駆動による高速回転で、歯を切削する歯科治療器具。 
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