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2050年度 政府公約温暖化規制ゼロエミッションへの提案 

完結の為の提案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許商品 バランサー「零芯」とは？ 

 

１-１ 商品等の概要 
   我社は創業以来 8 期目になりますが、当初工作機械及び産業機械各種回転部に装着する事で、加工
用刃物及び砥石の振動劣化を防ぎたいとの思いで試行錯誤し販売してきましたがその過程で、回転振
動がはかり知れない位大きなロスに繋がっているかが見えてきて現状にいたっております。 
其の振動劣化を防止解決する為の商品が ZS形オートバランス装置「零芯」で現在まで改良加えて 3世
代目になりあらゆる産業回転部に装着する事で振動劣化を防ぎ、当初の加工用刃物及び砥石の振動
劣化防止に限らず、省エネ効果又回転部軸受けの均等摩耗による寿命伸長ならびに、高精度化無人運
転などに繋がることが見えてきて新エネルギーの考え方も、新しいエネルギーではなく従来回転部は必
ず振れが発生する事で消耗劣化し稼働時間経過と共に、部品交換または修理が必要という世の中の常
識を変える事で偏摩耗しない、回転部に装着する事で均等摩耗し偏摩耗劣化しない商品を提案して振
動ロスを防ぐことで「新エネルギー」としてあらゆる産業回転部に装着する事で効率アップのプラスエネ
ルギーとして負荷変動に対して芯ブレ零を維持する事で、回転慣性力「無料のエネルギー」を有効利用
する事で新エネルギーとして実現可能な ZS形オートバランス装置「零芯」を提案致します。 
 

1-2 「下記①～④現在までの使用例及び参考例を表示致します」 
 

① マシニングセンタ用ツーリング装着（スピンドル装着例もあり） 
加工振動防止の為、刃物寿命及び回転部ベアリング寿命の伸長及び省エネ率の向上も確認実証済
みである。 
 

② 平面研削盤フランジ装着（標準ナットの代わりに装着） 
加工振動防止の為、加工面粗度の向上及び砥石寿命並びに回転部ベアリング寿命の伸長また省エ
ネ率の向上も確認実証済みである。 
 

③ 乗用車ホイール装着例（アルミホイールに組込み一体化） 
回転走行振動防止の為、実質燃費向上及びタイヤ消耗同じくブレーキパット部など回転消耗各部の寿
命が伸長し、尚且つ風の強い日のタイヤ軸 4 本の零芯回転を維持可能な為、操舵性能も安定して安
全性も向上此の事は確認実証済みである。 
 

回転振動を抑える事で、エネルギーロスを防ぎ、省エネ率の向上及び消耗回転部

寿命伸長を実現する事で、世界での常識回転部重量は出来るだけ軽くとの考えでは

なく慣性力（重量）を、芯ブレ防止によりプラスエネルギーとして慣性力を味方に

した従来と真逆の見方の芯ブレロスを防止する事で、エネルギー効率 20％～30％

伸長実績の各種回転部にバランサー「零芯」装着する事で、新エネルギー創生実現

する事で、EV化電力不足 15％～20％カバー及び 2050年度政府公約ゼロエミッシ

ョンの温暖化防止に貢献する事である。                                
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④ 各種発電機及び EVモーター装着提案（振動ロス及び故障防止の為） 
自工会トヨタ会長が示した「電動化＝EV化の電力不足が乗用車 400万台を EV化すると電力不足、

解消には現発 10 基分、火力発電 20 基分増設が必要との事、しかしあらゆる回転部にバランサー「零
芯」を装着し振動ロスを防止する事でエネルギーロスを 20％～30％削減可能であれば、新たに発電施
設の増設は必要なく現状の発電設備にバランサー「零芯」を装着する事で解決可能となり、偏摩耗劣
化も均等摩耗する事で寿命の 50％以上の伸長も見込め問題解決に繋がる。 

 

 

2-1 開発の背景及び目的 

回転部は消耗するのが当たり前で、時間と共に偏摩耗劣化し、ある時点で修理するか消耗部新品交換が必要に

成り連続運転が不可能になる、又その原因は振動であり振動衝撃を防御する事で、消耗部寿命伸長及び省エネ率

の向上、尚且つCO2零規制に繋げ、そして化石燃料ゼロ化が可能な、また温暖化ガス2030年までに2013年度比

較46％削減に寄与する、各業界団体向け、回転部振動ゼロ最適化技術により国家公約2050年温暖化規制に寄

与達成する事が最大の目的である。 

2-2 開発プロセス 

 回転体は必ず特別な場合を除いて、バランスを取る調整が必要とされています。しかしバランスを調整するには熟練技

術が必要で、習得するまでには相当時間がかかります。またバランスを時間をかけて振れ零に調整しても、稼働と共にま

た負荷を掛けると必ず振れが発生、結果偏摩耗劣化するのが常識です。回転部は消耗部との事が常識、此の事が真

逆の無償耗部に成れば消耗部と異なり、振動防止によるプラス効果は膨大で計り知れない。 

 しかし用途によりアンバランスはバラバラで個別の開発が必要に成り、ある条件下では良くても、条件環境が変わると変

化が少ないとか変わらないとか千差万別で、業界業種ごとの個別開発対応が必要である。 

 また個別仕様にて制作対応する事で、今迄気づかない回転体ロスも見えてきて解析研究する事で対応力を上げ、

気が付かないあまり意識しない様なロスも見えてきて都度解析する事で、個別の振動ロスを防げる対策提案が可能とな

り、第三世代バランサー「零芯」は此の事を繰り返すことで、未確認の事例は有りますが完成し今後如何に実証を増や

すかである。 

2-3 製品等の詳細 

Aマシニングセンターツール装着例   平面研削盤フランジ装着例     乗用車ホイール装着例 
ZS80形オートバランス装置「零芯」     ZS175形オートバランス装置「零芯」     15吋用ホイール「零芯」 

                  

「零芯」拡大図              「零芯」拡大図           「零芯」拡大図 
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B 世界的自動車産業の EV化及び温暖化ガス規制対応 

日本は 2030 年までに 2013年度比較温暖化ガス 46％削減目標 

   
※ 世界温暖化に伴う各国とも、脱ガソリン車を目指す方向です。 

C 実施計画業会  

1, 日本自動車工業会 

脱化石燃料、再生エネルギー、EV化などにて、実質走行距離を伸ばし2050年度脱炭素ゼロエミッション達成計画 

 

今後も脱化石燃料には時間がかかるが、理想回転を維持する事で回転効率を上げ省エネ率向上並びに消耗部

劣化を防ぎ温暖化防止に寄与するのがバランサー「零芯」装着アルミホイールで、未習得では有るがトップランナー

制度並びに国際エネルギープログラムにもデーター的には適合する商品で、その他各回転部に装着すれば燃費で

20％～30％伸長また消耗部寿命も 50％以上のアップが見込まれ、世界の省エネ率向上及び温暖化防止にも

寄与可能な商品の提案である。 

    

アリオン 1500CC 「零芯」ホイール装着例        PHVプリウス 1800CC「零芯」ホイール装着例                                  

回転振動を抑えるだけで、何方の場合も、実質燃費で JC08 モード値でカタログ値と実質燃費が同等で 20％

～30％向上、2050 年度温暖化規制に寄与出来この車種以外 FCV,EV、HV 等全ての車種に標準で「零芯」ホ

イール装着が可能であれば世界温暖化問題ゼロエミッションに寄与出来ることは間違いないと確信しております。 

世界自動車業会が EV 化の方向です

が、2030年度自動車生産比率に占める

ガソリン車比率 40％、2050 年度のガ

ソリン車比率10％で脱化石燃料には時

間がかかりそうである。 

実燃費,及び実電費の伸長も大きな

課題の一つである。 
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「零芯」装着アルミホイール               「零芯」装着アルミホイール車装着例 

アルミホイール ARI マーク部 3 ヶ所均等位置に、揺動錘が装填され、綱渡りの手でバランスを取り振動ノイズ発

生を防止し、燃費向上及び偏摩耗劣化を防止して、国家公約 2050 年度温暖化規制に寄与達成可能な「零芯」

アルミホイール装着提案で経済効果も莫大で各種回転部トラブルにも対応可能であります。 
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世界の産業による二酸化炭素排出量 2017年度、約 328億トンのバランサー「零芯」装着で 20％～30％

削減が可能であれば、あらゆる産業の回転部にバランサー「零芯」を装着する事で CO2削減が可能とな

れば、世界的な波及効果を起こす事で知名度が上がり、結果浸透する事で市場性及び経済性の伸長、尚

且つ CO2削減、結果温暖化防止にも寄与可能な世界初の特許技術バランサー「零芯」である。           

 

２ 各種発電機業会 

この様な発電機は全てタービンを回して、発電機を駆動して電気を生産し供給しております。回転部タービン及び

発電機の回転振動、またその為の偏摩耗劣化を防ぎ発電効率 20％～30％向上また 50％以上の消耗部寿命

伸長をいかにバランサー「零芯」を装着する事で解決実現するかが今後のエネルギー不足及び環境問題解決が今

後の課題である。 

 A 風力発電                           B 水力発電 

バランサー「零芯」装着図                   

     

 

バランサー「零芯」 拡大図              バランサー「零芯」 拡大図 

発電機用軸部 装着                 発電機ギアー軸 装着 
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c 地熱発電                            d バイオマス発電 

                                  

e  火力発電と原子力発電の構造の違い 

タービン回転振動発生をバランサー「零芯」をタービン及び回転軸に装着する事で負荷変動振動を抑え、消耗部

寿命 50％以上伸長、尚且つ省エネ率 20％～30％向上によりエネルギー不足及び温暖化防止に貢献可能な世

界初の回転部回転力のみを利用した外部入力費ゼロの世界初の商品で必要エネルギーに対して発電機増やさず

回転振動抑える事で振動によるエネルギ消費を抑え省エネに結び付ける事が対応可能な提案である。 

「零芯」バランサータービン軸部に装着           火力発電「零芯」バランサー装着拡大図 

「零芯」バランサー装着部 

           

f    特殊マグナス式風力発電              風力＋ソーラー式ハイブリッド発電機 

※ 台風対策及び発電効率伸長の為のハイブリッド化考察 

            

※発電量に 10台必要であれば効率上げる事で 7台位で済む。  写真及び図形表示はネットから引用 
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下記表は風力発電機の故障時の復旧タイムベスト 4で寿命アップが大きな課題      

※ 各々トラブル破損は、振動に起因する場合が多く振動を如何に防止するかが課題である。 

其の為の、問題解決振動防止ツールがバランサー「零芯」ホイールである。 

 

                         

3. 技術的特長 

3-1 先進性・独創性 

今回は第三世代のZS形バランサー「零芯」でより敏感に反応して、許容する振動制御も倍以上にしており、工

作機械工業界よりさらに振動防止効果に大きな許容値を維持し、其の為自動車及び各種発電機（風力、水

力、地熱、バイオマス、火力、原子力）の大きな負荷変動に対して、芯ブレを防ぎ回転慣性力（重量）を零芯

回転維持する事で効率アップに結び付け発電効率を 20％～30％アップして、尚且つ回転部寿命も 50％以上

伸長可能な2030年温暖化ガス規制2013年度比46％削減目標,また2050年度国際公約温暖化規制ゼ

ロエミッション達成の為の技術で、必要発電能力では 10 基必要な発電設備が、慣性力（重量）を芯ブレ防止

する事で効率をアップし実質台数7～8基で対応可能として、償却寿命も50％以上伸長実証可能な慣性力有

効利用特許技術である。 

また自動車においても、ロードノイズ（タイヤ形状誤差振動防止は不可）を防ぐことが不可能な為、走行メータ

ー距離計は実質 10 万 km 走行時回転振動が大きい為、メーターは回転数とタイヤ径から算出するのでどちらか

言うと半径 R 距離が平均小さい場合が多い為、同じ距離を走行する場合距離メーター表時は 0.005%長く表

示され、10万 500km と表示され、実際 10万 km走行時 10 万 500km と表示されるのは問題で 500km
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実走行以上のメーター表示は最終車両評価でマイナスになり、何より走行距離計表示と実走行距離との違いは

大問題で走行ごとのメーター補正が必要ではないか,バランサー「零芯」ホイールを装着走行時は芯ブレ零を維持

する為 10万 km と表示、この事はご存知の方は殆どいないが早急に改善が必要と思われる。 

また温暖化規制に於いて EV化が進む中、各メーカー脱化石燃料がうたわれる中努力を重ねていますが、現状

既存開発技術では現状打破が難しく、ガソリン車に比べて実走行結果（燃費、電費、消耗部劣化、自動走

行）が現状技術では難しく多くの課題が残っています。 

此の事は先程の、ロードノイズ発生対応不可また燃費、電費、回転部、タイヤなどの偏摩耗による劣化をバラン

サー「零芯」ホイール装着により負荷変動に対して零芯回転を維持する事で、各回転消耗部寿命が 50％以上

伸長また燃費、電費 20％～30％伸長実現可能でトヨタアリオン、トヨタ PHV に装着走行時達成済みの結果で

ある。 

3-2 省エネルギー性 

このバランサーの様に、負荷変動に対して振動制御可能なバランサーは世界になく、一般的には固定

バランスを時間をかけて振れ零近くに調整（ほとんどが錘一個から三個装着で未調整）、しかし稼働と共に

負荷変動に対して固定バランス（錘を固定）の為アンバランス発生偏摩耗劣化し再調整となり、この繰り返

しである。 

この様な負荷変動振動発生ロス（通常乗用車は常時振動ロス発生）は、エネルギー使用量として 20％

～30％多く必要で、バランサー「零芯」を回転部に装着する事で負荷変動による振動ロスを抑え結果とし

て、エネルギー使用量を通常振動ロスを防ぐ事で通常実燃費の 20％～30％向上する事が確認されており

ます。 

この様な事から、自動車産業でのガソリン車又 EV 車もタイヤを装着して走行する為、回転走行振動が

発生偏摩耗劣化する、しかしアルミホイールにバランサー「零芯」を装着する事で実走行距離を 20％～

30％伸長し、尚且つタイヤ含む消耗品寿命も 50％以上伸長可能となる。 

そして多種発電機関係もタービンと発電機の回転振動ロスを抑え、同じく 20％～30％のエネルギー効率

向上に寄与し、軸受け及び回転消耗部が均等摩耗する事で 50％以上の寿命伸長に繋がる。 

この様に、世界自動車業会及び今後の各種発電機の業界だけでも、20％～30％の高率アップによる温

暖化ガス削減効果又 50％以上の消耗部寿命伸長は世界経済及び世界温暖化規制に対して大きな貢献

が期待できる世界初の振動制御をすることでロスでなく、慣性力をプラスエネルギーとして利用する特許技

術である。 

3-3 省資源性・リサイクル性 

 乗用車用タイヤ交換も通常 3年も装着走行すると、タイヤ溝深さが 2mmを切るか、素材ゴムの劣

化で新品交換が普通であるが、アルミホイールにバランサー「零芯」を装着しているタイヤの溝深

さは 3mm以上残っているが、素材ゴム劣化（材料研究の必要性あり）により新品タイヤ交換を実施

している。 

 しかし同上ブレーキパットの消耗は、回転振動が少なく偏摩耗せず均等摩耗する為、ほとんど点

検時摩耗に気づかない。 

各種発電機タービン及び発電機の軸受け部も、通常発電機構造に比べてバランサー「零芯」を装

着している場合とでは、あらゆる負荷変動での振動増大による偏摩耗劣化する事が少なく、均等摩

耗する為一般的な構造の発電機に比べて 20％～30％の発電効率アップ、尚且つ共振振動によるプロ
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ペラ破損及び軸受け部ベアリング寿命が 50％以上の伸長が期待できる。 

 其のことで、風力発電での羽根部振動共振による損傷も減少する事で、安全面及び寿命も各々伸

長して世界温暖化 CO2規制にも寄与可能なツールで、バランサー「零芯」は損傷が無ければ、ほと

んど消耗しないので保守も外部に損傷なければ調整不要で、バランサー「零芯」を取外し、新しい

発電機に装着使用も可能で此の事は世界温暖化防止の為、そして省資源性並びにリサイクル性伸長

ツールとしての使用展開も修理及び新品交換の常識が崩れ世界経済及び世界温暖化規制に対応使

用可能である。 

3-4 市場性・経済性 

国土交通省の下記 2030年度燃費基準は「零芯」ホイール装着での PHVプリウス 1800CCではすで

に実質燃費で達成しており、燃費向上及び消耗部寿命伸長また温暖化防止 CO2削減効果等の影響は、

各種自動車ホイールを「零芯」ホイールに交換装着する事での市場性及び経済効果は莫大で影響は

はかり知れない。 

※各々自動車にバランサー「零芯」ホイール装着する事で、走行振動を抑え 20％～30％

の燃費アップが達成可能である。 

世界の産業による二酸化炭素排出量 2017年度、約 328億トンのバランサー「零芯」装着で 20％～

30％削減が可能であれば、あらゆる産業の回転部にバランサー「零芯」を装着する事で CO2削減が

可能となれば、世界的な波及効果を起こす事で知名度が上がり、結果浸透する事で市場性及び経済

性の伸長、尚且つ CO2削減、結果温暖化防止にも寄与可能な世界初の特許技術バランサー「零芯」

である。           
 

 

２．詳細説明 

２．１ 先進性・独創性 

  A バランサー（登録名）特許技術で世界初の技術である。 

特許： バランサー名で日本（特許第 4522493号）、米国（US9,206,879B2  US9,989,120B2）、 

中国（第 17181915）、香港（HK1176102）、マカオ（J/001893）、インドネシア（IDP000041405）、

インド（345641） 

  B 従来のマシニング用固定バランス標準ツールと ZS形オートバランス装置「零芯」との違い。 

固定バランスツール             ZS80形オートバランス装置「零芯」 

固定バランス部（錘取付け部）           「零芯」部 

         

※ 固定バランスツール（主軸）等はボルト錘の手動での取付け取外しで時間をかけてバラン

ス調整し、そして外周を削りまたは穴を空けてバランス調整する場合も有る、また ZS形オ

ートバランス装置「零芯」は本体中の 3個揺動錘で自動調芯、零芯回転維持する。      



10 

 

    

  

C 従来の平面研削盤用固定バランスナットと ZS形オートバランス装置「零芯」ナットの違い。 

     

 「従来の固定バランス ナット」           「ZS175形オートバランス装置「零芯」ナット」 

手動にて 3 ヶ所錘を移動にて調整          揺動錘 3 ヶ所にて負荷変動自動調芯調整 

固定バランス 錘 3 ヶ所                 自動慣性力 3 ヶ所揺動錘 

               

 

※  一般的には手動、自動にて錘を移動し固定して、回転ブレをゼロ調整する。しかし加工負荷変動

により偏摩耗劣化再度バランス調整必要この繰り返しである。ZS175 形オートバランス装置「零芯」

ナットは何の調整も必要なく砥石の外周振れ取りドレスのみで即加工が可能になります。 

 

D 自動車用ホイール固定バランス調整と 15吋「零芯」ホイール装着オートバランス調整の違い。 

「自動車用ホイール固定バランス錘装着」       「自動車用 15吋ホイール「零芯」装着」 

固定 錘 1 ヶ所                      揺動 錘 3 ヶ所 

           
 

※ 従来のホイールバランスは錘を手動にてバランス調整後錘を貼付け固定する。また「零芯」装着ホイ

ールは 3ヶ所錘は揺動状態で固定でなく常時回転芯ブレ零を維持しながら自動バランス調整を堅持

する。其のことで電子制御車でも不可能なロードノイズもハンドルブレも制御可能な、結果実質燃費

向上及び消耗部寿命伸長また自動運転制御も温暖化規制にも寄与可能な商品の提案である。                                          
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３ 将来性 

① 工作機械及び工作機器統計グラフ 

主要工作機器生産額と工作機械受注総額（2021年 3月）及び年度別工作機械国内年度別受注推移 

工作機械約 1100億円・NCツーリング 300億円/月  

 

国内、海外 工作機械年度別受注金額 
                           

 
 

工作機械に占める、ツーリング及び研削盤用砥石フランジの様な工作機器は、工作機械年間受注金

額の約 3割弱工作機械 1.3兆円に対して 3900億円の市場規模この市場に対して切削刃物及び砥石寿命

が 50％以上伸長、尚且つスピンドルベアリング（回転部）寿命も 50％以上伸長して高精度無人運転に繋

がれば慣性力による芯ブレロス防止の効率アップの新エネルギーとしての運用の一例であり多方面の運

用が可能で世界貢献ははかり知れない。。 
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② 世界自動車生産台数見通し及び世界販売台数トップ 5 

世界年度別生産台数及び見通し 

     

 

 

   

※ 統計画像、グラフ、写真ネットにて収集記載 

 

自動車（世界販売年間約 1億台に占めるホイール金額割合 5％弱）自動車 1台に対してアルミホイール

は約 3～4 万円（4 個）で、自動車 1 台 300 万円としたとき 5％でアルミホイール代金 4 万円～5 万円で 4

個 1 台分 4万円と計算して、合計 4兆円の市場規模で、尚且つゼロエミッションを考えた時現状世界で開
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示している既存のエネルギー以外の発見にはめどが立たず地上の空論になりかねない乗用車のホイー

ルだけを捉えても、消耗部と諦めている回転部回転効率を振動防止実現する事で実質燃費 20％～30％

効率アップが実現可能となり、尚且つタイヤ、回転消耗部等の寿命が 50％以上伸長を実現其のことは、

世界温暖化防止また資源保護の観点からも必ず認知頂きあらゆる回転部に装着する事で貢献可能であ

る。 

 生産量が増加すれば、無人工場で専用機を利用する事で安価で未来インフラに貢献可能な ZS形オート

バランス装置「零芯」装着ホイールを提案致します。 

 

貢献可能業会 

A 工作機械工業会  B 自動車工業会  C 航空機産業界  D 船舶工業会  E 鉄道工業会 

F 発電機工業会  G モーター工業会等 

 

※ 回転部は全て、無限エネルギー慣性力使用で芯ブレロスを防ぎ、効率アップを新エネルギーとの発想

にて世界のエネルギー事情、温暖化防止、政府 2050年度公約に寄与する事である。 

 

３．補足その他（各種バランサー画像） 

プロファイル用      汎用ツール用    プレーヤー用スタビライザー 

     

3点装着用         3点装着ホイール用       スピンドル装着用 

     

今後の課題 各種船舶用         各種飛行機用         各種鉄道車輪用 

           


