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1. はじめに

日本バイリーンは空調用フィル

ターの総合メーカーとして，オフィ

スビル用や工場用の粗塵フィルター

から半導体や液晶の生産現場を支え

るクリーンルーム機器まで幅広い顧

客の要求に対応してきた。

そしていまや市場でのフィル

ターに対する要求は単に粒子だけを

取り除く目的だけでなく，人体に有

害となるガス成分を含めた除去機能

へと変化してきている。

昨今の技術革新の成果は都市へ

の集中化をもたらし，交通量の増加

そして渋滞，また工場の生産の集中

化を生じさせた結果，有害物質の排

出によるさまざまな問題を引き起こ

している。

また一方，居住環境の快適化をめ

ざす志向が広がり，臭気や揮発性の

物質に対して関心が高まっている。

内装材から発生する揮発性物質

（VOC）やホルマリンなどの人体へ

の影響が心配されているし，自動車

の排気ガスの濃度は自動車メーカー

の排ガス規制努力で上昇が抑えられ

てはいるものの，やはり人体への影

響は無視できない。

表1に臭気発生源における臭気物

質の例を掲げた。このように私たち

を取り巻く環境には多くの臭気物

質，ガス物質が存在している。

これらの市場背景を考え，日本バ

イリーンでは各種ガスに対応したプ

リーツ状脱臭・脱ガスフィルターを

開発した。

その特長は，従来の平板マットタ

イプのフィルターと比較して高い

ガス除去率を実現し，またこれまで

の脱臭吸着材粒子充填タイプと比

較しても，粒状吸着材の飛散がな

く，持ち運びや取扱いが容易になっ

ている。

またさまざまな用途に応じて除

塵性能を選んだり，抗菌性や防カビ

性を機能として付与することも可能

となった。

2.  脱臭フィルターへの要求性能

脱臭フィルターへの要求性能とし

ては，以下が挙げられる。

(1) ほこりを除去する除塵性能と脱

臭性能を組み合わせることができる

(2) 従来品より低圧損で寿命が長い

(3) 酸性ガス，塩基性ガスなど多種

類のガスに対して有効

(4) さまざまなサイズの加工もでき

るため既存品の置換えも可能

（5）抗菌・抗カビ性を付与するこ

とができる

（6）吸着材粉の飛散がなく運搬，

交換時の取り扱いがしやすい

3. 脱臭機能付きフィルターの特長

3-1.フィルター材について

フィルター材の構造を図1にて説

明する。脱臭フィルターの構造は除

塵層と脱臭層を貼合せ（コンビネー

ション化）したもので，上流側に除塵

層，下流側に脱臭層を組み合わせて

いる。

特集Ⅰ/環境保全に貢献する機能性フィルター

－脱臭・脱ガス機能付きフィルターの性能と今後の用途展開―

機能性フィルターの現状と開発動向

飲食店 自動車 病院 ホテル
硫化水素 ○ ◎ ○
メチルメルカプタン ○
アンモニア ○ ◎ ○
アセトアルデヒド ◎ ◎
炭化水素 ◎
ケトン，アルデヒド類 ◎
アルコール類 ○
窒素化合物 ◎
硫黄加工物 ◎

○：測定で検出された物質
◎：検出される可能性のある物質

表1  臭気発生源における臭気成分例
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これは粉塵が付着した場合に脱

臭層が直接汚れないように除塵層が

カバーする役目をする。脱臭剤の表

面に汚れが付着すると脱臭性能が損

なわれるからである。

除塵層と脱臭層の組合せは用途

に合わせて選定が可能である。

一般ビルの空調用途を例にとる

と，粗塵を除去するだけの目的で使

用するプレフィルターレベルの除塵

層からタバコ煙の微細塵を除去する

マイクロファイバー層を持った高性

能フィルターレベルまで任意に選択

ができる。

脱臭層は物理吸着機能と触媒分

解機能および化学除去機能を併せ持

つ特殊添着活性炭（吸着剤）を主体に

構成されている。

表2は使用している吸着剤が各ガ

ス成分に対する吸着機能別効果を表

したものである。また物理化学吸着

機能としては酸性ガス用，塩基性ガ

ス用のほか，酸性と塩基性ガス両性

用など各種用途に合わせた選択が可

能である。

3-2. ユニット構造について

ユニットの断面図の例を図2およ

び図3に示している。ユニット構造

のタイプとしてプリーツタイプF 型

（図2）とプリーツV型タイプ（図3）

の2種類がある。

プリーツタイプの構造を採用す

ることにより，フィルター面積をで

きるだけ多く詰め込むことができ，

除塵，脱臭性能の高効率化と長寿命

化を図ることができた。

4.  脱臭フィルターの性能
 （プリーツF型タイプ）

プリーツF型タイプユニットの写

真（写真1）および性能例（表3）を

紹介する。ASHRAE質量法効率90％

に脱臭素材の組合せを行うと表3 の

ように，風量27m3 / min の時の圧力

損失は120Pa と低く抑えることが可

能になった。

吸着容量は酸性ガス用，塩基性ガ

ス用および有機溶剤ガス用の用途別

の3種類について性能例を記した。測

定風速27m3 / min の場合，対象物質

に合わせた化学吸着剤の添着処理と

プリーツ構造を組み合わせることに

よって，従来の同様の形状のフィル

ターに比べてガス吸着容量を向上さ

せている。

また，当社ではフィルター素材か

らユニット加工まで生産しているた

め，目的の用途に合わせて規格サイ

ズ以外の形状にも対応が可能であ

る。

5.  脱臭フィルター性能
 （プリーツV型タイプ）

V型タイプはプリーツユニットを

V 字型に成型したものである（写真

2）。組み合わせる除塵フィルター材

をASHRAE比色法効率90％の微細塵

物理吸着機能 触媒分解機能 化学除去機能
ブタン 二酸化硫黄 二酸化硫黄
トルエン 二酸化窒素 二酸化窒素
ベンゼン 硫化水素
炭化水素 硫化水素

メチルメルカプタン メチルメルカプタン
ホルムアルデヒド アンモニア

オゾン メチルアミン
アセトアルデヒド

表2  添着活性炭除去機能別の対象ガス例

写真1  プリーツタイプF型

用  途 一般ビル，その他
対象ガス（g） 酸性，塩基性，有機溶剤
寸  法（㎜） 610× 610× 65
除塵効率（％） ASHRAE質量法効率 90％
圧力損失 120Pa
吸着容量（g/個） 酸性ガス 45

塩基性ガス 23
有機溶剤ガス 224

＊吸着容量とは酸性ガスは二酸化硫黄（30μ� / �）塩基性ガスはアンモニア（30μ� / �）有機
溶剤ガスはトルエン (80μ� / �)を試験フィルターに供給してガス透過率が95%になるまでに吸着
した試験フィルター1個当たりのガス容量のことである（試験方法はDIN 71460 Part 2 による）

表3   プリーツF型タイプユニットの性能例

図2  プリーツタイプF型

空気の流れ

図3  プリーツタイプV型

空気の流れ
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用とASHRAE質量法90％粗塵用の2

種類選びその性能を表4に示した。

風量56m3 / minを定格風量とした

場合，圧力損失は微細塵用が160Pa，

粗塵用が90Paと低く抑えることに成

功した。ガス除去率は酸性ガス用，塩

基性ガス用および有機溶剤ガス用の

用途別の3 種類について性能例を記

した。

6.  自動車用キャビンフィル
   ター

運転中に前方を走るトラックか

ら吐き出された，黒いディーゼル排

ガスに悩まされた経験は誰にもある

と思う。最近では春先の花粉を除去

するために自動車のエアコンにフィ

ルターの装着されている車種が増え

てきた。

しかしながら，排気ガスの刺激臭

は花粉除去フィルター程度では除去

することはできない。ディーゼル排気

ガスには直径が1μｍ以下の微粒子と

なった排気粉塵とトルエン，ベンゼ

ン，炭化水素，窒素酸化物，硫黄酸化

物などガス化した物質が含まれてい

るからである。

これからの快適なドライブ環境を

考えると，花粉やディーゼル粉塵を除

去し，同時に排気ガスに含まれるガス

状の成分を吸着する脱臭機能が要求

される。

以上の脱臭機能素材を利用して

キャビンフィルター用途に開発した

ものが写真3である。

その特長としては，以下が挙げられ

る。

(1)吸着材の配列が均一なため通気

抵抗を低く抑えることに成功。エア

コンに内臓してもエアコン性能を損

なわない

(2) 高いガス除去性能があり，実車

に挿入した場合，挿入前の濃度が楽

に臭う濃度（強度3）であったもの

をほとんど臭わない程度（強度0.6）

まで低減（ 表 5）。

(3)除塵フィルターで脱臭素材をサ

写真2   V型タイプはプリーツユニットを
         V字型に成型したもの

ンドイッチしているため吸着剤

の下流側への飛散を抑えている

(4) 抗菌性，抗カビ性を付加する

ことも可能

(5) 難燃性を付与することが可能

このような性能を持つ脱臭機能

付キャビンフィルターは，道路上

に滞留しているさまざまなガス状

物質を運転車室内に侵入させない

だけでなく，積極的に外気を取り

入れられるようになり，換気不足

による集中力の低下や眠気の防止

にも役立つことが期待されてい

る。

7.  まとめ

これまで述べてきた例だけでな

く，病院や工場，博物館や駐車場な

ど脱臭分野はあらゆる用途で脱臭

フィルターが期待されており，素

材開発とあいまって新しい用途の

拡大が見込める分野である。

日本バイリーンは素材開発から

加工開発までを含めた総合力を結

集して，この市場に挑戦を続けて

いく考えである。

写真3   脱臭機能素材を利用してキャビ
         ンフィルター用途に開発したもの

用途 一般ビル，その他
対象ガス（g） 酸性，塩基性，有機溶剤
寸法  （㎜） 610× 610× 290
除塵効率（％） ASHRAE比色法効率 90%以上 ASHRAE質量法効率 90%
圧力損失 160Pa 90Pa
吸着容量（g/個）酸性ガス 96

塩基性ガス 41
有機溶剤ガス 551

表４   プリーツV型タイプの性能

フィルター挿入以前の臭気強度3（楽ににおう）→脱臭フィルター装着後0.6まで低減
０ 無臭
１ やっと感知できるにおい
２ 何のにおいであるかわかる
３ 楽ににおう
４ 強くにおう
５ 強烈ににおう

表5   6段階臭気強度による官能評価
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