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日本バイリーン

日本バイリーン（岩熊昭三杜長）

は2月17日，東京・千代田区の本社

ビルで，フィルター事業を統括する

第二事業部長の中山浩夫取締役らが

出席して，脱塩素化に業界で初めて

成功したロールフィルター用プレフ

イルター素材“フィレドンFR-585”

（商品名）の発表会を開催した。同製

品は従来品のように難燃剤に塩素系

物質を使っていないため廃棄焼却時

のダイオキシン発生を抑える，とい

う画期的な特長を有する。フィル

ターのトップメーカーであり，また

地球環境保全を会社ポリシーとして

掲げる同社が，21世紀をにらんで発

表した環境対応型の新商品は，今後

フィルター素材の新たな流れを生み

そうだ。

地球環境保全テーマの一環

発表会の席上，冒頭挨拶に立った

第二事業部長の中山浩夫取締役は，

「今年で創立40 周年を迎える日本バ

イリーンは，地球環境保全という社

会的要請に不織布でつくるプロダク

ツを通じて応える，という企業ポリ

シーをもっている。21世紀を控え今

後より一層，このポリシーを具体的

商品をもって社会にアピールしてい

きたい」と同社の企業理念を述べた。

そして現在，同社が推進している

構造改革プログラムが順調に推移し

ていることや，昨年10月，同社の組

織が3 つの事業部門に変更されたこ

とに言及した。

さらに，空調および自動車を扱う

第二事業部が，同社の売上全体の過

半に迫る約47%（空調22%，自動車

25%）の大きなシェアを占める重要

な事業部であり，不織布単体の販売

に留まらず，それをベースにした加

工（コンバーティング）や成型（モー

ルディング）品の比重が大きいこと

を強調した。

中山取締役は最後に，「第二事業

部は不織布製造とその加工・成型と

いう2つの技術を用いて環境，健康，

安全，リサイクルなどのエコロジー

業界初の脱塩素化プレフィルター素材を開発

により一層貢献する技術開発・研究

を進めている。このほど発表したプ

レフイルター素材は，当社が掲げる

この地球環境保全のテーマの一環」

と締めくくった。

続いて，空調資材本部・管野光雄

本部長が，同フィルターの開発の背

景や業界動向などを説明した。

次いで空調資材本部・二宮彪営業

開発部部長が，新製品の具体的な説

明を行った。

最後に，同技術部・井上達朗技術

部部長が，焼却場からの発生が問題

となっているダイオキシンの発生メ

カニズムについて説明を加えた。

埋立処分場の不足が背景に

日本バイリーンが“フィレドン

FR - 5 8 5”の開発を手掛けた背景に

は，わが国の産業廃棄物の処理問題

が関わっている。

産業廃棄物は全国で年間約4億tが

排出されているといわれている。

フィルターはそのなかの「廃プラス

チック」に分類され，廃プラ全体では

同6,500万 tが排出されている。

日本空気清浄協会の統計による

と，この種のフィルター装置は8万～

10万台がすでに市場に存在して，毎

年新たに約3,500 台が市場に投入さ

れているといわれている（ちなみに

日本バイリーンの同市場のシェアは

25～30%と推測される）。エアーフィ

ルターの交換周期は通常1～1.5年に

発表会で挨拶に立つ第二事業部長・
中山浩夫取締役

フィルタ－を横に発表会に臨む第二事業部の幹部。（左）から空調資材本部・
管野光雄本部長，中山浩夫取締役・事業部長，空調資材本部・二宮彪営業開
発部部長，同技術部・井上達朗技術部部長

－廃棄焼却時のダイオキシン発生を抑制－
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1回であるから，使用済みフィルター

の廃棄量は少なくはない。

全国に約2 0 社ある日本バイリー

ンの代理店に対して同社が行ったヒ

ヤリング調査によると，使用済みエ

アーフィルターの約8 割が埋立処分

に回されていることがわかった。

しかし埋立処分場の建設は地域

環境に対する影響などから今後ます

ます難しくなると考えられている。

したがって，将来的には使用済み

フィルターの焼却処分のウエイトが

高まるのは必至といっていい。つま

り使用済みフィルターの焼却処分化

や減容・分別化への対応は焦眉の課

題となっているのである。

一方，一般建築物の内部で使用す

るエアーフィルターは火災対策から

「難燃性」であることが要求される場

合がほとんどである。したがって難

燃繊維や難燃剤を併用することが通

例となっている。

その場合，難燃剤としては塩素系

はじめ窒素やアンチモン，リン系の

化学物質が広く使用されており，日

本バイリーンもこうした物質を従来

製品に使用してきた。

しかし，ここで問題となるのが，

ダイオキシン類の発生の原因が，焼

却処分時における塩素系物質の不完

全燃焼に大きく起因しているといわ

れていることである。

埋立処分場の不足から将来的に

は焼却処理に頼らなければならない

使用済みフィルターが，焼却により

ダイオキシンを発生させてしまう，

という障壁に突き当たるのである。

ダイオキシンの発生を抑制

日本バイリーンがこのほど開発

した“フィレドンFR-585”は，こう

したエアーフィルターを取り巻く社

会背景を考慮に入れて開発した製品

といえる。

すなわち繊維表面への難燃剤に

は塩素や臭素などのハロゲンを含有

しないポリブテンやリン酸エステル

を用いて，業界で初めて「脱塩素化」

することに成功したのである。

ハロゲン含有量が検出されない

ため，廃棄焼却時のダイオキシン発

生が抑えられることになる。さらに

同社従来品“FR-485”との物性面で

の比較でも，同等の「ろ過性能」や「難

燃性」を実現している。

“フィレドンFR-585”の開発に苦

自動巻取式エアフィルタ－に装着した
“FR-585”

心した点について同社では，「塩素系

の素材は難燃性に対して効力がある

ため，素材から抜くとその反動とし

て難燃性が落ちる。これをクリアす

る技術的なハードルが高く，フィー

ルドテストに約1 年半を費やし安全

性を確認した」と説明している。

焼却時のダイオキシンの発生が

ないことを積極的に利用して，使用

済みフィルターをマテリアルリサイ

クルに回し熱源として利用すること

も視野に入れている。「フィルター

メーカーの責任の名においてケミカ

ルあるいはサーマルリサイクルを検

討している」と話す。

同社ではこれまでロールフィル

ター用プレフィルター分野に向けて

“FR-485”を発売してきたが，今回の

新製品の上市により今後全面的に脱

塩素化の“フィレドンFR-585”に切

り替えていく方針である。

さらにロールフィルター用途に

留まらず，50cmあるいは61cm角に

切ってパネルフィルターやユニット

フィルターの素材として使用するこ

ともできるようにする。また，他社

メーカーへの提供も可能で，幅サイ

ズはトータルでは数10種類に対応で

日本バイリーンが新しく販売を

開始したロールフィルター用プレ

フイルター素材“フィレドンF R -

585”は，ろ材繊維にオレフィン系

（PP/PETの2重構造）を使用。繊維

表面にポリブデンとリン酸エステ

ルをコート処理した。

主な特長と仕様は以下の通り。

［特 長］

(1)ダイオキシン類発生の主要因

となる塩素系物質を使用せず

(2)従来通りのフィルター性能お

よび難燃性を発揮させるため新技術

を確立した

［仕 様］

材質：ポリオレフィン，粘着剤（難

燃剤）：ポリブデン・リン酸エステル，

ハロゲン含有量：Cl（塩素），Br（臭

素）ともに検出せず，難燃性：区分3，

質量：327g/㎡，標準サイズ（ロール

フィルター用）：5 種類（615･830･

1,130･1,430･1,730mm）×20m，厚さ：

18± 3mm，標準風速：2.5m/s，初期

圧力損失：59Pa，平均質量法効率：

85%，使用温度：60℃以下

問合せ先

日本バイリーン㈱空調資材本部

〒101-8614東京都千代田区外神

田2-14-5

TEL03-3258-3371  FAX03-3258-3324

環境対応型の脱塩素化プレフイルター素材“フィレドンFR-585”



62 NONWOVENS  REVIEW

きるようにする。

“フィレドンFR-585”のユーザー

入り標準価格は2,000円/㎡で従来品

と変わらない。価格アップの要素は

あるが，「フィルタメーカーとしての

環境問題への社会的責務」という見

地から据置きを決定した。

一般ビルや地下街，劇場・ア

ミューズメントスペースなどの空調

機のプレフイルター市場に向け同社

ではすでに3 月から本格的な販売に

入っている。売上目標は切替時の初

年度は8億円，3年後には10億円を

見込んでいる。

フィルターの市場動向

環境対応という切口から開発さ

れた日本バイリーンの新製品が今

後，フィルター市場にどのような影

響を及ぼすしていくか注目していく

必要があるだろう。

さて，次にわが国のエアーフィル

ターを取り巻く最近の情勢について

簡単に見てみたい。

まず，フィルターを用途別に分類

すると，①汎用フィルター（ビル空

調・産業空調用），②機器用フィル

ター（空気清浄器ほかキャビンエア

フィルター），③クリーンルーム機器

（エアーシャワー，クリーンブース，

フィルターユニット），④その他に分

けられる。

最初の汎用フィルターはさらに，

粗塵（外気処理プレフィルター），微

塵（塗装ブース），中高性能（外気お

よび循環用メインフィルター），その

他（関連機器，ケーシングほかフィル

ター枠）に分けられる。対象ユーザー

としてはオフィスビル，各種工場，

ドーム球場，コンベンションホール

などである。

2 番目の機器用フィルターは，個

別空調機用フィルター，空気清浄器，

自動車用キャビンエアフィルター，

OA機器などに使用される。ユーザー

には家電メーカー，エアコン機器

メーカー，OA機器メーカーなどがあ

げられる。

最後のクリーンルーム機器に使

用されるフィルターのユーザーは，

半導体関連はじめ製薬，液晶，食品，

印刷などの工場である。

フィルターを市場規模から見る

と，①汎用分野が約150億円で，その

うち日本バイリーンは約33%の市場

シェアを占める。②機器用分野は同

じく100億円（同23%），③クリーン

ルーム機器分野は，同250 億円（同

4%）となる。

フィルターは今後，以下の3つの

方向で開発が進められると考えられ

ている。

すなわち，①脱臭・脱ガスへの関

心が高まる，②HACCP1）などの食品

生産品質管理基準が明確化すること

による影響，③地球環境にやさしい

フィルターへの要望が増大，である。

それぞれ具体的に説明すると，①

では，室内空気環境の向上への関心

度が高まった結果生じる。

これは臭気や建材などに含まれ

るVOC（V o l a t i l e   O r g a n i c

Compound；揮発性有機化合物）の健

康に対する影響が問題化した結果で

ある。空気清浄器やキャビンエア

フィルターを用いて脱臭・脱ガスを

するという用途展開も加速しそう

だ。

②は，環境衛生への認識の高まり

と品質の工程管理方式が進展する結

果，フィルターやクリーン機器の技

術対応能力の向上が求められるよう

になる結果生じる。

③は，焼却処理でダイオキシンの

発生が問題化して，産業廃棄物の

メーカー責任が問われ，リサイクル

化や減容化の要求が増大すると考え

られるからだ。こうした動きに対処

するため，フィルターメーカーでは，

脱ハロゲンや脱着・減容，再生・洗浄

などのエコロジー対応により製品の

差別化を図る必要に迫られる。

日本バイリーンがこのほど開発

した“フィレドンFR-585”は3番め

の方向をめざした製品だが，今後の

フィルター開発の方向性は，これら

を合わせた形で進んでいくと考えら

れる。同社でも「新たなフィルターの

開発をめざす」と明言している。

1）HACCP とはHazard  Analysis

Critical  Control Pointsの略で，米国の

宇宙計画で用いる宇宙食の安全性を

保証するために，関係者が共同で開

発したシステム。このシステムは従

来の最終製品の検査に重点を置いた

食品衛生管理手法と異なり，原料か

ら製品までの一連の工程において，

とにく重点的に管理する必要のある

個所（CCP）を集中的かつ連続的に管

理し，その管理内容を記録する。すな

わち製品の安全性を製造工程全般を

通じて確保する衛生管理手法であ

る。

■日本バイリーン

精密不織布の生産を2.5倍に

日本バイリーンは8月をメドに，

携帯電話やハイブリッド車の二次

電池に使う精密不織布（セパレー

ター）の生産能力を増やす。東京工

場（茨城県総和市）に20億円を投じ，

専用の新型機を設ける。プリント基

板に使う不織布も2001年に生産能

力を大幅に引き上げる。2000年3月

期電子材料事業の売上高は50億円

の見通し。需要の伸びに対応した

能力増強により，5年後には100億

円をめざす。新設備では従来の乾

式法の代わり，湿式を採用し，製品

の品質も高める。  （日経産業 3/31）


