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特集/産業分野別に見る市場の動きと製品開発

1. はじめに

現在の社会的背景として，提供さ

れる製商品・サービスは，環境対策

技術を軸とした利便性・快適性向上

を伴うことが必要とされている。

また社会的，制度的にさまざまな

施策が検討されていることも追風と

なり，産業分野ごとに環境対策技術

が徐々に開発されてきている段階で

ある。主題であるエアフィルタの環

境対策動向についてはどうであろう

か。

一口にエアフィルタといっても素

材は多岐に及ぶため，廃棄物として

の処理法はそれぞれ異なる。しかし

ながら分解・分別を施したとしても，

焼却・埋立てが主流であり，環境負

荷低減のために早急な対応が迫られ

ていることには変わりない。

本稿では，エアフィルタ用途分野

別における環境対策動向について，

当社の対応を踏まえた形で紹介した

後に，環境対策技術の中でもとくに

脱塩素・脱ハロゲン，洗浄再生につ

いて報告する。

2. 技術的な課題と対応策

環境対策における一般的な技術的

課題および対応には以下の内容が挙

げられる。

(1) リデュース（Reduce）

廃棄物の発生を抑制する方法とし

て，材料の少量化・軽量化や部品数

の削減が有効である。

(2) リユース（Reuse）

別用途への再使用を前提とする多

目的展開や，リターナブル・詰替え

仕様などの工夫をすることで，廃棄

せずに再利用を進める。

(3) リサイクル（Recycle）

原料・構造などを検討すること

で，再資源化が期待できる。マテリ

アルリサイクルが代表的だが，サー

マルリサイクルやケミカルリサイク

ルも有効である。

(4) 事前評価（Assessment）

環境に配慮した製商品やサービス

を提供するために環境対策技術，設

備投資などを検討する。

(5) 内部監査（Audit）

環境対策の計画・行動を社内監査

し，継続的に進めてゆくことが必要。

環境マネジメントシステム（ISO

14001）などの導入も一つの方法であ

る。

これらは環境対策の代表例である

が，エアフィルタの取組みはどうだ

ろうか。本来エアフィルタの目的は

空気中のゴミを収集することであり，

言い換えればエアフィルタ自体がゴ

ミ収集袋の役割を担っている。

当然使用済み品の大部分を占める

のが「空気中のゴミ」である。リサ

イクル処理のために過剰な資源エネ

ルギーを消費したり，集めたゴミを

別の場所に撒き散らしたりするよう

では上面だけの環境対策となってし

まう。

だからといって従来どおり安易に

埋め立て，焼却を進めるわけには行

かず，そこがエアフィルタの環境問

題への対応を複雑にしている所以で

もある。

3.  使用済みエアフィルタの

   廃棄処理現状

産業廃棄物の代表的な処理ルート

を図1に示す。現在は中間処理，最終

処理として焼却および埋立てが一般
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図1   産業廃棄物処理の流れ
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的である。しかしながら焼却につい

ては二酸化炭素排出による地球温暖

化現象，塩素系物質燃焼によるダイ

オキシンの排出などが環境問題とし

て顕在化し，埋立てについても土壌

汚染および用地不足が深刻な問題で

ある。

使用済みエアフィルタの多くは産

業廃棄物の廃プラスチック類として

処分されるため，排出事業者はマニ

フェストを発行し処分を委託する必

要があり，当然ながら処理に伴う報

告義務や費用を負うことになる。

大量排出事業者というイメージを

払拭するためにも，自身の廃棄物が

リサイクルを含め適正処理されるこ

とが望まれている。

4.  分野別にみるエアフィルタ

   の環境対策動向

本項ではエアフィルタの用途分野

を次の3つに分け，各分野の動向につ

いて報告する。

(1) 一般空調分野（ビル用）

(2) 産業空調分野（特定工場・企業

用）

(3) パーソナル分野（一般家庭，個

人）

4-1. 一般空調分野

ビル管理法施行以降，オフィスビ

ルを中心に集中空調あるいは個別空

調の整備が行き届き，エアフィルタ

を含めた空調システムが充実してき

た。それに伴い消耗部品であるエア

フィルタの廃棄量も増え，現在では

当然のことながら環境・廃棄物対策

が必要とされている。

この分野で使用されるエアフィル

タは，外気処理用粗塵（プレ）フィ

ルタ，中性能フィルタが一般的で，素

材には金属・木・ガラス繊維・有機

繊維などが主に使用されている。

この分野ではビルメンテナンス業

者やビル主の希望によりフィルタを

環境対策品へと切り替えるケースが

増えてきており，それに応える仕様

として脱塩素タイプ，洗浄再生タイ

プ，減容タイプなどが上市されてい

る。

当社では表1の製品を例として提

案している。それぞれの特徴を次に

示す。

(1) 外気処理用

脱塩素化ロールフィルタ“FR -

585”

素材数を必要最低限とし，ハロゲ

ンフリーの上，環境負荷物質を極力

使用しないエアフィルタ。1次外気処

理用として自動巻取りタイプ（写真

1）で使用されることが多く，ランニ

ングコストに優れる。

(2) 外気処理・中性能用プレフィル

タ

一般再生用フィルタ“PSシリーズ ”

数回の洗浄再使用可能な耐性を持

ち，使い捨て品に比べロングライフ

化，廃棄物減量化の効果が期待でき

る。1次外気処理用または中性能フィ

ルタ直前のプレフィルタ（写真2）と

して使用される。

(3) 中高性能フィルタ

ろ材交換減容型中高性能フィルタ

“フィロトピア”

省資源，廃棄物対策さらにメンテ

ナンス性を考え，枠部分はそのまま

使用し，ろ材のみ交換可能とした折

込み型フィルタ。ろ材廃棄時の容積

が1/2，重量は1/3程度になるため環

境に優しい仕様になっている。また

交換作業の負担軽減・時間短縮がは

かれる（写真3）。

エアフィルタの使用量，廃棄量と

もに最大の分野であるだけに，早期

に対応してゆく必要があるだろう。

今後は環境対策品を指定する物件が

増えることが予想される。

4-2.産業空調分野

ユーザーが特定工場あるいは特定

企業である場合，ISO 14001など環境

マネジメントシステムを導入してい

るユーザーも多く，環境対策品の要

望は非常に強いものとなっている。

この分野はそれぞれの目的に沿っ

たフィルタを設置しているため品種

も多く，ユーザーごとの個別対応が

必要となる場合もある。ここでは自

   用  途   品  番
性能・仕様

捕集率(%) 初期圧損(Pa) 標準風速     仕  様

外気処理 FR-585 85 59 2.5m/s
（ASHRAE質量法）

外気処理・
中性能用 PSﾀｲﾌﾟ 63～ 82 30～ 93 2.5m/s
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ （ASHRAE質量法）

中性能 ﾌｨﾛ･ﾄﾋﾟｱ 65～ 95 88.2～ 147 28～
VZDﾀｲﾌﾟ （ASHRAE比色法） 56CMM

表1   一般空調用エアフィルタ

各種取り揃え
ております。
ご相談下さい。

写真1   フィロマチックVMRに装着され
           たフィレドンFR-585 写真2   フィレドン一般再生用PSタイプ
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動車工場向けと半導体工場向けなら

びにごみ焼却場向けを例に挙げ説明

する。

4-2-1.自動車工場向け

自動車工場用途の特徴として，車

両塗装ライン（乾燥工程含む）に外

気を導入する空調システムが設置さ

れている点が挙げられる。図2にそ

の経路を示す。

1次フィルタを通過した外気は温

調後に2次（中間フィルタ），3次（天

井フィルタ）を経て塗装ブース内に

供給される。当社では塗装系統1次～

3 次フィルタおよび乾燥炉用フィル

タについて表2の製品を提案してい

る。特徴は次のとおりである。

(1) 1次フィルタ

脱塩素化ロールフィルタ“FR -

585”

同上記

(2) 2次（中間）フィルタ

バッグフィルタ“VG-40”

縫製糸・接着剤などを使用せず，

ヒートシールでろ材を袋状に加工す

ることで部品数を削減したバッグ

フィルタ。素材は非塩素系材料を使

用。自立性・保型性に優れるととも

に，3次フィルタの寿命を延ばす効

果・ブースに供給される空気バラン

スを調整する効果がある（写真4）。

(3) 3次（天井）フィルタ

“PA/305，PA/350N”

非塩素系物質を使用することで，

ダイオキシン発生や焼却炉損傷の問

題を軽減。高い清浄度を求める場合

は，表面に粘着剤が塗布されたPA/

350Nが使用され，塗装不良要因とな

る塵埃をほぼ完全に除去する（写真

5）。

(4) 乾燥炉用フィルタ

“AI-100W，AE-100”

従来乾燥炉で使用されるエアフィ

ルタは金網やガラス製フィルタが一

般的であったが，金網は効率が低く，

ガラス製フィルタは繊維が折れて飛

散し，自動車ボディーや作業者に付

写真3   ろ材交換・減容形中高性能フィルタ
           フィロ・トピア VZDタイプ

図2   塗装ブース，熱風乾燥炉

写真4   フィロ・バッグVG-40 写真5  フィレドンPA/305 写真6  乾燥炉用耐熱フィルタ

   用  途   品  番
性能・仕様

捕集率(%) 初期圧損(Pa) 標準風速     仕  様
1次ﾌｨﾙﾀ 85 59 2.5m/s
（外気処理） FR-585 （ASHRAE質量法）
2次ﾌｨﾙﾀ 40 28～
（中間ﾌｨﾙﾀ） VG-40ﾀｲﾌﾟ （JIS比色法） 68.6 70CMM
3次ﾌｨﾙﾀ ≧ 98 45 0.5m/s
（天井ﾌｨﾙﾀ） PAﾀｲﾌﾟ （ASHRAE比色法）
乾燥炉用 AI-100W 90 45 1.0m/s
耐熱ﾌｨﾙﾀ AE-100 88 25

（ASHRAE質量法）

表2   塗装ブース系統エアフィルタ

各種取り揃え
ております。
ご相談下さい。

注）耐熱性
AI：240℃以下
AE：180℃以下
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着し製品歩留りの低下や作業環境の

悪化を招いていた。AI-，AE-はとも

に有機繊維からできており，これら

の問題を解決し，廃棄物処理も扱い

易くなっている（写真6）。

自動車工場では場内に焼却設備を

持つ場合が多く，脱塩素化および環

境負荷物質削減の取組みは早くから

行われてきた。だが最近では焼却炉

を閉鎖したり，処分を外部に委託す

るケースが増えており，ゼロエミッ

ション・リサイクルと環境対策取組

みも一段と活発化しているのが特徴

である。

このような業界の流れに対し，

フィルタメーカーも環境対策品，環

境対策技術を提案することが急務と

なっている。

4-2-2.半導体工場向け

この用途はクリーンルーム関連が

代表として挙げられる。ガス状物質

を含めたトータルコンタミネーショ

ンコントロール技術が駆使されてお

り，エアフィルタ素材の研究も進ん

でいる分野である。

半導体生産現場に要求される空気

質は非常にシビアであり，また製品

歩留りに直接影響を与える因子のた

め，エアフィルタに求められる条件

は非常に厳しいものとなっている。

以前は粒子状物質が問題とされて

いたが，最近の傾向としては揮発性

有機ガス全般が問題となっており，

ケミカル・HEPAフィルタは当然な

がらプレ・中性能フィルタの素材選

定にも細心の注意が必要となってい

る。

フィルタ関連からのアウトガスを

少なくする技術として部品数を少な

くしたり構造を単純化する工夫がさ

れているが，これは冒頭で述べた環

境対策の方向性とも一致するところ

であり，目的用途と環境対策技術が

上手くリンクした例である。その簡

素化された素材

および仕様が分

別・リサイクル

という環境対策

技術として見直

されている。

4-2-3. ごみ焼

却場

焼却炉の電気

集塵装置付近が

300℃程度のときにダイオキシンが発

生しやすい1)ため，排ガスの低温集塵

化が検討されている。低温化するこ

とで耐熱バグフィルタの使用が可能

となり集塵性能向上も達成している。

バグフィルタは飛灰中に含まれる

ダイオキシン類を捕集し環境への放

出を抑える役割を果たしており，活

性炭や脱硝触媒の吹込みでより効果

的なダイオキシン類除去が可能とな

る。

バグフィルタの特徴としては耐熱

性があることがまず挙げられ，ガラ

ス織布，フッ素フェルト，ポリイミ

ドフェルト，PPSフェルトなど素材

的に耐熱性が高く，フィルタに加工

可能なものが用いられている。

排ガス処理フローを図 9に示す。

技術的には低温電気集塵装置，高温

用バグフィルタ，触媒担持フィルタ

が検討されている。

4-3.パーソナル分野

新建材からのホルムアルデヒドに

代表されるVOC（揮発性有機化合

物）や花粉症に悩むユーザーの声を

反映することで，空気清浄機をはじ

めとするパーソナル分野でのエア

フィルタはその認知度を向上させて

きた。

エアコン，換気扇，掃除機などわ

れわれが日常的に触れるフィルタも

多い。ここでは空気清浄機とキッチ

ンフィルタを例に取り上げ，その環

境対策動向を述べる。

4-3-1.空気清浄機用フィルタ

開発の動向としては，室内住環境

をより向上させるために高効率・低

圧損・長寿命など基本機能を充実さ

せる方向へ向かっている。除塵性能

は既にHEPA・ULPAレベルに達して

おり，付加価値的要素（抗菌，脱臭

etc）を多く取り入れた開発が続けら

れている。

技術的にはカテキン，キトサン，

ヒノキチオールなどに代表される天

然原料による高機能化の方向と，光

触媒，プラズマ，イオンなどによる

脱臭・集塵力アップを組合せたもの

が見受けられる。

各社さまざまな技術で商品価値の

向上を図っているが，中でも環境対

策技術として今後期待されるのは，

(1) 光触媒の酸化力や分解力に着目

した光再生脱臭

(2) エレクトレットHEPAによる

ガラスHEPAからの脱却

などが挙げられる。

エアフィルタ業界の技術的方向性

として，この空気清浄機分野で開発・

成功した技術要素が一般空調分野に

取り入れられる傾向がある。した

がってその動向には注目しておく必

要がある。

4-3-2.キッチンフィルタ（換気

        扇，レンジフード）

家庭用キッチンフィルタといえば

従来は換気扇用途が主役であったが，

最近ではキッチンのシステム化に伴

図3   焼却炉ガス処理フロー
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い，レンジフードが大勢を占めるよ

うになってきた。この分野は強難燃，

不燃仕様が必要とされているためハ

ロゲンフリー化は技術的には難しい

とされている。

しかしながらキッチンアイテムの

一つである塩化ビニリデンラップに

代わるものとしてオレフィンラップ

が登場したように，キッチンフィル

タについてもメーカー純正品の他に

アルミ箔メーカーやスーパー独自ブ

ランドなどが脱塩素化・脱ハロゲン

化を進めている。

フィルタメーカーは製法上の工夫

や非ハロゲン系難燃材料を開発する

ことで，各社仕様に合わせた差別化

フィルタの開発を行っているのが現

状である。詳細は触れないが当社で

もハロゲンフリータイプのキッチン

フィルタを準備し，各ユーザーの要

求仕様に対しきめ細かく対応してい

る。

小型焼却炉を持つ一般消費者や環

境問題に興味を持つ消費者は，ダイ

オキシン問題がきっかけとなり，塩

ビに代表される塩素系物質に注目し

はじめ，メーカーは脱塩素化が優先

テーマとなった。

現在そのテーマは環境ホルモン，

環境負荷物質全般へと広がりをみせ，

原料選定時の事前調査を以前より綿

密に行っている。当社の取組みとし

ては，エアフィルタに使用される原

料がPRTR化学物質や環境ホルモン

と疑われる物質に該当するかどうか

を確認し，含有成分や含有量を把握

することでより安全性の高い製品を

設計するのに役立てている。

5. 環境対策技術

ここではエアフィルタに見られる

環境対策の中で脱塩素・脱ハロゲン

化と中性能フィルタの洗浄再生につ

いて紹介する。

5-1.脱塩素・脱ハロゲン化

エアフィルタに難燃性および物理

化学的性質を付与するために含ハロ

ゲン系材料が使用されている。例と

してポリ塩化ビニル，ポリ塩化ビニ

リデン，ハロゲン化リン酸エステル

などが挙げられる。

塩ビとダイオキシンの関係が取り

沙汰されて以来，すっかり悪者扱い

された塩素系物質であるが，整備さ

れた焼却炉で焼却処理することでダ

イオキシンの発生量を減らすことは

可能とされている。

だがリサイクルという面ではどう

だろうか。リサイクル技術が確立さ

れる中で，必ずと言っていいほど塩

ビ分別が施されている。なぜならば

塩素を含む場合，リサイクル工程の

中でダイオキシン以外に塩化水素ガ

ス処理や配管，溶融炉内腐食などへ

の対応が必要となるからである。

以下に塩化水素およびダイオキシ

ンについて簡単に触れることにする。

5-1-1.塩化水素

無色で刺激臭のある気体。水に溶

けやすく，その水溶液は塩酸である。

毒性が強く，少量でも目，皮膚，粘

膜を刺激する。表3に吸入暴露濃度

と作用2)を示す。塩化ビニル焼却時の

塩化水素生成反応は次のとおりであ

る。

CH2CHCl ＋ 5/2O2  =

                 2CO2 ＋ HCl ＋ H2O

その発生量は温度依存性が低く，

完全燃焼した場合でも発生すると言

われており3)，しかるに脱塩化水素処

理が必要になる。

塩化水素の処理工程に費やすエネ

ルギー，設備の損耗を考えた場合，塩

素系物質のインプット量を減らすこ

とや分別しやすい形状にすることが

環境対策の上でも重要と考えられる。

5-1-2. ダイオキシン

ポリ塩素化ジベンゾパラジオキシ

ン，ポリ塩素化ジベンゾフランの総

称。図4にその構造を示す。塩素部分

が臭素に置きかわった臭素化ダイオ

キシンの毒性も報告されている。

多くの文献で記述されているため

詳細は触れないが，燃焼条件により

異なる発生挙動を示しており，焼却

炉の能力向上により発生量の低減が

可能と言われている。

もともと脱塩素・脱ハロゲンの目

的は塩化水素，ダイオキシン対策で

あった。だがリサイクルや他用途へ

の展開を考えた場合にも塩素系物質

がいろいろな意味で阻害要因となっ

ているのは問題である。脱塩素・脱

ハロゲンが環境対策技術としてテー

マ化され続けているのも理解できる。

エアフィルタには難燃性を有する

ものが多く，脱塩素，脱ハロゲン化

濃度(ppm)              作用など
0.07 臭いを感じる
1～ 5 臭いを感じる
5 5分が暴露限界
5～ 短時間で鼻，喉を刺激
10 長時間耐え得る最高濃度
35 短時間で喉の刺激

痛み，咳，窒息感，胸部圧迫感
10～ 50 数時間耐えられる最高濃度
50～ 100 １時間程度耐え得る最高濃度

１時間以上は耐えられない
100 直ちに中毒が生じる(IDLH)
1,000～

30～ 60分で生命危険
        1,300
1,300～

数分で死亡
        2,000

表3   塩化水素の吸入暴露濃度と作用

図4  ダイオキシン類

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins

X＋Y≦ 8

Polychlorinated dibenzo-furans
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するには同等の難燃性を持つ代替物

質を探す必要がある。以前から難燃

剤としてハロゲン系以外にもリン系，

窒素系，金属水和物などさまざまな

化学物質が使用されていたが，効果・

コストの関係でハロゲン系が多く使

用されてきた経緯がある。

したがって代替物質にした場合，

それらが天然資源消費量，エネル

ギー消費量，廃棄処理などいろいろ

な側面で本当に環境対策として有効

かどうかの検証が必要であり，今後

の課題とも言える。

しかしながら現時点ではエアフィ

ルタ分野における脱塩素・脱ハロゲ

ンは重要な環境対策取組みのひとつ

として認識されている。

5-2. 洗浄再生

使用済み中性能フィルタユニット

を洗浄し，再使用可能な状態にする

新規のビジネスが生まれている。洗

浄業者は独自の洗浄技術を開発し，

使用済みフィルタを新品時の性能に

近づけることで再使用可能としてい

る。洗浄処理の標準的な工程を図 5

に示す。

洗浄のしくみは，超音波により

キャビテーション（泡）の生成消滅

を繰り返し，そのエネルギーにより

汚染物質をろ材から脱離させるのが

一般的で，各社

のノウハウと

して超音波の

波長，発進素子

数・設置場所，

洗浄液の種類

などが挙げら

れる。

ただ，脚光を

浴びている反

面，いろいろな

課題を抱えて

いるのも事実

である。

5-2-1.技術課題の例

(1) 各種存在する中性能フィルタユ

ニットの洗浄条件の確立

ほとんどのフィルタが洗浄を前提

とした仕様になっていないため，洗

浄中に変形や破損が起こりやすい。

またフィルタの素材および構造が多

数存在することや，汚染物質・状態

が必ずしも同一ではないなどの理由

で洗浄条件を確立するのは非常に困

難となっている。

(2) 特殊フィルタの扱い

エレクレットフィルタやろ材が特

殊表面処理されたようなフィルタは，

外見上は通常品と見分け難いため，

誤って洗浄した場合極端な性能低下

が懸念される。

(3) 再生品納入先の制限

洗浄再生品の納入場所が本来の使

用者と異なる場合が考えられる。原

則として使用者の元へ戻すのが最良

であり，洗浄業者の管理体制が問わ

れる部分である。

5-2-2. 洗浄再生フィルタが安心

        して使用される環境とは

洗浄再生フィルタが安心して使用

される環境とは上記の課題を踏まえ，

少なくとも次の 5項目が満足される

必要がある。

(1) フィルタ：洗浄に耐えうる強度

があること。洗浄に適した構造であ

ること（塵埃の除去，水切れ，乾燥

が容易など）

(2) 洗浄方法：フィルタの損傷の少

ない洗浄方法が開発されること。通

常の塵埃が容易に除去できる洗浄方

法が開発されること

(3) 性能保証：再使用可能なフィル

タ性能の基準が明確にされること。

洗浄品の圧力損失，効率，塵埃保持

量などの性能が洗浄業者により保証

されること

(4) 安全性の保証：安全性に関する

基準が明確にされること。化学工場，

病院などから回収されたフィルタが

混入しないこと。洗浄後のフィルタ

から菌や黴の発生がないこと

(5) 法的な問題：産業廃棄物処理，

意匠権および PL 法その他法的な問

題の有無が明確にされること

これらの問題の解決は，フィルタ

メーカーや洗浄業者単独で解決でき

ることではないので（社）空気清浄協

会が学識経験者，フィルタメーカー，

洗浄業者，空調設備業者，ビルオー

ナーなどに呼びかけ，「中高性能エア

フィルタの洗浄再使用に関する研究

会」を設けた。

5-2-3.空気清浄協会の取組み

30社を越す参加メンバーは「洗浄

に適した仕様」「洗浄品の性能保証」

「洗浄に必要な装置」「法的な問題」な

ど2つの分科会，11の作業部会に分

かれて討議が重ねられており，その

成果が期待されている。2001年3月

を目標に，洗浄再使用のガイドライ

ン作成を目指している。

フィルタ洗浄ビジネスには多くの

課題が指摘されているものの，環境

対策，コストメリットを打ち出した

ことで多くのフィルタユーザーから

興味を持たれているのは事実である。

しかしながら，コストが安いこと

だけが先行し，洗浄が環境に対し本

図5   中性能フィルタ洗浄フロー
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当に負荷が少ないのかという議論が

充分にされずに今日に至ったのもま

た事実である。

環境負荷を数値化する難しさはあ

るが，「本当に地球環境にやさしいシ

ステムの構築」のためにもっと突っ

込んだ議論が必要であろう。

6.  おわりに

長期的視点で環境問題を考えた場

合，これまで2次的な位置づけであっ

た再資源化政策に重点がシフトして

いるのも当然の成り行きと言えよう。

本稿ではエアフィルタの動向を環

境対策の観点から紹介してきたが，

ここに紹介した以外にさまざまな技

術や取組みが行われていることは言

うまでもない。

理想とする循環型社会に向けて

フィルタメーカーも環境問題・廃棄

物問題により積極的に対応してゆか

ねばならない。
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外食産業の厨房や一般工場の排気対策用

消臭・消煙装置

エイエル工業

エイエル工業は，松下精工，ロー

タリーフーズプラントと共同で，外

食産業の厨房や一般工場の排気対策

用消臭・消煙装置を開発した。

特殊耐火物をコーティングしたア

ルミファイバーフィルタ2枚および

プリーツ状のガラス繊維フィルタ 1

枚からなる消煙フィルタと，消臭

フィルタ 7枚で構成される。

まず，消煙フィルタで油塵分を

カットし，活性炭の1,000 倍以上の

吸着力をもつ素材を使った消臭フィ

ルタで臭気物質を除去する。

消臭フィルタ群の最終段には，

残った臭気物質を中和して無臭物質

に変化させるフィトンチッド（天然

植物精油）を塗布した。

すでに焼肉チェーン店やスーパー

など 5ヵ所でフィールドテストを行

い，煙除去率は90%以上，臭気除去

率は 85% 以上の性能を発揮したと

いう。

ランニングコストは3ヵ月ごとの

フィルタ交換のみで，毎時 3,000m3

対応型で，1ヵ月2万円以下に抑える

予定。

問合せ先

㈱エイエル工業

〒212-0016川崎市幸区南幸町2-75

TEL044-555-1185

FAX044-555-1184

エアイン（給気用）フィルタ

エリア

ブレスト

ブレストは，給気口に取り付ける

だけで，外気の入口で空気の汚れを

取り除くエアインフィルタ“エリ

ア”を発売した（実用新案・特許出

願中）。フィルタには，超極細のエレ

クトレット繊維を使用した不織布を

採用している。

［特 長］

(1)部屋にある給気口（換気レジ

スター）に両面テープで貼るだけの

簡単装着

(2)専用フィルタには抗菌処理を

施した高密度不織布を採用。エレク

トレット効果を発揮し，外気の汚れ

を強力に吸着する。汚れ具合でフィ

ルタの交換時期が一目で分かる便利

なインジケーター付き（使用の目安

は 1～ 2ヵ月）

(3)部屋の雰囲気を大切にするシ

ンプルなデザイン。本体色はアイ

ボリーとスケルトンホワイトを用

意

(4)本体カバーは 360 度回転する

ので，好みの方向に風向きをコント

ロールすることができる

(5)高密度フィルタがスギ，ヒノ

キ，ブタクサなどの花粉をはじめ，

煤塵などのミクロの汚れを完全に

除去するので，安心して換気がで

きる

(6)サイズは給気口に合せて 3 種

類を用意

(7)価格は本体（フィルタ 1 枚付

き）が 2,500 円。エリア専用フィル

タ（各サイズ共通）10枚入り 1,750

円，30枚入り 4,880円

問合せ先

㈱ブレスト

〒107-0062東京都港区南青山5-6-16

TEL03-5464-1887

FAX03-3400-8757

●フィルタ新製品紹介●
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