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日本バイリーンは2月8日，東京・

外神田の本社ビルに田中社長はじめ

第二事業部空調資材本部・吉田俊雄

本部長ら関係者が出席して記者会見

を開き，同システムの概要を発表し

た。

初めに田中社長が挨拶に立ち，シ

ステム導入の背景となった同社の環

境重視の姿勢について説明した（次

頁囲み参照）。

続いて吉田本部長が，①フィル

ターの用途別種類，②システム導入

の社会的意味，③事業目的，④エアー

フィルターを高炉原料化するメリッ

ト，⑤NKK高炉原料化システム，⑥

システムの概要と特長，⑦今後の計

画について順次説明を行った。

以下に同システムの概要を紹介

する。

●メーカーの社会的責任として

エアフィルターは用途別に，①汎

用フィルター（ビル空調用・産業空調

用），②機器用フィルター（空気清浄

器やキャビンエアーフィルター），③

クリーンルーム機器（エアシャワー・

クリーンブース・フィルターユニッ

ト）の3つに大別される。

このなかでもっとも大きな市場

を有する，①のビル空調や産業空調

向けの使用済みフィルター濾材は，

汎用製品だけでも年間3,000～4,000t

が発生している。しかしその廃棄処

理は代理店がユーザーから料金を徴

収し，処理業者

を通じて産業廃

棄物としてほと

んどが埋立てあ

るいは焼却に回

され，リサイク

ルとはほど遠い

の が 現 状 で あ

る。

しかもこうし

使用済み不織布フィルター濾材を
NKKの高炉原料化システムで再生利用

日本バイリーン

記者発表を行う田中裕社長（左）と第二事業部空調資材本部・
吉田俊雄本部長

メインフィルターだけを交換して外枠は
継続使用できるため廃棄物の発生を抑制
するとともに，枠と一体形の従来品に比
べメンテナンスコストが大幅に低減でき
る。またオールプラスチック製のためリ
サイクルが容易
濾材交換・減溶形中高性能エアフィル
ター“フィロトピア”

－来年4月から全国展開，不織布製品リサイクル化への第一歩に－

た処理方法では，埋立処分場の不足

や焼却によるダイオキシン発生とい

う社会問題を生じさせるため，なん

らかの対策が求められていた。

その解決策のひとつとして日本

バイリーンでは濾材交換・減容形の

中高性能エアフィルター“フィロト

ピア”（写真上）や，焼却時のダイオ

キシンの発生抑制をめざしたフィル

ター業界初の脱ハロゲン化ロール

フィルター濾材“FR-585”などを開

発，それらの販売を通じて環境への

負荷低減に向けて努力を重ねてき

た。

また一方で，フィルターの再資源

化（再生利用・熱回収）を最重要テー

マと捉え，NKKはじめリサイクル技

術の開発を手掛ける前処理業者，萬

世（横浜市）などの協力を得て実機テ

ストや仮実施を行ってきた。

その結果，NKKとの間で高炉原料

化に充分な評価が得られたことを受

け，このほど自社製品の使用済み不

織布フィルター濾材のリサイクル化

に踏み切ったのである。

日本バイリーンでは，今回のシス

テムの事業目的として次の2 点をあ

げている。

まず第一に， 地球環境に配慮した

省資源，リサイクル，リユースなどの

日本バイリーン（田中裕社長）とNKK（下垣内洋一社長）は共同で，フィル

ター業界初のリサイクルシステムを確立した。使用済み不織布フィルター濾材

を日本バイリーンが回収し，NKKが開発した“使用済みプラスチック高炉原料

化システム”に4月から本格投入する。同システムにより現状では産業廃棄物

として埋立てや焼却処理に回されてきた使用済みフィルター濾材の再生利用

に道を拓くことになる。廃棄物（フィルター）の安全で適正な処理の確保と生

産者責任をより明確に打出した事業展開として今後の動向が注目される。
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世の中は循環型社会への傾向を強
めている。われわれモノづくりをする
メーカーの立場としては，ユーザーと
一体になって省資源，省エネ，再利用，
再資源化といった対応を図っていくこ
とが求められている。
こうした状況のなかで当社の東京

と滋賀の2工場は，環境ISOの 14001を
取得しており，関連会社でも同様の取
組みを鋭意進めている。
エアフィルターは産業廃棄物の廃

プラスチックとして処理されている
が，埋立てる土地も不足してきた。ま
た，焼却処分設備の能力不足などの問

題も抱えている。
当社では永年にわたり使用済みフィ

ルターを適性処分するにはどうすれば良
いか検討を進めてきた。その結果，NKK
が始めた“使用済みプラスチックの高炉
原料化システム”を活用することが，エア
フィルターの使用後の処理としては現状
では一番いい方法だと考えシステム化に
踏みきった。
これはフィルター業界では初めての

試みである。ユーザーがもっとも大きな
問題として捉えられている，使用後の
フィルター処理問題の解決という社会責
務に応えることができるものだ。

システム導入の背景を説明する
田中裕社長

今回発表したシステムは，当社が
メーカーとしての責任を果たす，不織
布リサイクルのひとつの方向を示すも
のだと自負している。

不織布リサイクルのひとつの方向として自負

田中裕社長の挨拶の概要

社会的要求に対応し，メーカー責任

として安全かつ合理的な回収処理シ

ステムを構築すること。

第二に，リサイクルシステムを含

めた製商品開発の推進とフィルター

販売に係るトータルコストを低減・

差別化による空調事業の総合的展開

を図ること。

このなかで，メーカーの社会的責

任を明確に打ち出していることが最

大のポイントといえる。

●リサイクルシステムの中枢に

日本バイリーンは今後，代理店を

含めたグループ企業で使用済みフィ

ルター濾材の回収にあたり，新たな

協力体制を構築・運営していく。

収集運搬業者・ひかりライン（東

京・江東区）やフィルターの木枠分別

などの前処理を行う業者・萬世の手

を経て回収された使用済みフィル

ター濾材をNKKが粉砕・粒状に加工

してコークスの代わりに還元剤とし

て高炉原料に利用する（下図参照，回

収対象となるフィルター濾材は，

NK K の高炉に合致した素材である

ことが求められるため現時点では日

本バイリーン製に限定している）。

新システムでは日本バイリーン

が，これまでメンテナンス業者など

に依存していた，使用済みフィル

ターの市場からの回収を行う排出事

業者としてシステム中枢の役割を果

たす。

こうした環境対策で常に立ちは

だかる障壁のひとつがコスト問題だ

が，同システムではコストを従来よ

りも低く抑えることに成功した。日

本バイリーンが代理店やメンテナン

ス業者が回収したフィルターを一元

的に収集・管理することで物流・処理

面の合理化が期待できるためで，

ユーザーが負担する回収費もトータ

ルで従来より1 割ほど安く押えられ

る見込みである。

NKK は廃プラスチックを還元剤

として使用する高炉システムを現

在，京浜製鉄所（川崎市）で稼働させ

ているが，将来的には一般プラス

チックのみを処理している福山製鉄

所（広島県福山市）でも廃プラ処理が

できるような方向にもっていく計画

である。また，チップ状に加工する中

間処理工場を京浜製鉄所以外に東北

地区に設置する計画もある。

今後の同事業のスケジュールは，

4 月からまず関東地区限定でスター

トする。併せて関東以外の地区での
現在の廃棄物処理（マニフェスト）のフロー（上）と日本バイリーンがこのほど採用す
る新システムのフロー（下）の比較
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①コークスでは鉄鉱石（FeO）と

酸化還元しCO2のみが発生するが，

プラスチックの場合はCO2とH2Oと

なり，CO2の削減につながる（フィ

ルターを含めた使用済みプラス

チックにおいて最大30％のCO2削

減を目標としている）

②およそ1 年半をかけたテスト

の結果，日本バイリーンの不織布

フ ィ ル タ ー の 単 位 発 熱 量 は

12,000kcal/kgで，他の使用済みプラ

スチック（フィルムなど）に比べて

も約2倍，コークスと比べても約1.5

倍カロリー性が高く熱源として発

電などに再利用できる

③フィルター1kg を高炉の還元

剤として使用すると銑鉄2 k g が生

産されコークスと同等である。で

きあがった銑鉄は鋼板に加工後，

フィルターケーシングの材料とし

てリサイクル利用する

④NKKはコークス500kgを還元

剤として利用し鉄1,000kgを生産し

ており，日本バイリーンの不織布

フィルターはコークスと同じ効果

をもつ

⑤埋立て処分場不足解決の一助

⑥ゴミを分別する必要がなく捕

捉した塵埃をフィルターごと高炉

で処理できる。不燃性のゴミはス

ラッジとして排出され，NKKが道

路材などに再利用している

使用済み不織布フィルター濾材を
高炉原料として使用するメリット

調査・促進活動を行い，10月からは

関東以外の地区で試験的に実施す

る。そして2002年4月からは全国展

開を開始する予定である。

回収目標は2001 年度が回収率50

％で380t，2005年度が回収率70％で

680tを想定している。

●動脈経営から静脈経営へ

使用済み不織布フィルター濾材

を高炉原料として使用するメリット

は，マテリアルやサーマルリサイク

ルに留まらず，環境問題解決の一助

となるなど多方面に及んでいる（右

囲み参照）。

さらに日本バイリーンはフィル

ター向けケーシング用鋼板をNKKか

高炉は通常，鉄鉱石（FeO）とコークス（C）だけで銑鉄を製造している。この場合だと
コークスが還元剤となって鉄鉱石の酸素（O）と結合してCO2となって排出される。そ
れに対してプラスチック（C＋H）を投入すると，水素（H）が鉄鉱石の酸素と結びつい
て無害な水（H2O）としても排出される。これにより二酸化炭素（C02）の低減化が図れ
るという仕組みである

ら年間500t購入している。これはまさ

に回収した使用済みフィルター濾材

がケーシング用鋼板としてリサイク

ルされていることを意味している。

このように来るべき循環型社会

では循環資源の活用（再生利用・熱回

収）や廃棄物の再資源化がメーカー

ビデオプロジェクターを用いて説明をす
る吉田本部長

に要求されるようになってくる。

日本バイリーンでは今回のシス

テム構築のほかにも，循環型社会実

現のために以下のようなさまざまな

対策を講じている。

資材の調達段階ではリサイクル

が可能，あるいは易分解性材料の選

定をしている。また東京・滋賀の両工

場でISO14001を取得，生産段階で有

害化学物質の削減や製造プロセスの

省エネなど環境に配慮したものづく

りに努めている。

これらのメーカーの生産活動は

人体の血液の循環にたとえて「動脈

経営」と呼ばれている。しかし循環型

社会を迎えようとしている今日，

メーカーに要求されているのは，製

品を使用した後，いかにリサイクル

処理するかという「静脈経営」の確立

である。

今回のシステム構築は，不織布製

品全般のリサイクルにとって大きな

前進であると同時に，循環型社会実

現に向けての新たな一歩を記したと

いえる。
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