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●メディカル特集/感染症対策に威力を発揮する不織布製品･･･日本バイリーン

SARS（重症急性呼吸器症候群）の感染予防対策として一躍脚光を浴びるこ

ととなった高性能不織布マスク。その国内トップメーカーである日本バイリー

ンで，マスクの研究・開発に携わっておられる鈴木美浩課長に，SARSが浮き

彫りにした感染症予防対策マスクの課題をお聞きした。

マスク用フィルターのグローバル展開も

－SARS感染予防に有効なDS2適合の防じんマスク－

従来ユーザーへの供給を最優先

－SARSの感染予防対策として

マスクが有効であるとされ，御社は

じめ国内のマスクメーカーに注文が

殺到しています。

鈴 木 当社の東京工場（茨城県）は

4月初旬から休日を返上し，24時間フ

ル稼働体制に入っている。これは現

在も継続中で，注文を受けてもすぐ

納入するのが難しい状況にある。

3月末ころから各方面からマスク

に関する問合せが入るようになっ

た。とくに新国家検定「DS2」に適

合した防じんマスク“バイリーンマ

スク2000シリーズ”に対する引合い

が多く，通常の倍以上を出荷してい

る。

“2000 シリーズ”への引合いは数

百万個のレベルに達するので，すべ

ての注文にはとても応じ切れないと

いうのが実状だ。また，簡易マスクも

2割ほど受注が増えている。

設備増強を図ったらどうかとい

う意見もあるが，いま稼働している

機械と同じタイプを増やすという増

設は，現時点では考えていない。た

だ，生産スピードの向上などソフト

面のでやりくりで，生産量を上げる

方策はいくつか講じている。

われわれは基本姿勢として，従来

からのユーザーへの供給を切らさな

いことを最優先に置いている。産業

界のユーザーは，防じんマスクを現

場で日常的に使っておられるので，

供給をストップすると工場が止まっ

てしまう事態も招きかねないから

だ。

－防じんマスクはどのような

現場で多く使われているのですか。

鈴 木 防じんマスクをもっとも多

く使う現場は溶接になる。溶接時に

発生する煙状の微細な金属粉じん

（金属・溶接ヒューム）を吸い込むと，

じん肺など重大な疾病を引き起こす

恐れがあるので，国家検定に合格し

た防じんマスクの着用が労働安全衛

生法によって義務づけられている。

粒径が0.1 μm 程度の金属・溶接

ヒュームを補集する性能がある

「DS2」や「N95」に適合した防じんマ

スクは，約0.1μmの大きさのSARS

ウイルスを遮断できることから，今

回SARS 対策として同タイプの防じ

んマスクに注目が集まっている。

防じんマスクを感染予防に転用

－SARSの感染予防に効果があ

るとして御社に注文が殺到している

「DS2」適合マスクは本来，産業用の

防じんマスクなのですね。

鈴 木 多くの人が「N95」が病院・

医療用の規格に適合したマスクであ

ると思われているのではないか。し

かし「N95」とは単に，米国の防じん

マスク規格にある一つの性能クラス

（9クラス中の最下位）に過ぎない。

ではなぜ，防じんマスクが感染予

防目的で使用されているかという

と，米国CDC（The Centers for Disease

Control and Prevention/米国厚生省疾

病管理予防センター）や同O S H A

（Occupational Safety & Health  Admin-

istration/ 米国労働安全衛生局）の指

針があるからだ。

その指針は，空気感染で拡がる結

核などの院内感染防止用マスクとし

て，「N95」規格の性能を有するマス

クを使用しなさいという内容で，日

本の病院もこれに従っている。

SARS が問題になってからWHO

（World Health Organization/ 世界保健

機関）が最初に発表した見解もこの

指針に基づいている。それは呼吸器

感染防御器具として「N95」規格マス

クを使用しなさい，という「N95」し
新国家検定規格「DS2」適合のバイリー
ンマスク“X-2102 DS2”
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か使えないような誤解を生じさせか

ねない内容だったが，その後「N95」

と同等の性能を有するマスクなら，

各国・各地域の独自規格に適合した

マスクでもいい，というように改め

られている。

このような経緯から，日本で

「N95」と同等の性能を有するマスク

は，厚労省の新国家検定「DS2」に適

合している防じんマスクであること

が分かり，当社の“2000シリーズ”に

注文が殺到することになった。

－医療分野ではさまざまなマ

スクが使用されていますが，SARS

のような感染症予防専用のマスクは

ないのですか。

鈴 木 SARS問題が生じる以前，呼

吸器感染防御器具としてのマスクを

必要とする医療分野は，結核治療に

関わる病棟などにほぼ限られてい

た。そのため使用量もごくわずかで，

市場そのものが形成されてこなかっ

た。

当然，参入メーカーも少なく生産

体制も整備されていない。このよう

な理由から，今回のSARS対策では，

量産可能な産業用の防じんマスクが

医療用に転用されている。

今後SARSがどのような形で終息

するか分からないが，これをきっか

けに病院で「DS2」適合マスクを日常

的に使うようになれば，あるいは医

療分野の感染症対策に特化した新し

いマスク市場が生まれるかも知れな

い。

より厳しい新国家検定の試験法

－1988 年に制定された不織布

タイプの防じんマスク規格である

「旧国家検定」は，2000年に「新国家

検定」に改正されました。

鈴 木 新国家検定は旧国家検定と

比べて，主に粉じんの粒径と流（風）

量の2 点で，試験方法がより厳しく

なっている。

まず粉じんの数量中位径では，

「旧」では0.5μmだったのが，「新」

では0.06～ 0.1μmというワンオー

ダー下のクラスの小さな粉じんで試

験をしなくてはならなくなった。

そもそも防じんマスクを装着す

る目的は，粉じん環境下での労働に

よってじん肺に罹るのを防ぐためだ

が，この改正の背景には産業の発展

とともに変化してきた労働環境の変

遷を見ることができる。

かつてじん肺と認定された患者

は，炭坑やずい道などの掘削工事に

従事する作業員が多かった。そうし

た作業では，比較的粗い粉じんを吸

引してじん肺に罹った。

しかし現在では，炭坑作業は激減

し，ずい道工事現場の環境も改善さ

れた結果，こうした職場でじん肺に

なるケースはまれである。

それらに取って替わって近年，新

規のじん肺患者として労災に認定さ

れる労働者のほとんどが溶接作業の

従事者である。

先に述べたように溶接時に発生

する金属・溶接ヒュームは微細なた

め，試験方法がより厳しく改正され

たのである。

次の試験流量は，「旧」の30�/min

に対し，「新」では3倍近い85� /min

に改正されている。

人の呼吸量は平常時で約15� /min，

息が荒くなった状態で約30～40� /

min といわれている。ところが実際

の人の呼吸量は脈動しており，瞬間

的に85� /min にも達することがあ

る。そこで試験もこれを考慮して85

� /minという大きな流量に変更して

いる。

「新国家検定」で定めている試験

条件は，クラス分類が異なっている

ものの，米国の防じんマスク検定機

関であるナイオッシュ（NIOSH/The

National Institute for Occupational

Safety and Health）のそれとほぼ同じ

である。これは国際化の流れに沿っ

て，試験方法を ISOなど世界標準に

合わせようという考えに基づいてい

る。

SARS感染予防に有効な性能を有するマスクは，米国の防じんマスク規格における
N/R/P95，99，100クラスのマスクや，欧州の防じんマスク規格におけるFFP2ないし
3，P2クラス，またはこれらと同等の性能を有する各国・各地域が定める規格，基準
に適合した防じんマスクである。 日本においては厚生労働省の定める「防じんマスク
の規格」により国家検定試験を行っている。WHOの推奨する米国規格N95クラスの
防じんマスクの試験条件，規格値と比較すると，DS2区分（使い捨て式防じんマスク）
とRS2区分（取替え式防じんマスク）の試験条件・規格値が類似しており，これらは
ほぼ同等の性能を有すると考えることができる。

日本　DS2 米国　N95

試験粒子の種類 NaClエアロゾル NaClエアロゾル

試験粒子の大きさ
数量中位径 0.08± 0.02μｍ 0.075± 0.02μｍ

幾可標準偏差 ≦1.8 ≦ 1.86

粒子捕集効率試験流量 毎分85リットル 毎分85リットル

粒子100mg負荷する 粒子200mg負荷する
粒子捕集効率の判定

までの最低捕集効率 までの最低捕集効率

粒子捕集効率規格値 ≧95.0％ ≧ 95％

吸・排気抵抗値試験流量 毎分40リットル 毎分85リットル

吸気抵抗値規格値* ≦ 50（70）Pa ≦ 196Pa

排気抵抗値規格値* ≦ 50（70）Pa ≦ 294Pa

＊（　）内は排気弁付きの場合

DS2とN95の規格の測定条件と規格値の比較

N95クラスとほぼ同等の性能を有するDS2適合マスク
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一方，国内には法的拘束力のない

防じんマスクの JIS 規格が存在して

おり，2本立ての日本の防じんマスク

規格を外国から見ると奇妙に映ると

いう。

私も防じんマスクのJIS 起案に参

加しているが，JISの立場は防じんマ

スクの将来のあるべき姿を JIS に取

り込んで提案しているものである。

3層構造の高性能フィルター

－御社の防じんマスクは他社

製品と比較してどのような特長があ

るのでしょうか。

鈴 木 当社の防じんマスクの最大

の特長は，不織布専業メーカーとし

てマスク材料となるフィルター（不

織布濾材）に，自社で生産しているさ

まざまな不織布を使用していること

にある。

さらに完成品に至るまでの加工

も自社で一貫して手掛けており，素

材から完成品に至るすべての工程を

自社で完結している。

一般的にマスクのフィルターと

しては，地合が緻密なメルトブロー

が多く採用されている。当社の防じ

んマスクには，このメルトブローに

スパンレースやニードルパンチと

いった製法が異なる不織布を組み合

せて3層構造にすることで，それぞれ

のフィルターがもつ短所を補い，長

所を引き出すようにしている。これ

も他社にはない不織布専業メーカー

ならではの持ち味といえる。

フィルターに使用しているファ

イバー組成はオレフィン系が多い。

繊維径は極細から比較的太い繊維ま

で使用して密度勾配をつけている。

さらに，それぞれの繊維に帯電処

理を施し，静電気で粉じんを誘引す

る静電フィルターとすることで，集

塵効率を高め低圧損を実現してい

る。

以上のようなさまざまな技術の

積み重ねの結果，当社の「DS2」適合

マスクは，「N95」規格のマスクと比

較して通気抵抗が低い，つまり呼吸

がしやすい防じんマスクに仕上がっ

ている。

また，日本人の顔に合った適性サ

イズであることも，国産品である当

社の防じんマスクの特長といえる。

というのは，海外で生産された

“バイリーンマスク2000シリーズ”は，最新の特殊帯電技術を施した新開発の高性
能フィルターを採用。粒子捕集効率が大幅にアップした。不織布ならではの軽い付け
心地で，呼吸や会話もスムーズ。日本人の顔に合わせたコンパクトサイズで，視野を
妨げないフォルムも，バイリーンマスクの特長である。「優れた捕集効率・低い吸気
抵抗・広い視野・快適な装着感」という設計思想が，すべての製品に生かされている。

鼻金
つける人の鼻の形に合わせて調整が可能。
マスクの密着性を高める。

鼻当てスポンジ
マスクの内側に取り付けられたソフトスポンジが，
顔とマスクの間の空気漏れを防ぐ。

「新開発」の高性能フィルター
静電気を帯電させた，製法の異なる3 種の特殊フィル
ターのコンビネーションにより高性能を実現（特許出願
中）。非常に小さい粒子の粉塵も静電気の力で強力に吸
着・補集。従来に比べ粒子補集効率が大きくアップした。

保形層
マスクの形状をつくり出し型崩れを防ぐ。合成繊維
100%，接着剤を使用していないのでサラッと快適。

活性炭層（X-2162，X-2261に採用）
脱臭効果の高い表面積の大きな活性炭を不織布に固定。
悪臭や油臭を防ぐ。

優れた捕集効率と低い吸気抵抗を実現した
“バイリーンマスク2000シリーズ”

「N95」規格の防じんマスクは，全世

界をマーケットとする共通仕様でつ

くられている。

一方，当社の製品は日本人，アジ

アの人々をターゲットに設計してお

り，フィット性がよいという評価を

得ている。

－最後にマスク事業の今後の

展開をお聞かせください。

鈴 木 機器用フィルターを手掛け

られている不織布メーカーは少なく

ないが，マスク用フィルターとなる

とそれとはまた異なった技術を要

し，参入メーカーは限られてくる。

当社の防じんマスクが国家検定

をパスしていることからも分かるよ

うに，われわれはフィルター性能に

関して他社との競争には負けないと

いう絶対的な自信をもっている。

しかし今回のSARS問題からも明

らになったように，マスクの生産能

力には自ずと限界がある。そこで当

社ではマスク本体もさることなが

ら，今後はフィルターそのものの販

売にも注力していきたいと考えてい

る。

国内ではすでに一部，花粉症マス

ク向けにフィルターを供給している

が，最近では海外のマスクメーカー

からフィルターに関する問合せも増

えていることから，国内に留まらず

マスク用フィルターをグローバルに

展開していきたいと考えている。

＊本稿の取材は6月3日に行いました

（編集部）。

新開発の3 層構造の高性能フィルターで
微細な粉塵をキャッチする
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