
4 NONWOVENS  REVIEW

日本バイリーン㈱メディコン資材本部
第二営業部 東京第二営業担当課長

漆 原  秀 哉 氏

●特集Ⅰ/新たな機能・用途を開拓する不織布製品････日本バイリーン

日本バイリーンでは，清掃業界に向けてフロアパッドの新製品を相次いで

投入した。ユーザーの要求をいかに汲み取りそれをどう製品に反映させるか，

開発の背景を同社メディコン資材本部の漆原秀哉課長にお聞きした。

今後は提案型による営業展開も

－製造コストの削減と効率化図る機能付与が課題－

ダストクロスが取り持つ縁

当社では昨秋に続いてこの夏，フロ

アパッドの新製品を清掃業界に向け

て発売した。これらパッド類の開発を

メディコン資材本部が手掛けるきっ

かけとなったのが，長い毛足から発生

する静電気の力を借りてホコリを吸

着する業務用ダストクロス“ポルベッ

ク�”である。

“ポルベック”は業務用清掃市場

で高いシェアを占めている。その特

長は第一に，水を使わないドライメ

ンテナンスであること。そして基本

的にディスポーザブルであることが

第二の特長である。

当社では約1 5 年にわたり洗剤・

ワックスメーカーを通して，主にビ

ルメンテナンス業者を対象に“ポル

ベック”を販売してきた。そこで培っ

た販売ルートや相互の信頼関係が，

当社にとって未開拓だったフロア

パッドという新しい領域へと導いた

のである。

当社のパッド開発の経緯を紹介

する前に，パッドを用いたフロア清

掃の概略を簡単に説明したい。

清掃用ポリッシャーと呼ばれる

マシンにパッドを取り付け，それを

回転させることによりフロアの汚れ

を落す清掃方法はアメリカで開発さ

れた。したがって現在，国内で使用さ

れているパッド類のほとんどは輸入

に頼っている。

このパッド清掃の対象となるフ

ロアは，タイルカーペットなどを敷

いたソフトフロアと，塩ビ製のP タ

イルが主流のハードフロアの2 つに

大きく分けられる。

オフィスビルの居住空間は，身体

への負荷が小さく冷暖房効果に優れ

るタイルカーペットが主流になって

いる。これに対し不特定多数が訪れ

る大型スーパーや病院などのフロア

にはP タイルが圧倒的に多く採用さ

れている。

フロア清掃に使用するパッドは

その用途から，①洗浄，②磨き（ワッ

クス面を平滑にし光沢を出す），③研

磨（ワックスの剥離）の3種類に大別

できる。ちなみにこれらを合わせた

2001年度の日本のパッドの市場規模

は約15億円と推定されている。

タイルカーペットとPタイルでは

その表面組成が異なるため使用する

パッドを使い分ける必要がある。タ

イルカーペットの日常的な清掃は通

常，洗浄用パッドで行う。

これに対しPタイルなどハードフロ

アは，洗浄と磨きパッドを日常的なメ

ンテナンスに使用する。さらに，ワッ

クス塗替え時には古いワックスを剥

がすために研磨パッドが用いられる。

フロア清掃を請け負うビルメン

テナンス業者にとって，フロアパッ

ドは必需品であるが，いまのパッド

の性能・品質には必ずしも満足して

いないという。

そうした現場での要望が高まり，

より優れたパッドがつくれないかと

いう依頼が，2年ほど前に納入業者を

通して当社に寄せられた。そこでわ

れわれメディコン部隊が未知の分野

にトライしようとパッド開発に取り

組んだのである。

業務用ダストクロス

“ポルベック�”

チリ・ホコリ・毛髪などを極度に嫌う
病院・研究機関・ストア・学校・理美容・
ホテル・劇場・レストラン・精密工場な
どの床面清掃作業に使用する。
［特  長］
(1)パイル構造の繊維が静電気で，チリ・

ホコリ・毛髪などを効率よく吸着・捕集
(2)舞い上げずに吸着するため，作業

空間の空気を清潔に維持
(3)軽く自在に動くアプリケータで楽

な作業が可能
(4)化学処理してないため，油汚れの

再付着や黄ばみ，ワックス塗膜への影響
がない
(5)パイル部分に炭酸カルシウムを配合

してあるため滑りがよく作業負担を軽減
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環境に配慮し天然繊維を採用

当社が昨秋，ジョンソン・プロ

フェッショナル社と共同開発した

“Jontec シャイニングパッド－バフ

用－”は，ハードフロアの磨きに使用

するパッドである。

磨き用パッドは他の洗浄，研磨用

パッドと比較すると製造が難しい。

なぜなら他用途のパッドが清掃プロ

セスの途中で用いられるのに対し，

磨き用パッドはフロアの最終仕上げ

に使用されるため，その性能の良し

悪しがそのままフロアの光沢を左右

するからである。

“シャイニングパッド”は，磨き用

パッドにもっとも求められるこのフ

ロアの光沢を増す性能にたいへん優

れている。従来のパッドと比較する

と，約1.5倍光沢が向上することが光

度計により確認されている。

同パッドを用いると光沢が増す

理由は，その素材に使用している天

然繊維“サイザル”（龍舌蘭の葉脈）に

ある。サイザルのもつどのような機

能により高い光沢が得られるのかま

だ確たる解答は得られていないが，

サイザル繊維の独特な形態と，それ

に含まれる油脂分に拠るのではない

かと考えられる。さらに同パッドは

耐久性でも従来品の倍の寿命をもつ

ことが確かめられている。

このようにパッド素材として優

れた性能を発揮するサイザル繊維で

あるが，われわれが知る限りでは同

繊維をフロアパッドとして商品化し

たケースは当社が最初である。

われわれが最終的にサイザル繊維

に辿り着くまでにはパーム（椰子）や

豚毛，人毛など各種天然繊維のテスト

を行った。しかし結局，サイザル特有

の鮮やかな黄色が，最終仕上げに用い

るパッドのイメージに合致し，また

パッドとしても優れた性能を発揮し

たことからその採用を決定した。

サイザルを採用した最大の理由

は，あくまで天然繊維にこだわった

からだ。化繊との混紡が多い従来品

のなかで天然繊維100% という環境

対応商品としての特色を打ち出せ

ば，清掃業界に対するアピール度が

大きいと考えた。ユーザーにとって

天然繊維の最大のメリットは，焼却

が容易で一般廃棄物として処理でき

るところにある。

われわれが知らない天然繊維の

効果・効能が改めて見直されている

現在，それを環境と結びつけた商品

展開を今後も行っていきたいと考え

ている。

素材はサイザルと決まったもの

の，それをパッド状に加工するには

高度な技術を要した。カード法によ

りシート状にしたサイザル繊維を，

バインダーを用いて円板状に成型

し，真中に不織布補強材を挟んで貼

り合せた。補強材は高速回転（自動車

の速度に換算すると約230km/h）に

よる変形を防ぎ，形態の安定を保つ

役割を担っている。

“シャイニングパッド”は昨年1 1

月から販売を開始した。価格は従来

品より少し高めに設定しているが，

優れた耐久性と性能が高く評価さ

れ，導入は順調に進んでいる。

現場の試用で不具合を改良

フロアパッドの第二弾として今

夏にコニシ㈱のルートで発売を開始

したのが，ダスキンヘルスケア社と

の共同開発によるカーペット洗浄用

パッド“ボンド トルネットパッド”

である。このケースも“ポルベック”

が開発の橋渡しをしている。

ダスキンでは，病院フロア清掃を

従来からある綿パッドをポリッ

シャーに装着して行っていた。しか

し，綿パッドにはいくつか使用上の

難点があったため，それを克服する

パッドを両社で開発しようというこ

とになった。

われわれが試作したパッドをダ

スキンが現場で実際に使ってみて，

不具合部分に改良を加えるという試

行錯誤の繰返しより，いまの形がで

きあがったのである。

何の予備知識もなしに“トルネッ

トパッド”を見てもらい，どのような

用途に使われる商品かと尋ねると，

たいていの人が敷物と答える。なぜ

フロアパッドという答えが返ってこ

ないのか。それは従来，同分野の清掃

に使用されていた綿パッドとは，形

状があまりにもかけ離れているから

である。

モップ状の綿パッドがひと目で

バフマシン用フロアパッド

Jontec シャイニングパッド－バ
フ用－
バフマシン用フロアパッドはマシンに

標準装着する付属品で，マシン本体が超
高速回転（約2,000回転/分）することによ
り主に化学床に塗布されたワックス面を
平滑にして床面光沢を復元させる。
［特  長］
(1)サイザル麻（龍舌蘭科）の葉の繊維

を使用した不織布の3層構造（カード法）
(2)スーパー，オフィスビル，病院など

の主に化学床に使用するバフマシンの
専用品としての仕様が可能
(3)高い耐久性と超光沢復元力
(4)柔軟性に富み，凹凸のある床面に

対しても優れた追従性を発揮

(5)天然繊維のため一般ごみとして扱
える環境配慮型製品
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掃除用品だと分かるのに対し，“トル

ネットパッド”から掃除用品をイ

メージするのは難しい。言葉を変え

ると，“トルネットパッド”は，従来

品とはまったく異なる発想のもとに

つくられたフロアパッドであるとい

うことができる。

その具体的な開発は綿パッドが

もつ問題点を検証し，その解決策を

探るという手順を踏んだ。

綿パッドがもつ第一の問題点は，汚

れを拡散してしまうことにある。汚れ

をカキ取り吸着・吸水するという，清

掃工程のすべてを紐状の綿だけが行

う一体構造となっているため，汚れを

確実に保持しておく場所がない。その

結果，一度吸着・吸水した汚れを他の

場所に拡散させてしまう。

この欠点を補おうと考え出した

のが，“トルネットパッド”の「メッ

シュ」と「不織布」により構成された

2層構造である。

外部を覆うメッシュ部分は，外側

の粗いメッシュの内側にさらにもう

一層細かな目のメッシュが入ったダ

ブルメッシュ構造となっている。外

層のメッシュがへたったカーペット

の毛足を起立させ内部の汚れをカキ

取る。内側の細かなメッシュはその

汚れを不織布層へと送り込む仕組み

である。

送り込まれた汚れは，3 層構造に

より保水性が高められた不織布にす

ばやく取り込まれ逆戻りすることは

ない。このような工夫により，綿パッ

ドの第一の問題点を解決することが

できたのである。

綿パッドのもつ第二の問題点は，

綿屑が発生することである。

高速で回転する綿パッドからは

綿屑が千切れて飛散することがあ

る。それがゴミとなって床に残り，ハ

ウスダストやダニ発生の温床になる

こともある。

“トルネットパッド”はこの点，高

速回転により千切れるような素材を

使用していないから，院内感染の予

防管理が必要な病院フロアなどの清

掃に適している。

また，“トルネットパッド”は，騒

音レベルの低い一般的なポリッ

シャーに取り付けられるので，静謐

が求められる病棟廊下などの日常的

なメンテナンスでも使用できる。病

棟では最近カーペットを採用する

ケースが増えており，使用場所に応

じた使い分けが可能なことも同パッ

ドの特長である。

さらに，回転時に発生する摩擦熱

により，カーペットの余剰水分の乾

燥を促進させるという特長もある。

“トルネットパッド”は発売を開

始したばかりだが，エンドユーザー

の評価は高い。

フロアパッド全アイテムが対象

以上，当社のフロアパッドの新製

品の開発経緯を2例紹介した。

当社にとってフロアパッドは初

めて手掛ける事業でまだ未知数な部

分があるが，同事業が清掃業界に浸

透していくには，次の2点が不可欠だ

と考えている。

第一が製造コストの削減である。

いま日本経済はデフレ不況の

真っ只中にあり，企業経営者やビル

オーナーは，ビルメンテナンスの委

託料を厳しく見直している。

その結果，人件費ばかりでなく，資

材にもシワ寄せが来ている。清掃業

界は清掃コストの削減という大きな

流れに呑み込まれている。したがっ

てわれわれ資材メーカーも，製造コ

ストの削減により安価な資材を供給

する体制づくりが求められている。

第二が清掃作業の効率化を図る

資材の開発である。

例えば，当社が新しく開発した資

材を用いると，清掃作業の効率化が

図れるということになれば，業界か

ら大いに歓迎されるだろう。そのた

めには付加価値を高める機能付与が

重要だと考えている。

以上の2 点が車の両輪となって初

めて，新しく開発した清掃資材が市

場に浸透していくと考えている。

フロアパッドの2件の共同開発を

通して，当社にはその知見がかなり

蓄積されてきており，今後は当社の

側から顧客へ提案型による営業展開

も可能になるのではないかと考えて

いる。

“シャイニングパッド”と“トルネッ

トパッド”に留まらず，フロアパッド

のすべてアイテムに対するアプロー

チを今後も続けていくつもりである。

カーペット洗浄用パッド　

ボンド トルネットパッド
カーペット洗浄用パッド製品“ボン

ドトルネットパッド”は，ダブルメッ
シュと保水性に優れた不織布を組み合
わせた二層構造（特許）からなる。
［特  長］
(1)優れたカキ取り性を発揮する外側

に粗いメッシュと，内側の細かいメッ
シュのダブルメッシュ構造
(2)汚れと水分を確実に捉え逃さない

保水性に優れた3層の不織布
(3)一般で広く使用されている清掃用

ポリッシャーでそのまま使用可能
(4)洗剤使用量を最低限に抑えられ残

水分も少ない
(5)耐久性に優れる
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