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日本バイリーン㈱第二事業部
空調資材本部 東京営業部 部長

川 村   智 氏

●特集Ⅱ/愛・地球博～循環型社会の構築に寄与する不織布･日本バイリーン

日本バイリーンが今年はじめ販売を開始した，環境配慮型の中高性能エア

フィルタ“ECO alpha”シリーズの開発の背景や特長を，同社空調資材本部東

京営業部の川村智部長にお聞きした。

環境対策と市場戦略の融合により誕生

－環境配慮型の中高性能エアフィルタ“ECO alpha”シリーズを開発－

01年に立上げた「使用済フィル

タリサイクルシステム」と連携

－御社では2001 年に高炉原料

化による「使用済フィルタリサイク

ルシステム」を業界で初めて構築さ

れましたが，今年はじめから販売さ

れている環境配慮型の中高性能エア

フィルタ“ECO alpha（エコアル

ファ）”シリーズと，どのように関

わってくるのでしょうか。

川　村　当社がJFEスチール社と

の提携により開発した「使用済フィ

ルタリサイクルシステム」は，一般ビ

ルや工場から出る使用済みフィルタ

を，銑鉄生産で不可欠の高炉還元材

であるコークスの代替として利用す

るシステムで，その最大の特長は高

炉から発生するCO2（二酸化炭素）量

がコークスに比べて約30%削減でき

るところにある。

同システムを開発した理由は，当

社をはじめとするフィルタメーカー

が供給する空調フィルタが，使用後

埋立てに回され廃棄物処分場の残余

年数を縮めているのではないかと懸

念したからだ。

そこでフィルタメーカーの製造

者責任の一環として，使用済みフィ

ルタのリサイクルに取り組み同シス

テムの開発に成功した。

今回発売した“ECO alpha”シリー

ズは，そのリサイクルシステムを最

後に据えて，原料の調達から生産，消

費そして最後のリサイクルに至るま

日本バイリーンが，2001 年に業界で
初めて構築した「使用済みフィルタリ
サイクルシステム」は，次の3つのシス
テムからなる。
(1)JFEスチール社との提携による「高

炉原料化およびガス化溶融システム」
(2)EUP社（荏原製作所と宇部興産と

の合併会社）による「加圧二段ガス化シ
ステム」
(3)日本製紙社および王子製紙社とに

よる「RPF化」（RPF化：廃プラスチッ
クと産業系古紙を原料とした高カロ
リーの固形燃料）
このうち，高炉原料化システムは，以

下の特長を備えている。
(1)CO2の削減に貢献
還元剤としてコークスの代替に使用

済不織布フィルタを利用する。その結
果，コークスと比べ最大30%のCO2削
減が期待でき，地球温暖化防止に貢献

する。
( 2 ) フィルタケーシング材料としてリ

サイクル
使用済フィルタの高炉原料化により，

銑鉄を生産する。鉄はフィルタケーシン
グ材料として活用され，リサイクル化さ
れる。
(3)捕集じん埃を安全，合理的に処理
捕集したじん埃をフィルタごと高炉

で処理できるため，安全かつ合理的にじ
ん埃を処理できる。不燃物として残った
じん埃は，路盤材やセメント原料として
再資源化される。
(4)高カロリーで高炉の燃料源に最適
不織布フィルタの単位発熱量は，コー

クスの約1.5倍とカロリー効率が非常に
高く，高炉の燃料源としても最適。
(5)埋立て処理場不足などの課題解決
同システムを利用することで，埋立て

処分場不足などの課題解決に繋がる。

環境配慮型エアフィルタECO alphaシ
リーズ“フィロトピア”（型式:VZDH）

業界で初めて使用済みフィルタリサイクルシステムを構築
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で，一貫したものづくりにより完成

した，環境配慮型フィルタと位置づ

けている。

「LCA」と「グリーン調達」に

着眼して新ろ材を開発

－“ECO alpha”の開発はどの

ように進められたのでしょう。

川　村　その製品化にあたって

は，環境保護を重視する社会情勢の

変化などを考慮し，「LCA」（Li f e -

Cycle Assessment ）と「グリーン調

達」の2点に着眼し，核となる新ろ材

の開発に当たった。

LCA とは，資材の購入から製造，

使用，回収に至るすべての過程を通

して製品が環境に与える負荷の大き

さを定量的に評価する手法をいう

が，われわれがこの手法を採用する

に至った経緯は次のように説明でき

る。

「使用済フィルタリサイクルシス

テム」を立上げた背景には，地球温暖

化防止対策としてCO2の削減目標が

京都議定書で定められるなど，メー

カーとして環境問題が見過ごせなく

なってきたことがひとつにはある。

またそのことが同時に，われわれが

進めるフィルタの開発方向を示唆す

るヒントにもなった。

つまり環境問題は今後，人類共通

の課題になるという視点から「環境

にやさしい」フィルタの開発を進め

るべきだという結論に達した。

しかし，最近よく耳にするこの

「環境にやさしい」という言葉は，非

常に抽象的でその実態が分からない

ことが多い。ということは立場を変

えれば，もし当社が「環境にやさし

い」フィルタを開発したとしても，お

客さんに対してなんら説得力をもた

ないのではないか，という心配が

あった。

そこで思い付いたのが京都議定

書にも採用されたL C A の手法だっ

た。環境にやさしいフィルタの開発

を進めるなら，従来タイプよりどの

くらい環境にやさしいのかを，客観

的・定量的な数値でお客さんにア

ピールできるようにLCAを採り入れ

るべきだと考えた。

そして，その対象を京都議定書で

も取りあげられ社会的関心も高い

CO2の削減に絞り込んだ。

このようなLCA の手法を採り入

れたものづくりは，当社にとっても

またフィルタ業界にとってもまった

く初めてのエポックメーキングな出

来事だと考えている。

－同時に「グリーン調達」にも

配慮されたのですね。

川　村　グリーン調達とは，企業

などが商品やサービスを購入する際

に価格や品質だけでなく，環境への

負荷ができるだけ小さいものを優先

的に購入することをいう。いまの日

本のCO2排出量が京都議定書で定め

られた目標値を大幅に上回っている

ことも手伝って，大手企業はCO2の

排出量に関して相当シビアな対応を

迫られている。

多くの企業での設置が増えてい

る環境対策を専門に行う部署を相手

に，われわれがプレゼンをする機会

が多くなっていることからも，その

ことが窺える。

フィルタのような小さな資材を

利用してでもCO2排出量の削減に繋

げたい，という大手企業が徐々に増

えており，グリーン調達をクリアし

ていなければ購入に結びつかなく

なっているのが現状だ。

こうした理由から“ECO alpha”は

C O 2 排出量の削減のみならず，グ

リーン調達の基準であるノンハロゲ

ンやノンホルマリン，低VOCなど規

制化学物質の削減も達成している。

－“ECO alpha”の環境への配

慮は，新しく開発されたろ材によっ

て可能になったといっても過言では

ないですね。

川　村　従来ろ材は，太繊維層と

極細繊維層をピンソニック（超音波）

で接着し2 層構造で密度勾配を出し

ていた。単層フィルタと比較すると，

ろ過効率には優れるものの接着によ

り生じる境界面に補集じん埃が溜ま

り圧力損失が高まるというデメリッ

トもある。

その結果，フィルタの空気抵抗が

大きくなり，送風ファンの消費電力

が嵩みC O 2 発生量が増える。した

がって環境に配慮したフィルタをつ

くるには，まず第一に低圧損ろ材を

開発する必要があった。

新ろ材はこの問題を，オレフィン

系超極細繊維をメルトブローンで成

形して連続的な密度勾配を1 枚のろ

●日本バイリーン製新旧フィルタの年間CO2排出量のLCA手法による比較
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材でつけることで解決した。境界面

がなくなった結果，そこに滞留した

じん埃により引き起こされていた圧

損が従来より約20%下がった。その

結果，省電力化が図られCO2排出量

の削減にも貢献できる。

差別化により成熟商品の寿命

を延長

－“ECO alpha”の登場により

空調フィルタ市場での御社の存在感

がさらに高まったように思われま

す。

川　村　われわれが環境に配慮

したフィルタの開発をめざした背景

には，他社製品との差別化を図る狙

いもあった。

空調フィルタは内需志向型商品

で成熟期を迎えている。この状態が

続けばコスト競争に終始し，マー

ケット自体がシュリンクしてしまう

のではないかという危機感があっ

た。そこで差別化によってマーケッ

トに新しい切込みができないか，と

いう思いから“ECO alpha”の開発を

進めた側面もある。

マーケティング理論によると商

品のライフサイクルは導入期，成長

期，成熟期，衰退期という4つの段階

を経る。中高性能フィルタはこのな

かの成熟期のカテゴリーに位置づけ

られる。同期の商品に見られるひと

つの特徴が，ユーザーが商品を熟知

していることで，値下げ要請が厳し

くコスト競争に陥りやすい傾向があ

る。

そこで何らかの工夫や差別化に

より，成熟期の商品を成長期の方向

に引き戻そうとするさまざまな試み

がなされている。

例えばお菓子などの消費財では

パッケージを目新しいデザインに変

更したり，景品をつけたりすること

で，消費者に飽きられてしまった商

品を新しく見せる「Life Extension」と

呼ばれるが手法が採られたりする。

われわれが手掛ける中高性能

フィルタは生産財だが，差別化によ

り寿命を長くするという点では消費

財と同じだ。

このように当社のマーケット戦

略と環境対策が融合して誕生した

フィルタが“ECO alpha”であるとい

う言い方もできる。

－“ECO alpha”をユーザーに

どのようにアピールされているので

しょうか。

川　村　新築ビルで採用される

フィルタの決定権は，施主や設計事

務所，ゼネコン，サブコン（サブコン

トラクター）などがもっている。した

がってそうしたところに向けてア

ピールすることが新規需要の獲得に

効果的で，これまでに何社もプレゼ

ンをさせて頂いている。

新規需要のほかにリピート需要

がある。この場合はビルオーナーか

らビルの保守点検を任されているビ

ルメン（ビルメンテナンス）業者の常

駐社員を当社の代理店営業マンが訪

問する。

ところがビルメンの社員に“ECO

alpha”の説明をしても，採用権限が

なかったり価格志向であったりして

あまり成果を上げられなかった。

そこでビルメンに関しては本部

でプレゼンを行い，そこから末端に

降ろしてもらうようにしている。

ランニングコストが 3 年で従

来品を下回る

－“ECO alpha”の価格は従来

品より高く設定されているのでしょ

うか。

川　村　価格は従来品とほぼ同

じ水準に据え置いている。付加価値

が付いたからといって高く売れる経

済情勢にはまだないからだ。原料価

格が高騰して苦しい状況にはある

が，マーケットではまだデフレと捉

えられている方が多く，ユーザーに

価格転嫁するのは難しい。

ただその一方で心強いのは，施主

や設計事務所，ゼネコン，サブコンも

CO2 削減という大きなテーマをもっ

ておられることだ。環境対策に理解

のあるところほど，“ECO alpha”の

ように定量的にCO2が削減できる素

材を使おうとする意向が強いと感じ

ている。

－新旧フィルタのランニング

コストを比較しますと。

川　村　ろ材交換型の“ECO alpha

VZDH”と，旧型の取付枠付きタイプ

“VZ”のランニングコストを比較し

たところ，“VZDH”では初期投資が

若干高く付くもののトータルコスト

が3年で“VZ”を下回るという結果

新ろ材（右）は，メ
ルトブローン繊維の
割合が連続的に多く
なる理想的な密度勾
配を有している。その
ためろ材の厚みを有
効に生かした，圧力損
失が上がりにくい構
造となっている。
また，新ろ材のメ

ルトブローン繊維に
は超極細繊維を採用
し，繊維構成を最適化
することにより，約
20% の低圧力損失が
可能になった

●新旧ろ材の比較
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が出ている。

初年度は，“VZDH”にはフィルタ

と取付枠それぞれにコストがかかる

ため“VZ”を上回る。しかし2年目

以降は“VZ”は取付枠ごとそっくり

交換しなければならないのに対し，

“VZDH”はフィルタだけの取替えで

済む。この差が長く使用すればする

ほど効いてくる。

さらに“VZDH”は消費電力や取替

えに要するメンテ費用も従来品より

低く抑えられるため，トータルコス

トが3年で逆転する。したがってわれ

われは，長期に使用されるユーザー

には，ランニングコストが低いろ材

交換型の“ECO alpha VZDH”の採用

をお奨めしている。

大型ビルでは数百個というフィ

ルタを使用しているから，その差額

は決して小さくない。ユーザーの関

心は勢いコストに向い勝ちだが，

“ECO alpha”はCO2の削減にも貢献

するメリットがあることも忘れない

で頂きたい。

性能・安全面で問題多い洗浄

再生フィルタ

－フィルタを洗浄して再生利

用するビジネスへ参入する企業が最

近増えていますが，御社はこの動き

をどうご覧になっていますか。

川　村　フィルタの洗浄再生に

関してわれわれは，空気清浄協会の

機関誌「空気清浄39巻第4号」（01年

11月発行）で述べられている「中高

性能エアフィルタの洗浄再使用に関

する研究会」の研究結果に基づいて

対応している。

同研究では，洗浄後のフィルタは

圧力損失や補集効率，寿命での性能

回復が必要だとしている。例えば圧

力損失は新しいフィルタの90%以上

の性能回復が望ましい。

しかしわれわれメーカーの立場

からは，洗浄後のフィルタ性能を保

証することはできない。例えば，塩害

仕様のフィルタは洗浄によりろ材の

撥水性能が低下するため，空気清浄

協会でも同フィルタは洗浄に適さな

いという基準を出している。また帯

電ろ材も洗浄により補集効率が著し

く低下する。

性能に加えて，洗浄再生フィルタ

が擁する問題としてわれわれがもっ

とも懸念しているのが安全性であ

る。例えば病院で使われたフィルタ

が洗浄後，食堂で再利用されること

もあり得る。

細菌や有毒物が補集されている

可能性のあるフィルタや，高い安全

性が求められる食品関係工場などの

フィルタの洗浄再生には危険が伴う

ことを知ってもらいたい。

このように性能と安全性の問題

から，当社ではフィルタの洗浄再生

は積極的に進めていない。

さらに，われわれが洗浄再生を推

進しないもうひとつ理由は，洗浄は

フィルタの最終的な廃棄処分方法で

はないということだ。たとえ洗浄を

繰り返しても，最終的にフィルタは

廃棄しなければならない。

したがって，フィルタメーカー

は，最終的な廃棄に着目したシステ

ムを確立する方向に進むべきだと考

えている。この考えに基づき開発し

たのが冒頭で述べた「使用済フィル

タリサイクルシステム」である。

－最後に“ECO alpha”の今後

の展開についてお聞かせください。

川　村　すべての中高性能フィ

ルタを環境配慮型にすることをめ

ざしている。中高性能フィルタとし

てほかに塩害仕様やミニプリーツ

型を上市しているが，バグフィルタ

と併せて今年中に，新ろ材を採用し

た環境配慮型フィルタとして販売

する。

また，プレフィルタも中高性能

フィルタとともにわれわれの得意分

野なので，今年中には環境配慮型と

して販売できるよう企画している。

プレ・中高性能併せて，環境に配

慮した差別化フィルタとしてお客さ

んにアピールしていきたい。

設計から回収に至るまでの「環境

配慮型ものづくり」を実践した“ECO

alpha”は，不織布業界全体から見て

も画期的で大きな意義があると自負

している。われわれ空調資材本部が

先駆けて取り組んだタスクだが，今

後当社の他分野への応用展開も進ん

でいくに違いない。

われわれは今後も，製品の設計か

ら回収に至る段階で，環境に配慮し

たものづくりとシステム構築を推進

し，メーカー責任を果していきたい

と考えている。

●ECO alphaフィロトピアVZDH型と従来品VZ型との比較

表では，“ECO alpha”フィロトピアVZDH型と，これまでもっとも多用されてきた
従来タイプのVZ型の性能差が消費電力にどう現れるかを比較している。
4,000時間使用した場合，VZ型の圧損が300 Pa（パスカル）であるのに対し，VZDH

型は200 Paに留まっている。これを消費電力比率で考えると，VZDH型の方が約24%
優位性がある。電気代1kWhを 15円で算出すると3,440円の節約になる。
消費電力が低さはCO2の発生量削減に繋がる。
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